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1 単 中小企業緊急支援給付金支給事業
緊急事態宣言等に伴う時短営業や移動の自粛によ
り、売上が減少した中小法人、個人事業者等の事業
継続を支援するため、給付金を支給します。

中小企業緊急支援給付金の支給にかかる費
用を交付対象経費とします。

市内に住所又は店舗を有する中小法人や
個人事業者

①-Ⅱ-３．事業継続に困ってい
る中小・小規模事業者等への
支援

㉑いずれも該当しない R3年度 50,119

2 単 71 商店等魅力発信事業
市内の商店や魅力的な場所を映像等で発信し、アフ
ターコロナを見据えた地域経済の活性化を図りま
す。

客室乗務員の国際的な視点による地域の魅
力の掘起し調査と映像、情報書誌作成に要
する費用を交付対象経費とします。

市内商店等事業者、航空会社 ①-Ⅲ-２．地域経済の活性化 ㉑いずれも該当しない R3年度 5,347

3 単 76 ワーケーション等支援事業
宿泊事業者が実施するテレワーク対応施設への事
業転換に奨励金を交付することで、事業継続を支援
し、企業誘致や移住定住促進の契機とします。

テレワーク用オフィス等事業転換する事業者
に対する奨励金の交付にかかる費用を交付
対象経費とします。

市内宿泊事業者等
①-Ⅲ-１．観光・運輸業、飲食
業、イベント・エンターテインメン
ト事業等に対する支援

⑬リビングシフト R3年度 1,510

4 単 プレミアム付き商品券事業
購入額にプレミアム分を上乗せした商品券を発行
し、地域経済再生のきっかけを創出します。

13,000円分の商品券を1万円で販売し、その
プレミアム分及び事務執行に係る事務費を交
付対象経費とします。

市民、市内企業 ①-Ⅲ-２．地域経済の活性化 ⑲商品券・旅行券 R3年度 135,310

5 単 71 公共交通関連施設整備事業
地方移住の需要を取り込むため、公共交通施設に
感染症対策を施し、市来訪者が安心して利用できる
ようイメージアップを図ります。

サンブスギ材製の感染症対応ベンチを設置
するなどの施設整備に要する費用を交付対
象経費とします。

JR日向駅前ロータリー
②-Ⅱ-６．地方への人の流れ
の促進など活力ある地方創り

⑬リビングシフト R3年度 917

6 単 ＳＤＧｓ宣言制度導入事業
市内企業や市民によるＳＤＧｓ宣言制度を構築し、参
加事業者のコロナ禍における事業継続、企業間の協
力連携による地域活性化を図ります。

