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件 名：新型コロナウイルス感染症対応 

 地方創生臨時交付金（第２次交付分）を活用した町独自の事業を実施 

 

町では、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（第２次交付分）を活用した町

独自の事業を実施しますので、お知らせします。 

なお、対象事業は次のとおりです。 

 

                     記 

 

対象事業 （総事業費 404,779 千円 うち交付金充当額 386,652 千円） 

事業名 概要 

総事業費 

（千円） 

交付金 

充当額 

（千円） 

担当部署 

公共施設などの３密

対策事業（役場庁舎

関連） 

公共施設（役場庁舎内）において

３密対策を図り、感染拡大を防止

する。 

85 85 

総務課 

0790-82-2549 

支所を含めたテレビ

会議システム導入事

業 

本庁舎と各支所をつなぐテレビ会

議システムを導入し、平時だけで

なく、有事にも対応できる遠隔シ

ステムを構築する。 

2,717 2,717 

職員勤務管理システ

ム・人事評価システ

ム導入事業 

新しい生活様式に対応した職員勤

務管理、人事評価システムを導入

し、行政 IT 化を推進する。 

40,000 40,000 

職員分散勤務のため

の LAN 回線敷設事

業 

職員の３密、分散勤務を図るため、

上月支所及び上月文化会館、南光

文化センター、三日月支所に臨時

の職務室を設置し、各室に LAN

回線を敷設する。 

1,000 1,000 

新型コロナウイルス

感染症対策関連パン

フレット作製 

新型コロナウイルス感染症対策に

関する国、県、町の支援施策をま

とめたパンフレットを作成する。 

120 120 

コミュニティバス臨

時通学対策等事業 

新型コロナウイルスの影響による

臨時通学対策として、コミュニテ

ィバス２路線の臨時便を運行し、

飛沫感染防止対策を行う。 

173 173 

企画防災課 

0790-82-0664 
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鉄道利用促進のため

の社会学習等支援事

業 

鉄道の利用が減少することが予測

されるため、姫新線（姫路～上

月）・智頭線（上郡～智頭）を利用

する５人以上のグループ等に対

し、往復切符を助成する。 

1,100 1,100 

企画防災課 

0790-82-0664 

駅における感染症拡

大防止・衛生対策事

業 

乗降客数が多数である佐用駅につ

いて、JR 西日本が行う感染症拡大

防止・衛生対策事業に対して補助

を行う。 

5,000 5,000 

避難所の感染症対策

事業 

災害発生時、感染リスクを抑える

ため、網戸の設置などを図る。 
4,199 4,199 

救急資機材購入事業 感染症患者を救急車で搬送する

際、感染リスクを軽減するため、

オゾン除染システムを導入する。 

615 615 

妊婦臨時特別給付事

業 

感染症の不安を抱える妊婦に対

し、臨時給付金（1 人/10 万円）を

給付する。 

6,000 6,000 

健康福祉課 

0790-82-0661 

医療機関への感染症

対策支援事業 

町内の医療機関に対し、院内感染

を防ぐために必要な医療用の備品

導入を補助するとともに、防護服

などの消耗品を支給する。 

41,555 41,555 

保健指導における環

境整備事業 

糖尿病など食事療法に取り組んで

いるかたに対し、オンラインで保

健指導ができる環境を整備する。 

340 340 

未就学児子育て世代

支援給付事業 

未就学児を持つ子育て世帯に対

し、児童１人当たり 1 万円を給付

する。 

5,800 5,800 

スクールバス等の３

密対策事業 

スクールバス、保育園バスの車両

内にウイルス感染対策のため、空

気清浄機を設置する。 
5,366 5,366 

健康福祉課 

0790-82-0661 

教育課 

0790-82-2424 

高齢者の感染の早期

発見及び感染防止対

策事業 

地域包括支援センターや介護認定

調査員に対し、非接触型体温計を

配布する。 

86 86 

高年介護課 

0790-82-2079 

町営老人福祉施設感

