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 大雨等での住民避難時において、避難所での
感染対策にパーテーションを活用できたことで、
避難所での集団感染を防ぐことができた。

 役場庁舎に通信体温検知カメラ１台、他公共
施設利用時に備えサーモグラフィーカメラを５台
購入し、来訪者や利用者の検温を常に行って
おり、これまでにクラスターの発生はない。

 庁舎及び公共施設等での基本的な感染予防
対策を実施するため、必要な資材を配置した。
また、感染者が確認された際には職員が防疫
資材を用いて迅速に消毒作業を実施できたこと
で、クラスターの発生には至っていない。

 　本事業を実施したことにより、児童・生徒・教
育関係者等が安心して学習できる環境を整備
することができた。そのことにより、クラスター発
生件数０件等児童生徒の感染拡大の未然防止
を図ることが出来た

1,931,930 

1,472,960 

★★令和２年度　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金★★

①学校再開等にあたり集団感染のリスクを避
け、児童及び生徒が安心して学ぶことができる体
制の整備を図る。

②産山学園義務教育学校児童生徒

①公共施設内での感染拡大防止

②役場１か所、村営診療所１か所、災害時指定
避難所（地区公民館等）５か所に設置

Ｎｏ
交付対象事業
の名称

交付金を充当する経費内容
事業
始期
年月日

事業
終期
年月日

総事業費

2
公共的空間安
全・安心確保

事業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）
　サーモグラフィー×5台：779,460
　通信体温検知カメラ×1台：423,500
　加湿器×5台：270,000
（負担金、補助及び交付金）

（その他）

R2.4.1 R3.3.31

①役場に感染防止用品を備蓄することにより、村
内で新型コロナウイルス感染症患者が発生した
際の消毒作業員や、隔離施設職員等による迅速
な対応体制を構築する。
(役場、福祉施設、介護施設、宿泊施設での使用
を想定）

②村民

1
【記載例】

公立学校情報
機器整備費補

助金

（需用費）

（委託料）
　タブレット設定　115台：328,900円
（工事請負費）

（備品購入費）
　タブレット端末　38台：1,603,030円
（負担金、補助及び交付金）

（その他）

R2.5.21 R3.3.26

3
社会システム
維持のための
衛生確保事業

（需用費）
　マスク×10,000枚：293,425
　プラスティック手袋×140箱：118,800
　防護服×600着：275,000
　インナー上下×30着：92,179
　非接触型体温計×12本：175,420
　フェイスシールド×1,062枚：287,210
　対策キット×300セット：924,000
　パーテーション×30枚：192,720
　資材保管ケース×17箱：82,720
　その他、消毒液等　558,404
（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）

（その他）

R2.4.1 R3.3.31

5

金融面での支
援等と自粛を
併せて行う住
民支援事業

（需用費）
　消耗品（テープ、ノリ、ハサミ、ファイ
ル、封筒他）：94,996

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）
　生活支援給付金（10,000円×1,463
人：14,630,000）
（その他）
　コピー機使用料（１８円×2,000枚：
36,000）

R2.4.1 R2.7.8

①新型コロナウイルスの感染拡大を受け、経済
的対策の一環として村民の生活支援と、感染拡
大防止のため、日常生活で自粛を強いられてい
る村民の不安を払拭するため、村独自に給付金
を交付し村民の生活を支援する

②村民（R2.4.27時点の村住民基本台帳登録者）

2,999,878 

285,285 

14,760,996 

 給付金の支給により、村民の生活支援と感染
拡大防止対策用具の購入を支援できたことに
より、村内での感染拡大を防ぐことができた。

4
防災活動支援

事業

（需用費）

 避難所用間仕切り
 ボックスパーテーション
　１m×2m×1.8m１９台：285,285

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）

（その他）

R2.4.1 R2.7.30

①避難所内での3密対策として、仕切りを確保し
感染の拡大を防止する

②災害時指定避難所（地区公民館等）５か所、福
祉避難所１か所に設置

①事業の目的
②事業の対象（交付対象者、対象施設等）
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Ｎｏ
交付対象事業
の名称

交付金を充当する経費内容
事業
始期
年月日

事業
終期
年月日

総事業費
①事業の目的
②事業の対象（交付対象者、対象施設等）

 対象宿泊客１,６５０人枠に対し、全枠の利用が
あり、８宿泊施設に宿泊した。また、宿泊者に配
布した商品券７９％が村内事業者での買い物
等に使用され、観光業者および村内事業所の
売上に寄与した。

 通信販売により、コロナウイルス感染症拡大に
よる来客者数の減少による売り上げの急激な
減少を食い止めるとともに、非接触型の販売が
可能となり、感染拡大防止に寄与できた。