ＳＤＧｓ宣言制度の構築、運用準備にかかる
費用を交付対象経費とします。

市内事業者、市民
②-Ⅱ-３．中小・小規模事業者
の経営転換や企業の事業再構
築等の支援

㉑いずれも該当しない R3年度 3,520

7 単 12 こども園施設整備事業
こども園の手洗い場の自動化水栓化により、接触の
機会を減らし、感染拡大を防止します。

手洗器の自動水栓化にかかる工事費用を交
付対象経費とします。

市立こども園
①-Ⅰ-１．マスク・消毒液等の
確保

①３密対策 R3年度 5,773

8 単 2
医療機関感染症対策支援給付金支給

事業
市内医療機関の院内感染防止対策及び医療提供継
続を支援するため、給付金を支給します。

市内医療機関に対する給付金の支給にかか
る費用を交付対象経費とします。

さんむ医療センター、市内開業医
①-Ⅰ-３．医療提供体制の強
化

②発熱外来 R3年度 33,204

9 単 観光関連事業者等支援金支給事業
緊急事態宣言発令などにより移動の自粛の影響を
受ける市内観光事業者へ支援金を給付し、事業継
続を支援します。

客室数等に応じた観光関連事業者等支援金
の支給にかかる費用を交付対象経費としま
す。

市の観光協会や商工会所属の観光関連
事業者

①-Ⅲ-１．観光・運輸業、飲食
業、イベント・エンターテインメン
ト事業等に対する支援

㉑いずれも該当しない R3年度 7,608

10 単 中小企業等事業継続支援金支給事業
緊急事態宣言等に伴う時短営業や移動の自粛によ
り、売上が減少した中小法人、個人事業者等の事業
継続を支援します。

中小企業等事業継続支援給付金の支給に
かかる費用を交付対象経費とします。

売上が減少した市内に住所又は店舗を有
する中小法人や個人事業者

①-Ⅱ-３．事業継続に困ってい
る中小・小規模事業者等への
支援

㉑いずれも該当しない R3年度 37,262

11 単 53 移動販売設備導入費補助事業
ウィズコロナの新しい経営スタイルとして、移動販売
設備を導入する費用を補助することで、地域経済の
活性化を図ります。 

移動販売設備導入費用の1/2の額（上限100
万円）の補助金にかかる費用を交付対象経
費とします。

営業許可を有する市内の飲食業者等
①-Ⅲ-１．観光・運輸業、飲食
業、イベント・エンターテインメン
ト事業等に対する支援

㉑いずれも該当しない R3年度 1,002

12 単 36 防災用備蓄物資整備事業
避難所用感染症対策備品等の保管場所として、対
策本部近くに防災倉庫を設置し、避難所において迅
速、適切な感染症対策を実施します。

防災用備蓄倉庫の購入、設置にかかる費用
を交付対象経費とします。

市役所敷地内
①-Ⅰ-１．マスク・消毒液等の
確保

①３密対策 R3年度 3,061

13 単 23 通学バス増便事業
緊急事態宣言及び感染拡大への緊急対応として、
通学バスを増便して分散登校を実施することにより、
学校生活における感染を予防します。

通学バス車内の密集軽減及び分散登校に要
する通学バスの増便運行にかかる費用を交
付対象経費とします。

市立日向小学校
①-Ⅰ-１．マスク・消毒液等の
確保

①３密対策 R3年度 2,362

14 単 102 修学旅行等キャンセル料補助事業
小学校及び中学校における修学旅行等の中止に伴
い発生するキャンセル料等を補助することにより、保
護者の経済的負担を軽減します。

キャンセル料等補助金の給付にかかる費用
を交付対象経費とします。

市立小中学校の児童生徒の保護者
①-Ⅱ-４．生活に困っている世
帯や個人への支援

㉑いずれも該当しない R3年度 742

15 単 さんむの癒し空間創出事業
応援メッセージによる感染予防対策の啓発、及び市
の魅力発信を目的としたイルミネーションイベントを
実施します。

イルミネーションイベントの実施に伴う費用を
交付対象経費とします。

さんぶの森公園 ①-Ⅰ-６．情報発信の充実 ㉑いずれも該当しない R3年度 1,409

16 単 商工会運営支援事業
商工会等が実施する市内消費喚起イベント開催に要
する費用を補助することで、コロナ禍の影響を受けた
市内事業者の事業継続を支援します。

商工会のコロナ対策関係事業にかかる補助
金の交付費用を交付対象経費とします。

山武市商工会
①-Ⅱ-３．事業継続に困ってい
る中小・小規模事業者等への
支援

㉑いずれも該当しない R3年度 4,000

17 単 12 庁舎感染症対策環境整備事業
庁舎内会議室等における飛沫感染防止パーテーショ
ンや消毒液を購入し、感染症対策を強化します。

消毒液やパーテーションなどの購入費用を交
付対象経費とします。

市役所庁舎、出張所、保健センター
①-Ⅰ-１．マスク・消毒液等の
確保

①３密対策 R3年度 2,663

18 単 12 投開票所感染症対策環境整備事業
投開票所における消毒液や密集回避のための投票
用紙分類機器を購入し、感染症対策を強化します。

消耗品及び備品の購入費用を交付対象経費
とします。

投票所、開票所 ③-Ⅰ-３．感染防止策の徹底 ㉑いずれも該当しない R3年度 3,719

19 単 102
オンライン連絡網システム導入事業

（幼保こども園係事務費）

スマホアプリの連絡網システムの導入により、園児
の健康連絡等を迅速化することで、感染症対策を強
化し、保護者等の負担を軽減します。

システムの初期導入費用を交付対象経費と
します。

市内こども園、幼稚園 ③-Ⅰ-３．感染防止策の徹底 ㉑いずれも該当しない R3年度 165
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20 単 12 こども園園児健康安全管理事業
こども園における感染症関連備品等を購入し、感染
予防対策を強化します。

