
令和2年度 実施事業一覧

交付額　：　334,388,000円

単位：円

Ｎｏ 事業名 事業概要 交付金充当額

1 水道料金減免事業 水道料金の基本料金を減免 50,000,000

2 子ども学習支援事業 在宅機会の増える子ども達に家庭での読書を推進する為、図書カードを支給 2,000,000

3 公共的空間等安全・安心確保事業（緊急対応） 公共的空間等の安全・安心を確保するため、感染対策用品を購入 2,900,000

4 事業所向け各種相談・申請支援窓口開設事業
事業者の方に対し持続化給付金等の様々な支援策の受給サポートの為、相談窓口を設置、窓口業務

については商工会に委託
500,000

5 新型コロナウィルス感染対策に取り組む事業者支援事業
事業者が新型コロナウィルス感染拡大による衛生環境に対応した設備投資を行う為に必要な費用の一

部を補助
74,000,000

6 生産性向上へ取り組む事業者支援事業 事業者に対し国や県等の他の支援策に町独自の上乗せをして補助金を支給 8,500,000

7 地域商品等販売促進事業
ビジターズビューロー運営ＥＣサイトを活用し、消費者の購買意欲を増進させる為

割引したキャンペーン価格で販売
55,000

8 学校給食食材費等支援事業 学校臨時休業に伴い、調達した給食用食材の買取り費などの必要経費について支援 870,000

9 子どもの昼食費負担軽減事業
学校臨時休校に伴い家庭で昼食を取る事になる為、町内小中学校に通う児童生徒の内、準要保護家

庭の昼食費負担軽減に必要経費を支援
300,000

10 GIGAスクール構想支援事業 児童・生徒一人一台端末整備等、学習環境を整備 9,700,000

11 子ども子育て支援交付金（学童保育支援事業） 感染症対策により学童保育の保育時間を従来より拡大して実施 192,000

12 吉野町withコロナ安全宣言事業
安心して来訪者にお越し頂くことを目的に、吉野町として一定基準の感染症対策ガイドラインを策定し、

町内外に「安心安全な観光地・吉野」を発信
3,400,000

13 おかえりよしの観光商品券事業
観光需要回復に繋がる事業として、町内宿泊施設での宿泊者に対し町内事業所で使用できる観光商

品券を配布
22,710,000

14 ふるさと吉野応援商品券事業 地域経済復興の為、町内住民を対象とし町内で使用可能なプレミアム付商品券を発行 17,000,000

15 買い物ツアーバス運行による地域の生活支援事業
中山間地域における高齢者等の買い物支援として、定期的に近隣スーパーマーケット等への

買い物ツアーバスを運行
4,000,000

16 老人福祉施設限定営業要請に対する支援事業
老人福祉施設（中荘温泉）の指定管理者は、感染防止のため閉鎖したいとの意向であったが、町民限

定営業を依頼した為、協力金を支給し事業継続について支援
2,000,000

17 ICTを活用した学びの意欲向上事業 オンライン授業に慣れ親しむためのきっかけづくりとして外部人材を講師としたオンライン授業を企画 3,900,000

18 語学指導外国人招致事業
コロナ禍より新たな外国人の配置が困難であるとの報告を受け、中学校英語教育に空白期間が生じない

よう、民間会社に語学指導外国人1名の配置を委託
2,800,000

19 公共的空間等安全・安心確保事業（長期対応）
公共的空間感染症対策について、長期化を見据えて必要な衛生用品を購入し、町民・職員の安全・安

心を確保
9,000,000

20 地域コミュニティ活動維持支援事業（備品配備） 集会所等における感染症対策に必要と想定する備品を町で購入し、配備 5,200,000

21 オンライン会議等環境整備事業
オンライン会議に参加できる環境を整える。併せて庁内でペーパーレス化を推進するシステム構築の環境を

整備
13,600,000

22 新たな地域公共交通システム構築事業 感染症対策を図りつつ、効率的な交通サービスを導入することで持続可能な公共交通システムを構築 25,852,000