 休業支援による飲食店および宿泊業者への経
営継続及び雇用継続の支援が整うともに、休業
協力業者の増加により、外部からの感染を防
止できた。

 以下の通り、各観光施設への来場者の確保
と、来場者間および従業員への感染の拡大を
防止できた。

令和２年度観光客入込客数：うぶやま牧場
（68,166人）、御湯船温泉館（31,348人）、パーク
ゴルフ場（12,790人）、　ヒゴタイ公園キャンプ村
（13,367人）、ファームビレッジ（96人）

6,627,446 

1,600,000 

2,519,000 

8,683,154 

7

産山村新型感
染症拡大防止
目的休業協力
金給付事業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）
休業要請協力金：100,000円×16事業
者

（その他）

R2.4.27 R2.5.22

①村内の飲食店及び宿泊事業者等に対し村か
ら休業要請を行い、要請に応じた事業者に対し
休業協力金を支給する。村内への観光客の流れ
を止めることで、新型コロナウィルス感染症の村
内での感染者発生を防止する。

②村内の飲食事業者及び宿泊事業者等

6

金融面での支
援等と自粛を
併せて行う事
業所支援事業

（需用費）
・商品券印刷代：２２８，８００円

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）

（その他）
・産山村応援商品券500円×12,386
枚：6,193,000円
・商品券郵送代：２０５，６４６円

R2.5.21 R3.3.31

9
旅して応援

キャンペーン
事業

（需用費）
商品券①印刷費： 89,298円
商品券②印刷費：116,325円

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）

（その他）
宿泊費補助：3,506,741円
商品券①：1,304,500円
商品券②：3,586,000円商品券
郵送代：80,290円

R2.7.17 R4.2.4

①新型コロナウイルス感染拡大に伴う観光客の
急減により苦境に立たされる村内宿泊事業者の
事業継続支援のため、宿泊料金の半額（上限
5,000円）を補助する。また。宿泊客に対し、1,000
円分の商品券を配布することで、その経済的効
果を村内飲食店等にまで波及させる。さらに、商
品券を使用した者を対象に、次年度使用できる
宿泊商品券を配布することで、R3年度も継続的
して事業所支援を図る。

②宿泊補助：村内8宿泊施設、宿泊客1,000人が
対象。
商品券：次の1,650人が対象
・村が宿泊費を半額補助した宿泊客1,000人
・「くまもっと泊まろうキャンペーン」（熊本県観光
連盟実施）を活用した村内宿泊客650人
宿泊商品券：商品券活用者を対象に抽選で宿泊
商品券を送付

①新型コロナウィルス感染拡大に伴う、観光客
激減により苦境に立たされている、村内事業所
の経営継続の支援を目的に、「産山村で使える
券(仮称）」(消費喚起券）を、産山村の全世帯
（645世帯）に配布。

②産山村全世帯（645世帯）

8
新型コロナ感
染症予防事業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）
AI顔認証サーモグラフィーカメラ
DC77
１台×825,000円
ダイワ通信体温カメラ　DG-T104S
4台×423,500円：1,694,000
（負担金、補助及び交付金）

（その他）

R2.7.27 R2.8.20

①村が設置する5施設について、施設入口に体
温感知カメラを設置し、検温体制を構築すること
で、村内への新型コロナウイルス感染症の流入
防止を図る。

②うぶやま牧場、御湯船温泉館、パークゴルフ
場、
　ヒゴタイ公園キャンプ村、ファームビレッジ

10
送料無料キャ
ンペーン事業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）
商品送料補助：3,091件　3,065,240円

（その他）

R2.7.20 R3.2.24

①新型コロナウイルス感染拡大に伴い、村内商
工事業者の売り上げ急減対策として、通信販売
等により村内商品を購入する者等を対象に配達
料の全額を補助し、村内事業者の事業継続を支
援する。

②村内商品購入者

 コロナ過にも関わらず、村内全事業所の経営
及び観光関係事業を継続できた。
さらに村民の生活支援の一助となった。

3,065,240 



2023/1/24

効果検証

Ｎｏ
交付対象事業
の名称

交付金を充当する経費内容
事業
始期
年月日

事業
終期
年月日

総事業費
①事業の目的
②事業の対象（交付対象者、対象施設等）

 コロナ過においても、学習の機会を確保でき、
児童・児童生徒の学力低下を防止できた。

 休業要請に応じた宿泊・飲食事業者の全てに
おいて、円滑に事業を再開できたことで、営業
継続が実現できた。

 感染予防に必要な消耗品購入により、村内の
事業所の利用による感染拡大となるとともに、
従業員への感染を防止できた。

 　本事業を実施したことにより、園児・教育関係
者・地域住民等が安心して来園、来庁できる環
境を整備することができた。そのことにより、クラ
スター発生件数０件等児童生徒の感染拡大の
未然防止を図ることが出来た。

