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国庫補助額
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（円）
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（円）

552,803,938 6,558,000 500,399,000 45,846,938 

1 プレミアム旅行券等販売事業

観光意欲の向上と誘客を図ることを目的に、宿泊旅行
者がサイトで予約する際に宿泊料金が割引となる宿泊
割引クーポンを発行する。また、観光客が周遊する機会
を創出し消費拡大につなげるため金券を販売する。

プレミアム旅行券等販売委託料　24,750,930円
金券換金補助金　971,200円

R2.4 R3.3 25,722,130 25,500,000 222,130 
感染症拡大の影響を受けている宿泊業者及び飲食業者
等の町内の観光産業の支援に寄与した。

観光課

2 プレミアム商品券販売事業

町内の消費拡大を目的とした緊急プレミアム商品券を販
売し消費者の購買力を呼び起こすとともに、事業者の売
上アップにつなげるなど、町内の経済活性化を図る。

1セット10,000円（13,000円分）×4,000セット販売
商品券原資分　11,931,000円
　印刷費　499,727円
  通信費　177,782円
　広告宣伝費　165,000円
　警備費　57,200円
　消耗品費　942,159円
　リース料107,360円
　雑費（飛沫ガードアクリル板、振込手数料等）50,772円

R2.4 R3.1 13,931,000 13,000,000 931,000 
　
感染症拡大の影響を受けている町民の生活安定支援及
び町内での消費拡大による事業者支援に寄与した。

観光課

3 中小企業信用保証料補助事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている町内中
小企業者の経営の維持安定を図るため、信用保証料の
一部を補助する。

信用保証料補助：7,720,000円
利用事業者：15件（1件あたり119千円～600千円） R2.4 R3.3 7,720,000 6,500,000 1,220,000 

感染症拡大の影響を受けて売り上げが減少する中で、
当該事業支援により必要な運転資金確保が可能となり、
事業継続支援が図られた。

観光課

4 事業継続支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響によりひと月の売上
が前年同月比で５０％以上減少している町内事業者を
支援するため、事業継続に向けた支援金を支給する。

事業継続支援金　：30,027,000円
支援事業者：756件（1件あたり32千円～200千円） R2.5 R3.3 30,027,000 29,000,000 1,027,000 

感染症拡大の影響を受けて売り上げが減少する中で、
当該事業支援により必要な運転資金確保が可能となり、
事業継続支援が図られた。

観光課

5 町内事業者事業継続推進補助
事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている町内事
業者を支援するため、事業継続に向けて実施する新型
コロナウイルスの感染拡大防止対策等の取組みに対し
て補助金を交付する。

事業継続推進補助金　48,282,000円
利用事業者：282件（1件あたり5千円～200千円）

R2.5 R3.3 48,282,000 38,500,000 9,782,000 
感染症拡大防止対策のための消耗品購入や施設整備
の支援により、従業員や来客の安心安全につながる環
境づくりが図られた。

観光課

6 給食費保護者負担軽減補助事
業（保育園、幼稚園）

町立保育園、幼稚園、私立保育園等の給食費の無償化
に係る費用を補助し、保護者の負担軽減を図る。

無償化期間：令和2年7月～12月（6ヶ月分）
町立保育園、幼稚園の給食費の無償化に係る費用　4,207,350円
私立保育園等の補助金　1,882,500円
広域入所分　344,970円
認可外保育園193,534円

R2.7 R3.2 6,628,354 5,500,000 1,128,354 幼稚園児、保育園児の保護者に対して、給食の無償化
を実施することにより、保護者の経済的負担の軽減が図
られた。

民生課

7
給食費保護者負担軽減補助事
業（小中学校）

町内小中学校の学校給食費の無償化のための費用を
補助し、保護者負担の軽減を図る。

無償化期間：令和2年7月～12月（6ヶ月分）
給食費無償化助成金　37,676,706円 R2.7 R3.3 37,676,706 36,500,000 1,176,706 

小中学校の児童生徒の保護者に対して、学校給食の無
償化を実施することにより、保護者の経済的負担の軽減
が図られた。

教育委員会

8 持続化給付金等申請支援補助
事業

商工会（白浜町商工会、日置川町商工会）が持続化給
付金等の申請手続きを行う事業者を支援するために設
置する支援窓口の開設費用に対して、補助金を交付す
る。

相談支援件数：白浜町商工会1,312件、日置川町商工会195件
リース料（コピー機）180,000円
備品費（PC、スキャナー、プリンター他）1,124,544円
消耗品費146,830円
会場設営費56,320円
郵送料174,350円

R2.5 R3.3 1,682,044 500,000 1,182,044 
補助金申請や個別相談の支援窓口の設置により、町内
事業者の事業継続の一助となった。 観光課

9 リモート視察環境整備事業

アフターコロナを見据え、企業誘致やワーケーションの
取り組みをリモートで紹介できるリモート視察用の通信
環境を整備する。

通信環境整備委託料
PC1台、モニター1台、一体型スピーカー1台、カメラOsmoMobile3コン
ボ1台、iphone1台、ipad1台、AirPods2台、GPSトラッカー5機、ロゴデザ
イン、資料デザイン、設計、セットアップ
通信費　（モバイルWifi、iphone、ipad、トラッキングプラットフォーム、
WebEX）
計2,331,533円