染症予防事業 

朝霧園に検温用サーモカメラ及び

搬送用車両を導入する。 3,042 3,042 

佐用朝霧園新型コロ

ナ３密対策事業 

町営老人ホームの共有スペースや

スタッフルームなど複数人が密集

するエリアに換気、空気清浄機な

どを導入し、感染拡大を防止する。 

993 993 

E コマース推進支援

事業 

ネット通販事業による特産物の販

路拡大のため、情報発信などの業

務を委託する。 

1,334 1,334 

農林振興課 

0790-82-0667 

地域特産物生産拡大

支援事業 

佐用もち大豆の生産助成金を上乗

せし、営農活動の持続を図る。 
2,250 2,250 
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直売所出荷支援事業 ３直売所に対し、販売手数料分相

当を支援する。 
2,000 2,000 

農林振興課 

0790-82-0667 

地域資源を活用した

地域活動応援事業 

西新宿花しょうぶ園に対し、活動

継続するための支援を行う。 
200 200 

木材価格の下落に対

する緊急支援事業 

感染症の影響により経済的な影響

を受けている森林所有者に対して

支援を行う。 

5,125 5,125 

キャッシュレスサー

ビス導入支援事業 

町内の事業者がキャッシュレス決

裁を導入する場合に初期費用を支

援する。 

1,000 1,000 

商工観光課 

0790-82-0670 

町営笹ヶ丘荘感染予

防対策環境整備事業 

町営宿泊施設の食堂や各部屋など

にオゾン脱臭機などを導入し、感

染防止対策を図る。 

7,862 7,862 

新型コロナウイルス

対策商工業者経営支

援事業 

３密を防ぎ、感染防止策を講じて

営業を再開する事業者や営業方法

の転換、経営発展のための事業に

取り組む事業者を支援する。 

10,500 10,500 

商店街お買い物券・

ポイントシール事業 

県が実施する商店街お買い物券・

ポイントシール事業の随伴補助と

して 1/3 を町が補助する。 

12,000 4,000 

道の駅・宿場町ひら

ふく感染予防対策環

境整備事業 

感染予防のため、食堂や売店など

施設内の空調を整備するため、ダ

クトファンの更新などを行う。 

2,704 2,704 

佐用町水道事業会

計・佐用町簡易水道

事業特別会計繰出・

補助 

全ての町水道料金のうち基本料金

を 3 か月減免する。 
44,257 44,257 

上下水道課 

0790-82-0481 

公共施設などの３密

対策事業 

公共施設において、空調などを整

備するとともに、３密回避するた

めの備品を購入し、感染拡大を防

止する。 

80,372 80,298 

総務課 

0790-82-2549 

生涯学習課 

0790-82-3336 

臨時休業特別開所人

材確保支援事業 

学校休業期間中に延長された放課

後児童クラブ（学童保育）に係る

経費を支援する。 

1,969 657 

教育課 

0790-82-2424 

公共施設などの３密

対策事業（学校施設

関連） 

公共施設（小中学校）において、

空調などを整備し、３密対策を図

り、感染拡大を防止する。 

93,000 93,000 

小中学校の夏季開校

に向けた給食施設整

備事業 

夏季授業に合わせ、学校給食を提

供するにあたり、町学校給食セン

ターの洗浄室に排気機能を設置

し、作業員の熱中症対策などを図

る。 

3,977 3,977 

西はりま天文台公園

野外活動センター食

器消毒保管庫整備事

業 

感染症拡大を防ぐため、野外炊飯

に使用する食器、調理器類を消毒、

保管する専用倉庫に設置する。 
924 924 
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外出自粛によるフレ

イル予防対策事業 

外出抑制などによる「フレイル」

予防のため、食事や運動の必要性

などを啓発するパンフレットを作

成する。 

1,114 373 

高年介護課 

0790-82-2079 

公立学校感染症対策

事業 

町内小中学校（8 校）に対し、ウ

ォータークーラーなどを設置し、

児童生徒、先生が校舎、教室で３

密を避けるための環境整備を行

う。 

16,000 8,000 

教育課 

0790-82-2424 