11
事業者等支援

事業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）
50,000円×24事業者：1,200,000

（その他）

R2.7.21 R2.9.1

①村内での新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止及び村内事業者の事業継続を目的に、
感染予防に必要となる消耗品等の購入費用とし
て、一律で助成金を支給する。

②No.7の該当事業者、No.12の該当事業者、建
設業を営む事業者、農林業を営む事業者を除く
全村内事業者

13
学校再開支援
等事業（上乗

せ分）

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）

（その他）

- -

①学校再開に際して、感染症対策を徹底しなが
ら児童・児童生徒の学習保障を支援する。

②産山学園児童生徒及び教職員

12
事業者再開支

援事業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）
・飲食店：100,000円×11事業者：
1,100,000
・宿泊移設：11,500,000
　5,500,000円×1事業者
　3,000,000円×1事業者
　1,500,000円×1事業者
　1,000,000円×1事業者
　　500,000円×1事業者
※宿泊定員に応じて変動

（その他）

R2.7..21 R2.7.27

①村から休業要請を行い、要請に応じた宿泊事
業者及び飲食サービス事業者に対し、休業後の
事業再開支援金を支給することで、村内事業者
の事業継続を支援する。

②村内の飲食事業者及び宿泊事業者

14

公共的空間安
全・安心確保
事業（サーモ
グラフィーカメ

ラ導入）

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）
サーモグラフィーカメラ　2台：
1,248,500円
（負担金、補助及び交付金）

（その他）

Ｒ2.7.10 Ｒ2.12.28

①感染症発生のリスクの高い公共施設である保
育園及び集落センターに本事業を導入すること
により、感染対策を徹底し、園児及び地域住民
の安全・安心を確保する。

②保育園1台、産山村基幹集落センター1台

1,200,000 

12,600,000 

1,248,500 
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Ｎｏ
交付対象事業
の名称

交付金を充当する経費内容
事業
始期
年月日

事業
終期
年月日

総事業費
①事業の目的
②事業の対象（交付対象者、対象施設等）

3,469,200 

346,500 

 産山村診療所内の感染症対策として換気強化
のためエアコンを導入したことにより、医師及び
看護師、患者間での感染を未然に防ぐことがで
き、継続的な診療体制を構築できた。

 新たに送迎用車両を導入したことにより、高齢
者や利用者の３密による感染を防止し、診療所
や学校での集団感染を未然に防ぐことができ
た。

 ふるさと寄附金管理システムを導入したことに
より、寄付額が前年度比３．２倍に上昇し、返礼
品としての地元商品の売り上げ向上に繋がり、
コロナの影響で停滞している村内経済の活性
化を図ることができた。

15
密集軽減のた
めの輸送能力

増強事業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）

（その他）
　診療所会計繰出金
　※送迎車輌購入分10人乗り1台：
3,469,200

R2.4.1 R2.10.30

①新型コロナウイルス感染症の感染拡大及びク
ラスター発生防止のため、現在村内を走るコミュ
ニーティバスとは別に送迎車を購入し、診療所の
送迎等に活用することで、３密を防止し高齢者の
感染予防に努める。また、本村の児童生徒の送
迎として、一斉下校などのバスの乗車人数が多く
なる時には２台のスクールバスとは別に当該車
両をスクールバスとしても活用することで、コロナ
の感染予防につとめる。

②地方公共団体

17

地域の感染状
況を踏まえた
きめ細かい医
療提供体制構

築事業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）
　診療所用エアコン1台：346,500

（負担金、補助及び交付金）

（その他）

R2.7.1 R3.2.9

①新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、診
療所におけるクラスター発生が懸念されることか
ら、診療所に空調設備を新たに設置し、換気体
制を構築することで、院内での感染予防に努め
る。

②診療所（直営）

16

寄附等の応援
にこたえる地

域づくり促進事
業

（需用費）

（委託料）
　ふるさと寄付金管理システム導入・
保守委託料：1,118,864

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）

（その他）

R2.7.1 R3.3.31

①新型コロナウイルス感染症の影響（イベントの
中止、農業所得の減少、観光客の急減等）により
村内事業者等（村内農家を含む。）の売り上げが
急減していることから、商品売り上げ向上策とし
て村内事業者等によるふるさと納税返礼品の拡
充と受注等の利便性を向上させるため、村がふ
るさと納税システムを導入する。また、村がシス
テムを導入することにより、連動する形で村内事
業者等が無料で受発注システムを導入すること
ができ、商品の発送までの流れや送り状の簡易
な作成等が可能となり、事務処理が簡素化され、
それに伴い返礼品としの受注数を増加させること
ができることから、返礼品としての地元商品の売
り上げ向上につなげ、コロナの影響で停滞してい
る村内経済の活性化を図る。

