
1
指定避難所感染症対
策事業

町内の指定避難所での感染拡大防止のためパー
テーション購入 R3.4 R4.3 3,934,000 

2
安全安心通学支援事
業

①ｽｸｰﾙﾊﾞｽでの感染拡大防止のため乗車密度（6割
程度）低減を図るため保護者へ送迎に係る費用を
補助

R3.4 R4.3 500,000 

3 緊急生活支援給付金
那須町社会福祉協議会が実施する緊急小口資金ま
たは総合支援資金の貸付申請世帯の生活支援 R3.4 R4.3 5,000,000 

4
那須町中小企業振興
資金信用保証料補助
金

中小企業振興資金制度を利用する町内の中小企業
者等が負担する信用保証料の補助 R3.4 R4.3 8,680,000 

5
那須町中小企業振興
資金信用保証料補助
金

中小企業振興資金制度を利用する町内の中小企業
者等が負担する信用保証料の補助 R3.4 R4.3 12,500,000 

6
店舗リフォーム補助
金

業態変更や新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の収束後の集客力向
上等を図るための店舗リフォーム費用の補助 R3.4 R4.3 2,500,000 

7
店舗リフォーム補助
金

業態変更や新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の収束後の集客力向
上等を図るための店舗リフォーム費用の補助 R3.4 R4.3 5,000,000 

8 防災倉庫導入事業
新型コロナ対策用備蓄品等の増加に伴う備蓄品保
管倉庫の導入 R3.4 R4.3 2,228,000 

9 健康ポイント事業
新型コロナ感染症拡大に伴う外出自粛等による活
動不足等の解消により健康増進を図る。 R3.4 R4.3 1,901,000 

10 地産地消推進事業①

新型コロナ感染症拡大に伴う外出自粛等により那
須和牛の需要が減少していることから、学校給食
に那須和牛を使用したメニューを提供し、食によ
り子どもたちのコロナ疲れの回復と地元産食材の
素晴らしさを伝え、子どもたちをとおして各家庭
内での地産地消を促進し、那須和牛の消費拡大に
よる畜産農家の支援

R3.4 R4.3 700,000 

11
地産地消推進事業②

新型コロナ感染症拡大に伴う外出自粛等により農
産物の消費が低迷しており、中学生が町内の農家
等を取材し、農業の大切さを学び、その魅力をマ
スメディアをとおして発信し、地域農業の活性化
と町の魅力向上を図りながら、農産物の消費拡大
による農家支援

R3.4 R4.3 660,000 

12
畜産経営緊急支援事
業

消費低迷による需要減に伴い経営環境が悪化に伴
い、和牛繁殖農家、肥育農家、酪農家の経営支援
を図るための素牛導入補助 R3.4 R4.3 3,340,000 

13
畜産経営緊急支援事
業

消費低迷による需要減に伴い経営環境が悪化に伴
い、和牛繁殖農家、肥育農家、酪農家の経営支援
を図るための素牛導入補助 R3.4 R4.3 3,960,000 

14
地域公共交通再構築
事業

新型コロナウイルス感染症や高齢化の進展によ
り、地域公共交通ニーズが変化しており、変化に
対応した新たな地域公共交通の構築が必要であ
る。アフターコロナを見据え、持続可能な公共交
通の構築を目指し、骨格となる基本的計画を策定
する。

R3.4 R4.3 5,720,000 

15
給食公会計化システ
ム導入事業

コロナ対策に伴い増加した教職員の業務や中教審
答申にある学校における働き方改革への取り組み
として、教職員の負担軽減のため給食関連事務に
係る公会計システム導入

R3.4 R4.3 1,594,000 

16
学校感染症対策事業
①

学校における感染症拡大防止のため空調設備未整
備校への設備設置 R3.4 R3.10 7,876,000 
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17
公共施設感染症対策
事業①

図書館の握り玉型からレバーハンドル型ドアノブ
への交換し、ドアノブ接触感染の低減化を図る。 R3.4 R4.3 293,000 

18
公共施設感染症対策
事業②

那須スイミングドーム内の排気設備を強化し、施
設内感染防止を図る。 R3.4 R4.1 3,597,000 

19
公共施設感染症対策
事業③

那須町スポーツセンター内トイレの洋式化による
飛沫拡散防止措置による感染防止を図る。併せ
て、洋式化に伴いトイレが狭くなるためトイレ
ブースの変更し、照明の位置変更等の改修を行
う。
（事業№60と一体的に実施する事業）