23 冬季集中宿泊キャンペーン事業
例年宿泊者数が落ち込む冬季においても一定数の宿泊者を確保する為、短期集中的なキャンペーンを

実施
3,000,000

24 吉野の魅力再発見PR広報事業 動画制作及びテレビ放送も含め各メディアを活用して吉野の新たな魅力についてPR広報を行う 16,300,000

25 町民生活負担軽減事業 町内全世帯に町指定ごみ袋を無料配布 2,800,000

26 インフルエンザ予防接種勧奨事業 町民に対しインフルエンザ予防接種に要する経費を助成 17,000,000

27 固定資産税（土地）制度改正に伴うシステム改修事業
前年度の税額に据え置く措置を講ずる為の地方税法改正が公布、施行され、措置に対応するためのシス

テム改修
500,000

28 安全安心な公共交通維持確保事業 町内等で運行しているコミュニィテイバスについて抗菌コートを施工 1,100,000

29 安全安心な通園バス維持確保事業 町内で運行している通園バスについて抗菌コートを施工 280,000

30 教育支援体制整備事業費補助金 緊急的に小中学校のスクールサポートスタッフを追加配置 760,000

31 公立学校情報機器整備費補助金 中学校におけるGIGAスクール構想実現のためのサポートスタッフを配置 570,000

32 学校における感染症対策等への支援事業 小中学校における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の為に必要な消耗品購入 1,490,000

33 学校保健特別対策事業費補助金 小中学校における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のために必要な環境整備 790,000

34 学校施設等サーマルカメラ整備事業 学校施設等における感染症拡大防止のため、来訪者向け体温測定機器を整備 1,639,000

35 観光における新しい生活環境推進事業
ワ―ケーションを推進し、誘客及び地域内の消費喚起を狙い、コロナ禍における都市住民と地域の都合を

マッチングさせ関係人口の創出や地域活性化の起爆剤とする。
5,000,000

36 ワイヤレスマイクシステム整備事業
感染症拡大防止の観点から、参加者が一人1本のマイクを使用して会議やイベント等を実施出来るよう

音響設備を整備
5,940,000

37 地域コミュニティ活動維持支援事業（対策補助）
徹底した３密対策等を講じた上で、活動を自粛することなく地域住民が安全・安心に活動できるよう環境

整備
9,500,000

38 感染症クラスター対策事業 抗原検査キット購入 9,240,000

334,388,000合計



令和2年度 充当実績割合

交付決定額

334,388,000

カテゴリー シェア 交付金充当額

町民・生活 30.5% 102,152,000

教育・子育て 7.6% 25,291,000

商工業 24.8% 83,055,000

観光 20.2% 67,410,000

公的空間整備 12.5% 41,780,000

自治会 4.4% 14,700,000

31%

8%

25%

20%

12%

4%

町民・生活 教育・子育て 商工業 観光 公的空間整備 自治会



令和2年度 実施事業効果検証

Ｎｏ 事業名 担当課 ＫＰＩ 実績

1 水道料金減免事業 暮らし環境整備課 減免実施件数
19,015 件の基本料金減免を実施し、在宅機会の増加・手洗いうがいの奨励により見込まれる

町民の負担軽減を図った

2 子ども学習支援事業
教育委員会

教育総務課
図書カード送付人数 407名 対象の子ども達407名に図書カードを送付し、家庭での読書推奨を実施

3 公共的空間等安全・安心確保事業（緊急対応） 総務課 公共施設内でのクラスター発生件数 0件
公共的空間等の安全・安心を確保するため、感染対策用品を購入した結果、