②地方公共団体、村内事業者等（農家を含む）

18

実績なし

自主的な隔離
措置応援事業
（施設借上）

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）

（その他）

R2.7.1 R3.3.31

3,469,200 

1,118,864 

346,500 



2023/1/24

効果検証

Ｎｏ
交付対象事業
の名称

交付金を充当する経費内容
事業
始期
年月日

事業
終期
年月日

総事業費
①事業の目的
②事業の対象（交付対象者、対象施設等）

790,000 

1,727,880 

 村内のシイタケ生産農家１４軒に、種駒の購入
に対する補助を行ったことにより、昨年並みの
生産量を確保できた。また、高齢化に直面する
シイタケ農家の離農もなかったことから、農家
の生産意欲の向上につながったと考えられる。

 大雨等での住民避難時において、避難所での
換気対策にエアコンを活用できたことにより、避
難所での集団感染を未然に防ぎ、避難者が安
心して過ごすことができた。

 令和２年度観光客入込客数：31,348人（内宿泊
者数：1,850人）
令和３年度観光客入込客数：8,256人（内宿泊
者数：2,101人）
となっており、宿泊者数が増加するなか、空調
設備を整備し、施設利用者や従業員の新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大防止を図った。

 　子牛の市場価格の下落や飼料価格等の異
常な高騰により畜産農家が経営を圧迫される
中、繁殖雌牛の導入に対して補助を行ったこと
により、畜産農家の経営安定や経営継続を後
押しできた。また、畜産農家戸数の減少もな
かった。

19

自主的な隔離
措置応援事業
（空調設備導

入）

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

　指定避難所用5ヶ所用
　エアコン(除菌フィルター付き)10台：
3,201,000

（負担金、補助及び交付金）

（その他）

R2.7.1 R3.3.9

①災害等で避難される住民の方が、新型コロナ
ウイルス感染症を気にせず、安心して避難できる
体制を構築するため、指定避難所に空調設備を
設置し、換気体制を強化する。

②村内指定避難所　5施設

①新型コロナウイルスの影響によるシイタケ価格
の下落緩和とシイタケ生産者の経営安定及び次
期作に向けた生産意欲の向上を目的に、次期作
に必要な経費を支援する。

②村内のシイタケ生産者

21
畜産経営持続
化支援事業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）
繁殖雌牛の導入に要する費用の一部
を補助（50千円/頭）
※対象農家14件：43頭×50千円

（その他）

Ｒ3.2.19 Ｒ3.3.31

①新型コロナウイルスの影響で子牛の販売価格
が低迷し、農業所得の減少や生産意欲の衰退を
招いている村内の畜産農家に対し、持続的な畜
産経営の安定を図るため、繁殖雌牛の導入に必
要な経費を支援する。

②村内の畜産農家

①村が設置する観光宿泊施設内に空調設備を
設置し、室内換気能力を強化することにより、新
型コロナウイルスの感染拡大防止を図る。

②御湯船温泉館

20
特用林産経営
持続化支援事

業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）
椎茸種駒の購入に要する費用の一部
を補助（1円/駒）
※対象農家14件：79万駒×1円：
790,000

（その他）

Ｒ3.3.5 Ｒ3.3.31

22
御湯船温泉館
空調設備導入

事業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）
エアコン（6畳用） 5台：690,000円
エアコン（8畳用） 3台474,000円
エアコン（23畳用） 1台：288,000円
空気清浄フィルター　9台分：18,000円
取付費用：100,800円
消費税：157,080円

（負担金、補助及び交付金）

（その他）

R2.11.26 R2.12.23

3,201,000 

790,000 

2,150,000 

1,727,880 



2023/1/24

効果検証

Ｎｏ
交付対象事業
の名称

交付金を充当する経費内容
事業
始期
年月日

事業
終期
年月日

総事業費
①事業の目的
②事業の対象（交付対象者、対象施設等）

360,000 

10,000,000 

4,819,000 

 地域住民が頻繁に訪れる産山村役場の庁舎
ロビー、村内唯一の小中学校である産山学園、
村外から多くの観光旅行客が訪れるうぶやま牧
場の物産館内ロビーの３ヶ所で花き展示を行っ
たことにより、地域住民や本村の将来を担う子
供たちの癒し効果の発現や観光旅行客向けの
県産花きのＰＲができた。

 コロナ禍において、事業者を支援することで、
事業継続はもちろんのこと、雇止めや従業員の
解雇を防ぎ、村内雇用を維持することができ
た。

 感染症対策を講じながら、公共施設を管理す
る指定管理事業者の負担を軽減し、利用者が
安心して公共施設施設を利用できるよう感染症
対策消耗品等の購入を支援。指定管理施設で
の感染を防ぐことができた。

 コロナ禍において観光客が減少し、事業収入
が大幅に減少した事業者に支援として、賃借料
相当分を支援することで、事業者の事業継続は
もちろんのこと、雇止めや従業員の解雇を防
ぎ、村内雇用を維持することができた。