R3.4 R4.3 2,662,000 

20
団体旅行誘致プロ
モーション事業

宿泊・観光事業の振興を図るため、団体旅行の誘
客を図る。 R3.4 R4.3 400,000 

21
協働のまちづくり推
進事業

新型コロナ感染症の拡大に伴い地域活動が停滞し
ていることから、収束後の地域活性化を図るため
に整備した黒田原まちなか広場のパーゴラについ
て、日差しが強い日や雨天時でも蜜を回避し安全
に利用できるよう利便性の向上を図るためのパー
ゴラ用テントの購入

R3.4 R3.8 230,000 

22
公共施設感染症対策
事業④

富岡集落センター内トイレの洋式化による飛沫拡
散防止措置による感染防止を図る。

R3.6 R3.10 2,596,000 

23
学校感染症対策事業
②

学校トイレの洋式化等による飛沫拡散防止措置に
よる感染防止を図る。 R3.9 R4.3 21,032,000 

24
学校感染症対策事業
③

学校における感染症拡大防止のため空調設備未整
備校への設備設置 R3.9 R4.3 5,764,000 

25
衛生対策用品整備事
業①

感染症拡大防止のため、必要時に配布ができるよ
う衛生用品及び関連物品の購入・備蓄 R3.9 R4.3 9,078,000 

26
保育園保健特別対策
事業①

保育園の感染症対策の充実及び保育の向上を図る
ための保育支援用品等の購入 R3.9 R4.3 2,580,000 

27
保育園感染症対策事
業

保育園内のトイレ洋式化による飛沫拡散防止措
置、網戸設置により感染防止を図る。 R3.9 R4.3 1,287,000 

28
子育て世帯生活支援
給付金

コロナ禍により収入減少等に伴い生活が困窮する
児童扶養手当受給者及び児童手当受給世帯のうち
住民税非課税世帯への生活支援のためﾌﾟﾚﾐｱﾑ付商
品券配布する。なお、経済の本格回復までの暮ら
し応援による地元消費の拡大による地域経済の活
性化を図るため、ﾌﾟﾚﾐｱﾑ商品券を活用し、地域内
での経済循環を図る。

R3.9 R4.3 282,000 

29
子どもたちの新生活
応援給付金

コロナ禍により収入減少するなかにおいても、子
ども達が次の生活ステージに進むにあたり、ラン
ドセル等の必要品の購入等により支出の増える段
階の年齢のこどもを有する保護者への経済的支援
のためﾌﾟﾚﾐｱﾑ付商品券配布する。なお、経済の本
格回復までの暮らし応援による地元消費の拡大に
よる地域経済の活性化を図るため、ﾌﾟﾚﾐｱﾑ商品券
を活用し、地域内での経済循環を図る。

R3.9 R4.3 372,000 

30 高齢者感染予防対策
感染の際に重症化リスクが高い高齢者へ衛生用品
詰合せセットを配布し、感染予防と意識啓発を図
る。

R3.9 R4.3 10,397,000 

31
赤ちゃん世帯支援事
業

コロナ禍により収入減少するなかにおいても適切
な子育てができるよう、R3.4.2～R4.4.1に出生し
た赤ちゃんがいる世帯の生活支援のためﾌﾟﾚﾐｱﾑ付
商品券配布する。なお、経済の本格回復までの暮
らし応援による地元消費の拡大による地域経済の
活性化を図るため、ﾌﾟﾚﾐｱﾑ商品券を活用し、地域
内での経済循環を図る。

R3.9 R4.3 52,000 
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32
町営住宅及び定住促
進住宅家賃減免

町営住宅及び定住促進住宅の居住者のうち、コロ
ナ禍により収入が減少した世帯の世帯合計所得が
10％以上減少の居住者への生活支援 R3.4 R4.3 1,080,000 

33
観光施設魅力向上事
業①

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い減少した
観光客等の利用者の回復を図るため、観光資源で
ある芦野御殿山周辺の景観伐採等の一連の整備を
行い、周辺施設全体の魅力向上を図り集客力アッ
プによる地域活性化を図る。