公共施設内でのクラスター発生件数は0件となった

4 事業所向け各種相談・申請支援窓口開設事業 産業観光課 相談件数　100件 吉野町商工会に窓口業務を委託し、会員・非会員を含め333件のサポートを実施

5
新型コロナウィルス感染対策に取り組む

事業者支援事業
産業観光課

支援事業者数　250

支援金額　74.000千円
250事業者に対し、総額 74,920千円の支援を実施

6 生産性向上へ取り組む事業者支援事業 産業観光課
補助事業者数 40

補助金額 8,000千円
コロナ禍で苦戦する59事業者に対し、総額 8,518千円の支援を実施

7 地域商品等販売促進事業 産業観光課
キャンペーン売上高　8,500千円

登録店舗数 36

観光事業者の利益回復、販路拡大を狙い、VB運営ECサイトを活用し

割引価格での販売を実施し290千円を売上げ、補助金としてVBへ58千円を支出し

登録店舗は21件となった

8 学校給食食材費等支援事業
教育委員会

教育総務課
支援事業者数　7社 吉野小・吉野北小・吉野中合計で7社分の必要経費を支援

9 子どもの昼食費負担軽減事業
教育委員会

教育総務課
対象児童生徒52名分の支援を実施

準要保護児童生徒に対し臨時休校による給食中止に伴い、家庭での昼食費用負担軽減のため

準要保護児童生徒52名に対し給食費相当額を支給

10 GIGAスクール構想支援事業
教育委員会

教育総務課
対象者137名へ端末支給 GIGAスクール構想実現に必要な児童生徒137名分の端末整備等、学習環境を整備

11 子ども子育て支援交付金（学童保育支援事業）
教育委員会

教育総務課
施設内クラスター発生件数 0件

感染対策備品（二酸化炭素濃度測定器）を購入し、感染防止策を実施した結果

クラスター発生件数は0件となった

12 吉野町withコロナ安全宣言事業 産業観光課 安全宣言施設登録数 100件
感染症対策ガイドラインを策定「安心安全な観光地・吉野」を発信し

安全宣言登録施設数は67件となった

13 おかえりよしの観光商品券事業 産業観光課 商品券換金金額 25,000千円 新聞広告等プロモーションを実施した結果、21,132千円の換金となった

14 ふるさと吉野応援商品券事業 産業観光課 町内消費 130.000千円
30,000千円分のプレミアム分をつけ、町内で使用可能な商品券を10,000冊発行した結果

計画通り、130,000千円の町内消費となった。



令和2年度 実施事業効果検証

Ｎｏ 事業名 担当課 ＫＰＩ 実績

15 買い物ツアーバス運行による地域の生活支援事業 長寿福祉課 ツアー実施回数 10回

民生委員と連携し事業を進める予定であったがコロナ感染拡大の為、説明会が実施できず、

予定通りツアー実施が出来なかったが、ツアー用車両を購入し環境は整っており、

早急に事業再開を目指す※上市地区での買い物ツアー1回実施

16 老人福祉施設限定営業要請に対する支援事業 長寿福祉課
年間施設利用者数

（入浴・レストラン延べ人数）

入浴町内　5,293人・入浴町外 179人・施設利用（貸館）2,801人・レストラン 205人

計8,478人　※参考：令和元年度 総利用者数 26,585人

17 ICTを活用した学びの意欲向上事業
教育委員会

教育総務課
オンライン授業への参加人数 150名

オンライン授業の必要備品を購入し、外部人材として本町出身芸人のゆりやんレトリィバァさん等を

招きオンライン授業を実施し、小中学校合計で150名参加した。

18 語学指導外国人招致事業
教育委員会

教育総務課
語学指導員　1名配置

新規ALT（JET）の来日延期に伴う中学校ALTの欠員補充として民間ALTを1名を雇用

期間：R2.9.15～R3.3.31

19 公共的空間等安全・安心確保事業（長期対応） 総務課 クラスター発生件数 0件
感染症対策の長期化を見据え、感染対策備品を購入し使用した結果、

クラスター発生件数は0件となった

20 地域コミュニティ活動維持支援事業（備品配備） 総務課 各地区集会所等でのクラスター発生件数 0件
地域コミュニティ活動維持の為、空気清浄機・消毒液等を購入・配付した結果、