 コロナ禍であっても必要な病院受診等で外出
支援車両を利用する機会が増加した半面、乗
車人員を減らし感染リスクを軽減する取組みを
行ったことで対応が出来ないケースが生じたた
め、村内の狭い道でも対応できる福祉車両
（軽）を導入し、安心して利用できる環境を整え
ることができたことでサービス利用時等も含め
感染者は発生していない。

23
公共的空間安
全・安心確保
事業（運送）

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）
　福祉車両（軽）購入×1台：1,535,000
　※外出支援事業(3密防止等対策)
（負担金、補助及び交付金）

（その他）

R2.8.1 R3.3.31

➀新型コロナウイルス感染症の影響を受け、運
行や３密を避ける施策に支障が出ている福祉有
償運送（外出支援事業）に対し、利用環境を整備
し、便数や安全を確保する。

②所有（購入）者：産山村役場
 　運行受託者：社会福祉法人やまなみ会

①新型コロナウイルスの影響によりイベント関係
の中止・縮小が続いており、花きの消費低迷が
顕著化していることから、日常生活での花の活用
定着と花の癒し効果による村民及び本村を訪れ
る観光旅行客等のストレス低減を図ることを目的
に、公共施設等で継続的に花を装飾・展示する。

②設置箇所（産山村役場、産山学園、うぶやま
牧場）

25
特定事業所継
続維持支援事

業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）
特定事業所継続支援事業
　：5,000,000円×2事業所
（その他）

R2.7.1 R2.8.17

①４月～１２月の間に売り上げが昨年同月比で
50％以上減少し、かつ従業員を30人以上雇用す
る事業所に事業継続維持支援金を給付すること
で、経営への影響を軽減し、事業継続の下支え
を目的とする。

②従業員３０人以上雇用する事業所

①新型コロナウイルスの影響を受け、事業活動
に支障が生じている公共施設の指定管理者及び
受託団体に対し、支援金として給付することによ
り公共施設等の管理維持体制の持続化を目的と
する。

②村と契約を結ぶ指定管理者及び受託団体　1
事業者

24
花きの活用拡
大支援事業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）
公共施設等に県産花きを展示。
120,000円×3ヶ所に設置：360,000
（村庁舎、産山学園、うぶやま牧場）
熊本県花き協会へ支払。

（その他）

R2.8.14 R2.12.21

27
産山村特定事
業者家賃等支
援給付事業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）
　家賃給付支援金：4,000,000円
（その他）

R2.7.1 R2.9.23

①新型コロナウイルの影響を受け、事業収入が
対前年同月比で20％以上減少し、かつ従業員を
30人以上雇用する事業所に対し、賃借料相当額
を支援給付金として給付することで経営への影
響を軽減し、事業継続の下支えを目的とする。

②従業員30人以上雇用する事業所、対前年同
月比で売上げが80％以下となる中小企業

26

公共施設等の
管理維持体制
持続化事業支

援金事業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）
　持続化事業支援金：4,819,000円
（その他）

R2.7.1 R2.12.22

1,535,000 

360,000 

10,000,000 

4,819,000 

4,000,000 



2023/1/24

効果検証

Ｎｏ
交付対象事業
の名称

交付金を充当する経費内容
事業
始期
年月日

事業
終期
年月日

総事業費
①事業の目的
②事業の対象（交付対象者、対象施設等）

 福祉避難所入口にＡＩカメラ１台設置し、福祉避
難所利用者や平常時の施設利用者の検温を常
に行っており、これまでにクラスターも含め感染
は発生していない。

 汲み取り式から水洗式に変更したことにより、
利用環境（衛生面）での整備が進んだ。それに
より、新型コロナウイルス感染症防止などの観
点から役立った。
避難所を利用する村民が利用しやすい環境が
整った。

 感染者が確認された際の迅速な対応が可能と
なったことで、消毒作業準備体制が整えたこと
で、クラスターの発生を防止できた。

 会計年度任用職員を採用することで、コロナ対
策事業に対する、庁内組織体制を構築し、円滑
な事業実施に資することができた。また、雇用
を生み出すことができた。

①指定避難所である消防第1分団本部詰所のト
イレ改修（汲み取り式から水洗式に変更）を行う
ことにより、新型コロナウイルス感染症拡大防
止、避難所の利用環境を整備することにより風
水害等から村民の生命を守ることを目的とする。

②日向詰所

29
事業継続・雇
用維持支援事

業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）

（その他）
会計年度任用職員
給料　 1,794,000円
手当　 　263,545円
共済費　299,967円

R2.4.1 R3.3.31

①新型コロナウイルスの影響により対策事業数
が増加することを見込み、会計年度任用職員を
雇用することで、新型コロナウイルス感染症対策
への対策のための推進体制を構築する。