R3.9 R4.3 2,661,000 

34
観光施設魅力向上事
業②

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い減少した
観光客等の利用者の回復を図るため、観光資源で
ある伊王野城山公園周辺の景観伐採等の一連の整
備を行い、周辺施設全体の魅力向上を図り集客力
アップによる地域活性化を図る。

R3.9 R4.3 1,331,000 

35
観光施設魅力向上事
業③

観光者向け公衆トイレ改修による観光地の魅力向
上を図り、集客力アップを図る。 R3.9 R4.3 1,017,000 

36 地域経済活性化事業

経済の本格回復までの暮らし応援による地元消費
の拡大による地域経済の活性化を図るため、プレ
ミアアム付商品券を販売する。 R3.9 R4.3 42,792,000 

37
保育園保健特別対策
事業②

保育園の感染症対策及び新たな保育環境の整備の
ため非接触型登降園管理ｼｽﾃﾑ及び関連設備の整備 R3.9 R4.3 4,273,000 

38
衛生対策用品整備事
業②

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、必要
時に衛生用品等の即時供出が可能となるよう相当
量の衛生用品等の確保・保管が必要であるが、保
管・備蓄用倉庫がないことから整備を行う。
（事業№60と一体的に実施する事業）

R3.9 R4.3 1,127,000 

39
学校ICT教育推進事
業

GIGAスクール構想において児童生徒用iPadの整備
したが、キーボードが児童生徒の人数分未整備の
ため共同利用をしている。感染防止を図るために
も共同利用を解消する必要があることから一人一
台整備を実施する。併せて、タイピング強化を図
り学校ICT教育の推進を図る。

R3.9 R4.3 5,198,000 

40
学校保健特別対策事
業費補助金

（感染症対策等の学校教育活動継続支援事業）
町立小中学校の再開に係る感染症対策、新たな教
育環境整備及び学習支援用品等の購入 R3.9 R4.3 6,800,000 

41
那須町事業継続支援
金

栃木県地域企業事業継続支援金又は経済産業省の
月次支援金給付決定者へ事業継続支援金を支給す
る。

R3.9 R4.3 30,300,000 

42
地方創生テレワーク
推進交付金

地方創生テレワーク推進交付金を活用し、黒田原
まちづくりセンターをサテライトオフィスの拠点
となるよう整備し、企業誘致や新たな働き方を推
進するとともに、交流人口の増加や地域の活性化
を図る。

R3.7 R4.3 30,000,000 

43
サテライトオフィス
拠点整備事業①

地方創生テレワーク推進交付金を活用し、黒田原
まちづくりセンターをサテライトオフィスの拠点
となるよう整備し、企業誘致や新たな働き方を推
進するとともに、交流人口の増加や地域の活性化
を図る。（事業№60と一体的に実施する事業）

R3.7 R4.3 1,082,000 

44
サテライトオフィス
拠点整備事業②

事業№42の事業で整備する施設の適切な管理運営
用執務室の整備及び備品の購入。 R3.7 R4.3 6,979,000 

45 欠番 - 

46
庁舎内感染拡大防止
対策事業

町職員の感染発生を受け、役場庁舎内感染症拡大
防止を図るため、飛沫防止パーテイション等の設
置による感染防止対策を強化する。 R3.12 R4.3 2,440,000 
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47
主食用米生産者支援
事業補助金①

新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛等によ
り経済活動が停滞している影響により米価が下落して
いるため、米作農家の経営を支援するため、支援補助
金を支給する。

R3.12 R4.3 6,288,000 

48
主食用米生産者支援
事業補助金②

新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛等によ
り経済活動が停滞している影響により米価が下落して
いるため、米作農家の経営を支援するため、支援補助
金を支給する。

R3.12 R4.3 10,800,000 

49
那須町中小企業振興
資金利子補給補助金

新型コロナウイルス感染症拡大による経営環境悪化の
影響を受けている事業者を支援するため、中小企業振
興資金制度を利用する町内の中小企業者等が負担す
る利子分の補助