各集会所等でのクラスター発生件数は0件となった

21 オンライン会議等環境整備事業 総務課 庁内クラスター発生件数　0件
感染症対策としてオンライン会議開催可能な設備を購入・運用した結果、

庁舎内でのクラスター発生件数0件となった

22 新たな地域公共交通システム構築事業 協働のまち推進課 R3年度延べ利用人数 18,000人 目標達成に向け、効率的な交通サービスを導入、持続可能な公共交通システムを構築した

23 冬季集中宿泊キャンペーン事業 産業観光課 商品券換金金額 5,000千円
おかえりよしの観光商品券事業が好評であり、上乗せ事業として実施

新聞広告等プロモーションを実施した結果、3,101千円の換金となった

24 吉野の魅力再発見PR広報事業 産業観光課 R3年度観光入込客数　500,000人達成
町PR動画のBSチャンネルでの放送・雑誌各種での広告掲載・公共交通機関で広告掲載等の

プロモーションを積極的に実施した結果、R3年度観光入込客数409,000人となった

25 町民生活負担軽減事業 暮らし環境整備課 対象全世帯（3,184世帯）へ配付 可燃物収集袋（大）2セットを対象全世帯に送付

26 インフルエンザ予防接種勧奨事業 長寿福祉課
接種者数（対象6,677人）

※生後6カ月以上の全町民
対象者 6,677人に対し、接種者数は4,641人・接種率69.5％となった

27
固定資産税（土地）制度改正に伴う

システム改修事業
町民税務課 --- 法改正に準じたシステム改修を実施

28 安全安心な公共交通維持確保事業 協働のまち推進課
全てのコミュニティバス（13台）に

抗菌加工を実施

新型コロナウイルス感染症対策のため、地域のコミュニティバス(13台)の車内抗菌コート施工し

町民の安心・安全を確保した



令和2年度 実施事業効果検証

Ｎｏ 事業名 担当課 ＫＰＩ 実績

29 安全安心な通園バス維持確保事業
教育委員会

教育総務課
園内でのクラスター発生件数 0件 通園バスに車内抗菌コートを施工した結果、園内でのクラスター発生件数0件となった

30 教育支援体制整備事業費補助金
教育委員会

教育総務課
スクールサポートスタッフ 各校1名配置 緊急的に小中学校のスクールサポートスタッフを3名（各校1名）追加配置

31 公立学校情報機器整備費補助金
教育委員会

教育総務課
スクールサポートスタッフ 1名配置 中学校におけるGIGAスクール構想実現のためのサポートスタッフを1名配置

32 学校における感染症対策等への支援事業
教育委員会

教育総務課
小中学校内でのクラスター発生件数 0件

小中学校における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の為に必要な消耗品購入した結果、

学校内でのクラスター発生件数0件となった

33 学校保健特別対策事業費補助金
教育委員会

教育総務課
小中学校内でのクラスター発生件数 0件

小中学校における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のために必要な環境整備した結果、

学校内でのクラスター発生件数0件となった

34 学校施設等サーマルカメラ整備事業
教育委員会

教育総務課
学校施設でのクラスター発生件数 0件

学校施設等における感染症拡大防止のため、来訪者向け体温測定機器計5台を整備し、

学校施設内でのクラスター発生件数0件となった

35 観光における新しい生活環境推進事業 産業観光課 ワーケーション実施人数　80名
ワーケーションを推進する為に、専門事業者に委託を実施した結果

申込111名で、感染拡大もあり来訪者は72名となったが、来訪者のSNS発信は312件あった

36 ワイヤレスマイクシステム整備事業
教育総務課

生涯学習課
庁舎内でのクラスター発生件数 0件

可搬式デジタルワイヤレスマイクシステム機器一式（マイク15本分）を整備し、庁舎内での

クラスター発生件数0件となった

37 地域コミュニティ活動維持支援事業（対策補助） 総務課 クラスター発生件数　0件
地域住民が安全・安心に活動できるよう環境整備を各自治会に適した型で実施した結果、

町内でのクラスター発生件数は0件となった

38 感染症クラスター対策事業 総務課 クラスター発生件数　0件
新型コロナウイルス感染予防対策用抗体検査キットを3000セット購入・活用した結果、

町内でのクラスター発生件数は0件となった