R2.8 R3.3 2,331,533 1,500,000 831,533 
リモート視察できる通信環境の整備が図られたおかげで
非接触でありながら、企業誘致やワーケーション視察へ
の対応が可能となった。

総務課
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10 救急搬送感染症拡大防止対策
事業

救急搬送用の感染防止対策物品を購入し、救急搬送時
の感染拡大防止を図る。

感染防止対策物品購入費用
　自動心臓マッサージシステム一式　２基　6,070,900円
　オゾン水発生器整備（白浜署・日置川署）344,300円
　感染防止衣　上衣300着 上下着150着　800,250円
　N９５マスク（200枚入）176,000円
　プラスチック手袋　10ケース　55,000円
　ニトリル手袋　80ケース  　176,000円
　フェイスシールド（160枚） 　 34,848円
　HEPAフィルター（25個入） 　49,500円
　クロスガーゼ　　　　　　　　　20,240円
　エタノール（18Ｌ）　　　　　　 96,228円

R2.8 R3.3 7,823,266 7,000,000 823,266 
不足していた救急搬送用の感染防止対策消耗品・備品
が充足できたことで、救急搬送時における感染拡大の防
止が図られた。

消防本部

11
給食費保護者負担軽減補助対
象外者支援事業（小中学校）

№7の給食費保護者負担軽減補助事業（小中学校の学
校給食の無償化 ）の対象とならない、町立小中校以外
に在籍する児童生徒、又は町立小中学校に在籍するが
食物アレルギー等で弁当等の対応をしている児童生徒
の保護者等で町内に住所を有する者の保護者等に対
し、給食費相当額を補助することによる負担の軽減を目
的とする。

給食費相当額を補助
小中学生等給食費相当額補助金　1,776,150円 R2.7 R3.3 1,776,150 1,000,000 776,150 

小中学校の児童生徒の保護者に対して学校給食の無
償化を実施することにより、保護者の経済的負担の軽減
が図られた。

教育委員会

12 児童介助業務事業

新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業の影響で夏
季休業が短縮となり、児童生徒が登校する日に発達障
害等を抱えた児童生徒や配慮を要する児童生徒の日常
生活上の介助や安全確保、学習活動上のサポート等を
行うことを目的とする。

児童介助業務（特別支援教育支援員）の賃金等　2,606,569円 R2.7 R2.8 2,606,569 1,500,000 1,106,569 特別支援教育支援員の配置ができ、感染症の影響によ
る夏季休暇縮小への影響に対する対策が図られた。

教育委員会

13 学校施設環境整備事業

新型コロナウイルス感染症による小中学校の夏季休暇
縮小に伴うエアコンの稼働時間の増加対応及び、屋内
運動場等への冷風機の配備により、小中学校の児童生
徒の熱中症を防止する。

電気料金・冷風機のレンタル及び購入費、収納庫の設置費
　電気料金（7月～3月分　Ｒ１年度より増加分）
　小学校2,419,030円、中学校2,071,127円
　冷風機　レンタル165,000円
　　　　　　小学校8校×3台　10,494,000円
　　　　　  中学校4校×4台　6,996,000円
　収納庫 小学校8校　1,947,000円
　　　　　　中学校4校　1,023,000円

R2.9 R3.3 25,115,157 24,500,000 615,157 
冷風機の配備等により、熱中症を予防しながらの授業等
が実施でき、感染症の影響による夏季休暇縮小への影
響に対する対策が図られた。

教育委員会

14
学校保健特別対策事業費補助
金

町内小中学校が段階的な学校再開に際して、感染症対
策等を徹底しながら児童及び生徒の学習保障をするた
めの新たな試みを実施するための感染対策用品、電子
黒板、タブレットの購入補助。

感染対策用品、電子黒板、タブレットの購入費
補助金（国50％、町50％）
　小学校9校9,603,403円（うち町負担4,922,403円）
　中学校4校3,840,496円（うち町負担1,963,496円）

R2.4 R3.3 13,443,889 6,558,000 4,000,000 2,885,889 
ＧＩＧＡスクール構想の実現に向け、オンライン学習の環
境整備を図られた。

教育委員会

15 公立学校情報機器整備費補助
金事業

国が進めるGIGAスクール構想に係る1人1台PC末端の
実現のため、小中学校にＰＣ端末を購入し設置する。

 整備台数1,650台（全児童生徒1,320台、教職員330台）
　購入費　76,164,000円（うち町負担36,555,000円
　設定費　18,150,000円（うち町負担9,075,000円）

R2.8 R3.3 45,630,000 28,399,000 17,231,000 
児童生徒1人1台端末の環境整備が図られ、ＩＣＴを活用
した教育の実施が可能となった。 教育委員会

16 優先対象者インフルエンザ予防
接種事業

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行
を防ぎ、医療機関の負担を軽減するため、優先対象者
の接種費用委託費を負担する。