②地方公共団体

①新型コロナウイルス感染症が村内で発生した
場合、当該発症者が村内の複数施設を利用して
いると、役場職員によるそれぞれの施設への緊
急消毒作業の実施が見込まれる。
迅速な消毒作業のためには役場職員がロー
テーションを組み、対策本部を設置のうえ、それ
ぞれ仮眠や休憩を取りながら対応する必要があ
ることから、簡易ベッドを購入することで、その実
施体制を構築する。

②地方公共団体

28
防災活動支援

事業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）
・消防第１分団本部詰所（指定避難
所）トイレ改修工事：４，７９４，５３０円

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）

（その他）

R2.10.5 R3.3.25

31
指定福祉避難
所感染防止対

策事業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）
　ＡＩ体温検知カメラ×1台：231,000
（負担金、補助及び交付金）

（その他）

R2.7.1 R3.3.31

①指定福祉避難所（高齢者活動支援センター：１
箇所）における新型コロナウイルス感染症拡大
防止、避難所の利用環境整備を目的とする。

②指定福祉避難所（産山村高齢者活動支援セン
ター）　１箇所

30

公共的空間安
全・安心確保

事業（簡易ベッ
ド導入）

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）
簡易折りたたみベット×１０台：１０４，
５００円

（負担金、補助及び交付金）

（その他）

R2.11.24 R2.12.25

4,794,530 

2,357,512 

104,500 

231,000 



2023/1/24

効果検証

Ｎｏ
交付対象事業
の名称

交付金を充当する経費内容
事業
始期
年月日

事業
終期
年月日

総事業費
①事業の目的
②事業の対象（交付対象者、対象施設等）

 コロナウイルス感染症拡大の影響で、農産物
のＰＲの機会が減少していたが、ターゲットを
絞ったPRにより、農家の経営安定や経営継続
を後押しできた。

 防災備蓄倉庫設置したことにより、マスクや消
毒液、パーテーション等を備蓄することが可能と
なり、避難所の感染防止対策を充実させること
ができた
また、蓄電池を設置したことにより、停電発生時
でも電気設備（空調設備等）を稼働することが
可能となり、換気が行えるなど避難所の機能の
充実を図ることができた

 大雨等での住民避難時において、避難所での
感染対策にポップアップパーテーションを活用
できたことで、避難所での集団感染を防ぐこと
ができた。

 コロナウイルス感染症拡大により経営も悪化し
ている中、各林業関係の活動への後押しが可
能となり、従事者の雇用の場の確保の一助と
なった。

 トレイルランの愛好者による大会や、トレッキン
グと観光を一体としたツアー等の実施など、多
角的に活用し、観光消費額の増額に繋がった

①指定避難所（村内5箇所）における新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止、避難所の利用環境整
備を目的とする。

②産山地区公民館、田尻地区公民館、山鹿地区
公民館、南部地区公民館（各15個　計60個）
日向消防詰所（10個）

33
地元農林水産
物等の販売支

援事業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）
産山学園出身で親元を離れ、県内の
高校の寮に入寮している高校生に対
し、村の農産物等を提供。
対象者14名　寮数　10寮：1,184,992
●コシヒカリ30㎏×72袋
●コシヒカリ5㎏×48袋
●漬物セット16セット

（その他）

R3.1.14 R3.3.31

①通学のため村外の寮に入居する村出身の高
校生に対し、村内で収穫された米及び漬物を送
付することで、その生活を支援する。また、同じ
寮に入居する寮生にも試食してもらうことで、寮
生を通じてその保護者等に対し村内の米等をPR
し、今後の村内農産物等の売り上げ向上につな
げ、新型コロナウイルス感染症により売り上げが
低迷している村内農家を支援する。

②補助対象者：株式会社うぶやま
　 米等受領者：村出身高校生が入居する寮　16
寮（9校）

①コロナ禍においても、安心して観光が可能なコ
ンテンツとして、トレイルランコースを村内に整備
し、村内を訪れる観光客の誘客に繋げる。また、
コロナ禍が終息した後は、トレイルラン愛好家等
による大会等の誘致を図り、宿泊施設等と連携
することで、観光客の滞在時間の延長及び観光
消費額の拡大を図る。

②ヒゴタイ公園キャンプ村

32
指定避難所感
染防止対策事

業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）
　指定避難所用間仕切
    ポップアップパーテーション
　 2m×2m×1.8m 70張：1,155,000

（負担金、補助及び交付金）

（その他）

R2.7.1 R3.3.31

35
避難所蓄電池
等設置事業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）
産山村指定避難所太陽光発電・蓄電
池整備工事　15,593,159円