R3.4 R4.3 8,669,000 

50
子ども・子育て支援
交付金

(新型コロナウイルス感染症対策支援事業)
放課後児童クラブ内の衛生管理を行うことで、感
染防止対策を講じる。 R3.10 R4.3 590,000 

51
地域子供の未来応援
交付金

(子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業)
新型コロナウイルス感染症の影響による世帯収入
減少等の環境に左右されることがないよう、課題
を抽出し、子ども（0歳から18歳未満の児童）に係
る貧困対策推進計画を策定する。

R3.7 R4.4以降 1,346,000 

52
学校保健特別対策事
業費補助金

(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業)
町立小中学校の再開に係る感染症対策、新たな教
育環境整備及び学習支援用品等の購入 R3.12 R4.3 850,000 

53
公立学校情報機器整
備費補助金

(GIGAスクールサポーター配置支援事業)
新型コロナウイルス感染症への対応の一環として、学
校臨時休業等においてもＩＣＴ活用により児童生徒の学
びを保障できる環境を整備するため、学校の人的体制
を充実させるためGIGAスクールサポーターを配置する。

R3.10 R4.4以降 4,441,000 

54
公立学校情報機器整
備費補助金

(GIGAスクールサポーター配置支援事業)
新型コロナウイルス感染症への対応の一環として、学
校臨時休業等においてもＩＣＴ活用により児童生徒の学
びを保障できる環境を整備するため、学校の人的体制
を充実させるためGIGAスクールサポーターを配置する。

R3.4 R3.9 2,741,000 

55
文化芸術振興費補助
金

(文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事
業)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るた
め、施設内の換気機能を強化するため空調設備の改修
を行い、感染症対策の強化する。

R3.8 R4.1 9,504,000 

56
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)
新型コロナウイルス感染症に対応するため、三蜜防止
対策の一環として、接種者が来庁せず、予防接種状況
をマイナポータルで確認できるようにする。併せて、予
防接種情報の転出入時の市町村間引継ぎが可能とな
るようシステムを整備する。

R3.5 R3.6 158,000 

57
保育対策総合支援事
業費補助金

(保育所等におけるＩＣＴ化推進等事業)
保育園における新型コロナウイルス感染症の感染拡
大・集団感染防止を図るため、感染や濃厚接触者となっ
た園児の速やかな降園ができるよう、保護者への連絡
手段の構築、感染症により増大する保育事務の効率化
を図り保育体制の維持を図ることができる、非接触型登
降園システム及び関連アプリケーションを導入する。

R3.4 R4.3 1,000,000 

58
疾病予防対策事業費
等補助金

（健（検）診結果等の情報標準化整備事業）
(事業名：健（検）診結果等の様式の標準化整備事
業)
新型コロナウイルス感染症に対応するため、三蜜防止
対策の一環として、受診者が来庁せずに健（検）診結果
をマイナポータルで確認できるようにする。その為に、健
（検）診結果等の電子化、健（検）診実施機関からの電
子情報による受領、個人の健（検）診情報の一元化、転
出入時の市町村間引継ぎが可能となるようシステムを
整備する。

R4.1 R4.3 324,000 



事業始期 事業 終期

事業の概要事業名 事業費(円)
事
業
№

実施期間

59
疾病予防対策事業費
等補助金

（健（検）診結果等の情報標準化整備事業）
(事業名：健（検）診情報連携システム整備事業)
新型コロナウイルス感染症に対応するため、三蜜防止
対策の一環として、受診者が来庁せず、健（検）診結果
をマイナポータルで確認できるようにする。その為に、健
（検）診結果等の電子化、健（検）診実施機関からの電
子情報による受領、個人の健（検）診情報の一元化、転
出入時の市町村間引継ぎが可能となるようシステムを
整備する。

R4.1 R4.3 595,000 

60
公共施設感染症対策
事業③-2

那須町スポーツセンター内トイレの洋式化による
飛沫拡散防止措置による感染防止を図る。併せ
て、洋式化に伴いトイレが狭くなるためトイレ
ブースを改修し、併せて、照明の位置変更等の改
修を行う。
（事業№19と一体的に実施する事業）

R3.4 R4.3 2,340,000 

61
衛生対策用品整備事
業②-2

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、必要
時に衛生用品等の即時供出が可能となるよう相当
量の衛生用品等の確保・保管が必要であるが、保
管・備蓄用倉庫がないことから整備を行う。
（事業№38と一体的に実施する事業））

R3.9 R4.3 261,000 

計 313,702,000 