予防接種委託料 37,568,240円
   高齢者（65歳以上）5,360円×5,682件＝30,455,520円
　妊婦5,360円×44件＝235,840円
　小児（6ｶ月児～小学校2年生）5360円×1,268件＝6,796,480円
　基礎疾患を有する方（小学校3年生～65歳未満）5,360円×15件＝
80,400円

R2.10 R3.3 37,568,240 37,000,000 568,240 

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行
が懸念される中、高齢者、子とも、妊婦等の優先対象者
の接種費用を負担することにより、接種者が増加し、イ
ンフルエンザ重症化予防や感染症拡大のほか、新型コ
ロナウイルス感染症との同時流行も回避でき、医療機関
の負担軽減にもつながった。

住民保健課

17 町営公衆浴場における新型コロ
ナウイルス対策事業

町営公衆浴場における新型コロナウイルス感染症予防
対策を講じる。

町営公衆浴場（白良湯、牟婁の湯、崎の湯）における、入場制限に係
る受付業務、検温対策、抗ウイルスコーティング施工、営業時間短縮
の周知等に係る看板製作
  受付業務委託　770,660円
  サーモグラフィー機器購入（6台）　487,872円
  抗ウイルスコーティング施工（3箇所）　408,314円
  看板製作（14枚）　341,000円
  計2,007,846円

R2.7 R3.3 2,007,846 1,000,000 1,007,846 
町内公衆浴場における感染予防対策の実施により、浴
場での感染拡大の防止が図られ、安心安全に浴場の利
用できた。

観光課
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18 生活応援商品券配布事業
住民向けの支援策として、全町民に1人あたり10,000円
の期限付きの商品券の配布を行う。

商品券発送世帯数：11,105世帯
商品券費用、諸経費（印刷代、消耗品費、郵便料等）
　消耗品費　65,881円
　 印刷製本費　330,000円
　 郵便料　4,224,418円
 　広告料　44,000円
 　折込手数料　102,920円
 　システム改修委託料　220,000円
 　商品券発行業務委託料　6,380,000円
 　商品券封入等業務委託料　270,000円
 　商品券換金補助金　207,466,500円

R2.6 R3.3 219,103,719 219,000,000 103,719 
　
感染症拡大の影響を受けている町民の生活安定支援及
び町内での消費拡大による事業者支援に寄与した。

観光課

19 海水浴場コロナ対策事業
安全対策を考慮した海水浴場を開設するため、感染防
止対策を実施する。

コロナウイルス感染症の拡大防止対策費用
　消耗品費（マスク、アルコール消毒液、看板等）928,435円
　監視員費用（常勤消防職員時間外勤務手当）2,811,149円
　警備委託料1,029,600円
　シャワー設備設置等委託料574,018円
　公衆トイレ抗菌加工手数料392,700円
　アナウンス音源制作委託料165,000円
　自動放送設定手数料52,800円
　宿舎借上料213,528円

R2.4 R2.9 6,167,230 5,000,000 1,167,230 
コロナウイルス感染症対策を実施により安心安全な海水
浴場の開設できた結果、15万人の海水浴客に来場いた
だき、町内の経済活性化に寄与できた。

観光課

20 避難所環境整備事業

避難所における感染症拡大防止対策のため、感染防止
用消耗品や備品を整備し、避難所生活衛生環境の向上
を図る。

感染防止用消耗品、備品購入
　非接触式赤外線温度計＠14,850円×26台＝386,100円
　除菌スプレー＠1,210円×22本＝26,620円
　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ手袋100枚入り＠330円×50個＝16,500円
　清掃拭取ペーパー41,395円
　マスク10,000枚　433,840円
　フェイスシールド　30枚　6,765円
　フェイスシールド　200枚　45,100円
　災害用敷マット＠18,700円×30本（20ｍ）＝561,000円
　プラスチックガウン＠330円×600着＝178,200円
　段ボール間仕切り用マジックテープ897,545円
　微酸性電解水生成機＠470,800円×３台＝1,412,400円
　避難所間仕切りﾌﾟﾗｽﾁｯｸタイプ＠17,050円×20セット＝341,000円
　避難所間仕切りﾌﾟﾗｽﾁｯｸタイプ＠16,280円×300セット＝4,884,000円
　ポータブル蓄電池（ソーラーセット）＠269,500円×3セット＝808,500
円

R2.4 R3.1 10,038,965 9,000,000 1,038,965 
避難所における感染防止対策に必要な消耗品等を購入
できたことにより、今後避難所を開設した際における感
染防止、拡大が防止が図られた。

地域防災課

21 新生児特別定額給付金事業

特別定額給付金支給基準日以降に出生した新生児
（R2.4.28～R3.3.31生）に対して、1人10万円の定額給付
を行い、子育て世帯を支援する。

新生児特別定額給付金（70人×100,000円）7,000,000円
報酬等　会計年度任用職員1名（9月～3月）470,806円
需用費　消耗品費（コピー、トナー代）37,054円
役務費　郵送料（申請書郵送料）14,280円

R2.8 R3.3 7,522,140 6,500,000 1,022,140 感染症拡大する状況の中で新生児を養育する世帯の経
済的負担軽減が図られた。

民生課