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）

（その他）

＊その他の補助金等6,406,841円

R3.4.20 R3.6.30

①コロナ禍において、災害発生時に安心して避
難するためには、3密対策が必要となるが、電線
寸断に伴う停電等の発生により換気のため使用
する空調設備等の稼働が停止する恐れがある。
そこで、指定避難所に太陽光発電及び蓄電池を
整備し、停電時においても電気設備の稼働を可
能とすることで、安心して避難できる避難所環境
を整備する。
また、防災倉庫を指定避難所に設置し、マスク等
の感染症防止用品を備蓄し、避難所内の感染防
止を充実化する。

②産山地区公民館、田尻地区公民館、山鹿地区
公民館、南部地区公民館、日向消防詰所

①手入れの行き届かない里山林や放置竹林の
整備、森林資源の利活用等、森林所有者、林業
従事者、地域住民等の活動組織が行う里山林整
備活動に対して支援することで、新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響により経営が悪化し就業機
会が減少した林業従事者の雇用の場の確保を
図ることを目的とする。

②熊本県森林・山村多面的機能発揮対策地域
協議会

34
ヒゴタイ公園ト
レイルランコー
ス整備事業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）
ヒゴタイ公園トレイルランコース整備工
事：
7,469,000円

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）

（その他）

R3.2.19 R3.7.29

36
林業事業者の
雇用維持・確
保支援事業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）
林業従事者等が行う里山林整備活動
の取組みを支援：226,000
全体事業費の1/8

（その他）

R3.2.9 R3.3.9

1,155,000 

1,184,992 

7,469,000 

22,000,000 

226,000 



2023/1/24

効果検証

Ｎｏ
交付対象事業
の名称

交付金を充当する経費内容
事業
始期
年月日

事業
終期
年月日

総事業費
①事業の目的
②事業の対象（交付対象者、対象施設等）

]

村が委託している外出支援サービスを必要とす
る住民が安心して利用できる環境を整えるため
に必要な防疫資材等を提供し、利用前後でコロ
ナ感染防止の予防に積極的に努めたことで、
サービス利用にあたり感染者は発生していな
い。

　本事業を実施したことにより、児童・生徒・教
育関係者等が安心して学習できる環境を整備
することができた。そのことにより、クラスター発
生件数０件等児童生徒の感染拡大の未然防止
を図ることが出来た。

手指消毒を確実に実施したことで、避難所や役
場での感染拡大防止を実施したことで、クラス
ターの発生には至らなかった。

37

教育施設にお
ける新型コロ
ナウイルス感
染防止対策事

業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）
 加湿器　６台：295,680円
 自動手指消毒器　3台：92,400円
（負担金、補助及び交付金）

（その他）

R3.3.10 R3.6.17

➀教育施設での感染機会を削減し、保育園児・
小中学生及び教育関係者等の皆が安心して学
習できる環境を整備するため、自動手指消毒器
及び加湿器を教育施設内に配置することで乾燥
等に伴う感染拡大を防止する。

②産山保育園・放課後児童クラブ

➀新型コロナウイルス感染拡大防止策として、役
場・避難所等での感染機会を削減することを目
的に、来庁・避難する方が安心して訪れることが
できるように、自動手指消毒器を役場、診療所及
び各指定避難所に配置する。

②産山村役場、村営診療所、指定避難所（産山
地区公民館、田尻地区公民館、山鹿地区公民
館、南部地区公民館、日向消防詰所）

39
福祉輸送事業
感染防止対策

事業

（需用費）

（委託料）
　福祉輸送（外出支援）感染防止対策
　委託料：213,000
　
（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）

（その他）

R3.1.5 R3.3.31

①外出支援事業の村外輸送時における感染防
止対策として、車両除菌や消毒作業を徹底して
行ってもらうために助成金を支給し、利用者が安
心して引き続きサービスを使える運行体制を確
保してもらう。

②産山村外出支援サービス利用者（村外利用の
み）

①新型コロナウイルス感染拡大等、臨時休校に
より放課後児童クラブの役割を支援することで、
児童の安全・安心な居場所を確保する。

②うぶやま放課後児童クラブ

38
公共施設等感
染防止対策事

業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）
手指消毒機 8台：246,400

（負担金、補助及び交付金）

（その他）

R3.1.5 R3.6.29

41

学校保健特別
対策事業費補
助金（感染症
対策のための
マスク等購入
支援事業に限

る）

（需用費）
マスク　20箱：40,000円
（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）

（その他）

Ｒ2 .9.10 Ｒ3 .3.26

①学校再開等にあたり集団感染のリスクを避
け、児童及び生徒が安心して学ぶことができる体
制の整備を図る。

②産山学園義務教育学校児童生徒

40
子ども・子育て
支援交付金

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）
子ども・子育て支援交付：272,220
（その他）

Ｒ2 .4.1 Ｒ2 .5.31

　本事業を実施したことにより、児童・生徒・教
育関係者等が安心して学習できる環境を整備
することができた。そのことにより、クラスター発
生件数０件等児童生徒の感染拡大の未然防止
を図ることが出来た。