パルスオキシメーター等の購入費用を交付
対象経費とします。

市内こども園
①-Ⅰ-１．マスク・消毒液等の
確保

㉑いずれも該当しない R3年度 823

21 単 2
医療機関感染症対策支援給付金支給

事業（第６波対応）
市内医療機関の院内感染防止対策及び医療提供継
続を支援するため、給付金を支給します。

市内医療機関に対する給付金事業費用を交
付対象経費とします。

さんむ医療センター、市内医科医院
③-Ⅰ-１．医療提供体制の強
化

②発熱外来 R3年度 29,003

22 単 102
オンライン連絡網システム導入事業

（教育情報機器管理事業）

スマホアプリの連絡網システムの導入により、児童
生徒の健康連絡等を迅速化することで、感染症対策
を強化し、保護者等の負担を軽減します。

システムの初期導入費用を交付対象経費と
します。

市内小中学校 ③-Ⅰ-３．感染防止策の徹底 ㉑いずれも該当しない R3年度 495

23 単 12 小学校施設改修事業
児童の失禁や嘔吐に安全、清潔に対応するため、幼
児用シャワーパンを設置し、感染予防の強化を図り
ます。

幼児用シャワー設備設置工事費用を交付対
象経費とします。

鳴浜小学校 ③-Ⅰ-３．感染防止策の徹底 ㉑いずれも該当しない
R3年度～
R4年度

1,232

24 単 103 小学校感染症予防対策事業
各小学校における消毒液の購入のほか、臨時休校
においても学習環境を確保するためのデジタル教材
を購入し、感染症対策を強化します。

消毒液等消耗品及びデジタル教材の購入費
用を交付対象経費とします。

市内小学校 ③-Ⅰ-３．感染防止策の徹底 ⑨教育
R3年度～
R4年度

2,148

25 補 12 学校施設環境改善交付金
中学校の和式便器を感染リスクの低い洋式便器に
改修して衛生環境を改善し、感染拡大を予防しま
す。

国の補助対象となる中学校トイレ改修工事等
費用のうち市負担分を交付対象経費としま
す。

市立山武中学校 ③-Ⅰ-３．感染防止策の徹底 ㉑いずれも該当しない
R3年度～
R4年度

7,137

26 単 12 中学校トイレ環境整備事業
中学校の和式便器を感染リスクの低い洋式便器に
改修して衛生環境を改善し、感染拡大を予防しま
す。

中学校トイレ改修工事等費用のうち学校施設
環境改善交付金を超える部分の費用を交付
対象経費とします。

市立山武小学校 ③-Ⅰ-３．感染防止策の徹底 ㉑いずれも該当しない
R3年度～
R4年度

4,158

27 単 103 中学校感染症予防対策事業
各中学校における消毒液の購入のほか、臨時休校
においても学習環境を確保するためのデジタル教材
を購入し、感染症対策を強化します。

消毒液等消耗品及びデジタル教材の購入費
用を交付対象経費とします。

市内中学校 ③-Ⅰ-３．感染防止策の徹底 ⑨教育
R3年度～
R4年度

2,480

28 単 12 幼稚園園児健康安全管理事業
幼稚園における感染症関連備品等を購入し、感染予
防対策を強化します。

パルスオキシメーター等の購入費用を交付
対象経費とします。

市立幼稚園
①-Ⅰ-１．マスク・消毒液等の
確保

㉑いずれも該当しない R3年度 86

29 単 12 成東中央公民館感染症予防対策事業
オンライン講座の開催に必要なパソコン、ビデオカメ
ラ等を購入し、感染症対策を講じた上での事業実施
を推進し、感染症拡大予防を図ります。

パソコン等備品購入費用を交付対象経費とし
ます。

成東中央公民館 ③-Ⅰ-２．感染防止策の徹底 ㉑いずれも該当しない R3年度 260

30 単 12 歴史民俗資料館感染症対策事業
利用者用の自動検温計、消毒器を設置し、また案内
用拡声器を購入して、来館者等の感染予防対策を
強化します。

消毒器などの購入費用を交付対象経費とし
ます。

山武市歴史民俗資料館、食虫植物群落 ③-Ⅰ-３．感染防止策の徹底 ㉑いずれも該当しない R3年度 168

31 単 12 成東文化会館感染症予防対策事業
手洗い場の自動水栓化及び自動検温機の導入によ
り、文化会館利用者の感染症対策を強化します。

自動水栓改修工事及び備品購入費用を交付
対象経費とします。

成東文化会館 ③-Ⅰ-３．感染防止策の徹底 ㉑いずれも該当しない
R3年度～
R4年度

2,949

32 単 12 図書館感染症予防対策事業
図書消毒機を導入し、利用者の感染を予防します。
また、感染症及び新しい生活様式関連図書を増冊
し、市民の感染症対応力の向上を図ります。

図書消毒機及び必要物品、感染症関連図書
の購入費用を交付対象経費とします。

市立図書館３館
①-Ⅰ-１．マスク・消毒液等の
確保

①３密対策
R3年度～
R4年度

5,388

33 単 地域応援クーポン券事業
市内登録商店等で使用できる割引クーポン券によ
り、地域事業者の事業継続を支援し、市民生活の負
担軽減を図ります。

地域応援クーポン券にかかる費用を交付対
象経費とします。

市民、市内事業者
③-Ⅰ-５．生活・暮らしへの支
援

⑲商品券・旅行券
R3年度～
R4年度

168,473

34 単
さんぶの森元気館運営協力等支援金

給付事業

さんぶの森元気館において、臨時休館や環境整備
による感染症対策を実施し、利用者等の感染を予防
します。

感染対策整備及び臨時休館協力に要した経
費にかかる支援金（上限218万円）の給付費
用を交付対象経費とします。

指定管理者山武市元気づくりパートナー
ズ

③-Ⅰ-４．事業者への支援 ㉑いずれも該当しない R3年度 2,180

35 単 12 検診コールセンター設置運営事業
がん検診を完全予約制として、来場者数の分散、滞
在時間の短縮による感染症対策を実施し、来場者の
感染を予防します。

予約コールセンターの設置、運用にかかる費
用を交付対象経費とします。

成東保健福祉センター、検診受診者
①-Ⅰ-１．マスク・消毒液等の
確保

①３密対策 R3年度 3,872

36 単 12 感染症対策事業
新型コロナウイルス対策本部により、感染症にかか
る広報や啓発など、市内における総合的な感染症対
策を行います。

消毒液等消耗品の購入やチラシ作成にかか
る費用を交付対象経費とします。

対策本部
①-Ⅰ-１．マスク・消毒液等の
確保

㉑いずれも該当しない R3年度 457

37 補 12 学校保健特別対策事業費補助金
各小中学校の感染症対策の徹底を図りながら、教職
員の資質向上と学校教育活動を円滑に継続するた
めに必要な物品等を購入します。

保健衛生用品等の購入費用のうち市負担分
（国1/2）を交付対象経費とします。

市内小中学校
①-Ⅰ-１．マスク・消毒液等の
確保

㉑いずれも該当しない R3年度 1,700

38 補
疾病予防対策事業費等補助金（マイナ
ンバー情報連携体制整備事業）

ロタウイルス予防接種履歴を反映するよう健康管理
システムを改修し、行政のデジタル化を推進します。

マイナンバー情報連携体制整備事業にかか
るシステム改修パッケージ費用のうち市負担
分（国2/3）を交付対象経費とします。

成東保健福祉センター
①-Ⅰ-１．マスク・消毒液等の
確保

㉑いずれも該当しない R3年度 100
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39 補
保育対策総合支援事業費補助金（保
育環境改善等事業）

子ども用マスク、消毒液等の購入等や施設の消毒な
どの感染症対策を徹底することで、保育の継続的実
施を図ります。

保育の継続的実施のためのかかり増し経費
や衛生用品の購入費用のうち市負担分（国
1/2）を交付対象経費とします。

市内こども園
①-Ⅰ-１．マスク・消毒液等の
確保

㉑いずれも該当しない R3年度 2,500

40 補
新型コロナウイルス感染症セーフ

ティネット強化交付金

コロナ禍による影響が大きい、生活困窮者やひきこ
もり当事者等支援の充実を図るため、自立相談体制
や情報発信を強化します。

相談体制の充実等強化事業に要する費用の
うち市負担分を交付対象とします。

生活困窮者、ひきこもり当事者等
①-Ⅱ-４．生活に困っている世
帯や個人への支援

㉑いずれも該当しない R3年度 2,840

41 補
地方消費者行政強化交付金（強化事
業）

新型コロナに関連した詐欺や悪質商法に対応するた
め、非対面対応や発信力強化などのデジタル化によ
り、相談業務の維持、充実を図ります。

デジタル化などの消費者行政強化事業にか
かる費用のうち市負担分（国1/2）を交付対象
経費とします。

山武市消費者相談窓口
①-Ⅱ-４．生活に困っている世
帯や個人への支援

㉑いずれも該当しない R3年度 1,138

42 補
疾病予防対策事業費等補助金（健
（検）診結果等の様式の標準化整備事
業）

健診・検診結果について、国の標準化様式に健康管
理システムを改修し、行政のデジタル化を推進しま
す。

情報標準化整備事業にかかるシステム改修
費用のうち市負担分（国1/2）を交付対象経
費とします。

市保健福祉部 ②-Ⅱ-１．デジタル改革 ④行政IT化 R3年度 725

43 補
疾病予防対策事業費等補助金（健
（検）診情報連携システム整備事業）

マイナンバーの活用により健診・検診情報を連携で
きるよう健康管理システムを改修し、行政のデジタル
化を推進します。

健(検)診情報連携システム整備事業にかか
るシステム改修費用のうち市負担分（国2/3）
を交付対象経費とします。

市保健福祉部 ②-Ⅱ-１．デジタル改革 ④行政IT化 R3年度 2,706
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