　本事業を実施したことにより、児童・生徒・教
育関係者等が安心して学習できる環境を整備
することができた。そのことにより、クラスター発
生件数０件等児童生徒の感染拡大の未然防止
を図ることが出来た。

388,080 

246,400 

213,000 

272,220 

40,000 



2023/1/24

効果検証

Ｎｏ
交付対象事業
の名称

交付金を充当する経費内容
事業
始期
年月日

事業
終期
年月日

総事業費
①事業の目的
②事業の対象（交付対象者、対象施設等）

①学校再開に際して、感染症対策を徹底しなが
ら児童・児童生徒の学習保障を支援する。

②産山学園児童生徒及び教職員

43
公立学校情報
機器整備費補

助金

（需用費）

（委託料）
 ICT支援員委託料（1名分）
　2,783,000円
（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）

（その他）

Ｒ2 .5.1 Ｒ3 .3.31

①災害や感染症の発生による臨時休校等にお
いてもICTの活用が速やかにできるように、また
急速な学校ICT化が進む中で、対応できるよう
ICT技術者の配置を支援する。

②産山学園義務教育学校

①学校が感染症対策等を徹底しながら、夏季休
業期間の短縮等により研修期間を逸した教職員
に対し研修に必要な経費を支援する取組及び児
童生徒の学習保障をするために学校教育活動
の円滑な運営を支援する。

②産山学園

42

学校保健特別
対策事業費補
助金（学校再
開に伴う感染
症対策・学習
保障等に係る
支援事業に限

る）

（需用費）
　消毒用アルコール　110ℓ：56,914円
　手指消毒液　398ℓ：420,500円
　マスク　16箱：29,040円
　抗菌・抗ウイルステープ　30m：
78,210円
　その他（ディスペンサー、消毒用ガー
ゼ等）：118,648円
（委託料）

（工事請負費）
　サーモグラフィーカメラ　1台：825,000
円
　貸出し用Wi-fiルータ　8台：44,000円
　熱中症対策用扇風機　3台：44,847
円
（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）

（その他）
家庭学習支援用インターネット利用料
7家庭分：386,232円

Ｒ2 .4.1 Ｒ3 .3.31

45
修学旅行感染
防止対策事業

（需用費）

（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）

（負担金、補助及び交付金）
6年生分補助金　14名：87,444円
8年生（9年生）分補助金　11名：78,342
円
（その他）

Ｒ3 .3.４ Ｒ3 .7.29

①修学旅行における生徒への新型コロナウイル
スへの感染を防止するため、バス増便等の感染
防止対策に必要となる経費について産山学園
（義務教育学校）に補助を行う

②産山学園

44
学校保健特別
対策事業費補

助金

（需用費）
　手指消毒器　15台：62,700円
　嘔吐ケアセット　50枚：8,910円
　上腕式血圧計　2台：17,380円
　汚染物廃棄用ゴミ箱　1個：2,530円
　フェイスシールド　200枚：18,700円
　体温計　12個：32,670円
　ベッドシーツ　12枚：20,790円
　ステンレスボード　2個：7,920円
　簡易洗濯機：2個：31,350円
　ペーパータオル　20箱：100,220円
　手指消毒液　328ℓ：286,590円
　除菌用ウエットティッシュ　44セット：
34,532円
　マスク　58箱：38,280円
　二酸化炭素濃度チェッカー　5台：
44,550円
（委託料）

（工事請負費）

（備品購入費）
　加湿器　14台：361,900円
　ソファベッド　2台：148,500円
　滅菌器　1台：250,800円
　スクリーンつい立　4台：138,600円
　
（負担金、補助及び交付金）

（その他）

Ｒ2 .12.15 Ｒ3 .3.31

　本事業を実施したことにより、児童・生徒・教
育関係者等が安心して学習できる環境を整備
することができた。そのことにより、クラスター発
生件数０件等児童生徒の感染拡大の未然防止
を図ることが出来た。

　本事業を実施したことにより、児童・生徒・教
育関係者等が安心して学習できる環境を整備
することができた。そのことにより、クラスター発
生件数０件等児童生徒の感染拡大の未然防止
を図ることが出来た。

　本事業を実施したことにより、児童・生徒・教
育関係者等が安心して学習できる環境を整備
することができた。
そのことにより、クラスター発生件数０件等児童
生徒の感染拡大の未然防止を図ることが出来
た。

　本事業を実施したことにより、児童・生徒・教
育関係者等が安心して修学旅行（学習）できる
環境を整備することができた。
そのことにより、クラスター発生件数０件等児童
生徒の感染拡大の未然防止を図ることが出来
た。

2,003,391 

2,783,000 

1,606,922 

165,786 


