
1
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・備蓄を行う。

R4.4 R5.3 6,675,000 

2
公共施設感染症対策
事業①

ワークベース那須内の一般貸出用「コワーキングス
ペース」における感染症拡大防止のため老朽化した
空調設備(約20年経過のため修理不能)を更新し換気
機能の強化を図る。

R4.4 R5.3 2,453,000 

3
公共施設感染症対策
事業②

ワークベース那須内の一般貸出用「お試しサテライ
トオフィス」における感染症拡大防止のため老朽化
した空調設備(約20年経過のため修理不能)を更新し
換気機能の強化を図る。

R4.4 R5.3 715,000 

4 防災倉庫等導入事業

防災用新型コロナ対策備蓄品等の保管倉庫が不足す
るため防災用倉庫を整備する。併せて、避難所での
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、直床就
寝等を避けるため簡易エアーマットを購入する。

R4.4 R5.3 3,133,000 

5 教育相談室移転事業

現在の教育相談室が手狭なため密集密接度が高い環
境であることから、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため現状より広い施設への移転を行い密集密
接環境の改善を図る。併せて、移転に伴う物品等を
調達する。

R4.4 R5.3 955,000 

6
安全安心通学支援事
業

スクールバスでの感染拡大防止のため乗車密度（6
割程度）低減及び物価高騰等の影響を受けている保
護者の経済的負担増加抑止のため、送迎に係る費用
を補助する。

R4.4 R5.3 400,000 

7
学校感染症対策事業
①

学校内に設置するフリースクールにおける感染症拡
大防止及び教育環境の整備のため必要資材を整備す
る。

R4.4 R5.3 510,000 

8
公共施設感染症対策
事業③

田中複合施設における感染症拡大防止のため、空調
設備を整備し換気機能強化を図る。

R4.4 R5.3 6,336,000 

9 緊急生活支援給付金

新型コロナウイルス感染症拡大や物価高騰等の影響
を受け、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を支
援する。

R4.4 R4.10 2,000,000 

10
店舗リフォーム補助
金

新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の影響によ
り減少している観光産業等の回復と地域活性化等を
図るため、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の収束後の集客力向
上等を図るための業態変更や店舗リフォーム等に係
る費用の一部補助する。

R4.4 R5.3 2,500,000 

11
店舗リフォーム補助
金

新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の影響によ
り減少している観光産業等の回復と地域活性化等を
図るため、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の収束後の集客力向
上等を図るための業態変更や店舗リフォーム等に係
る費用の一部補助する。

R4.4 R5.3 7,500,000 

12 欠番

13
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
の支援を行う。

R4.4 R5.3 700,000 

14
地産地消推進事業②

中学生が自ら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
プレゼン力の向上を図るとともに、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
していることから、当該情報の発信により地域農業
の活性化と町の魅力向上を図りながら、農産物の消
費拡大に寄与し、もって農家支援を図る。（メディ
ア連携食育推進事業）

R4.4 R5.3 660,000 

15
認定農業者緊急支援
事業

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛や物
価高騰等により農産物の消費に影響がでていること
から、担い手の中核である町内の認定農業者・認定
新規就農者（法人含む）の事業継続を支援するた
め、支援金を給付する。

R4.4 R5.3 14,826,000 
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16
特別観光誘客プロ
モーション事業

新型コロナウイルス感染症の影響により減少してい
る観光産業の回復と地域活性化等を図るため、旅先
に選んでいただくためのプロモーションを展開し、
観光業及び地域経済の回復を図る。

R4.4 R5.3 11,200,000 

17
防災情報等伝達シス
テム機能強化事業

新型コロナウイルス感染症に係る情報を含めた防災
情報等の伝達システムの機能強化を図るため、固定
電話や携帯端末への配信、SNS投稿等による多様な
防災情報の共有、新型コロナウイルス感染症関連情
報の速やかな伝達が可能なシステムを導入する。

R4.4 R5.3 1,612,000 

18 学校ICT教育推進事業

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う休校中におけ
る学びの機会の確保及びGIGAスクール構想において
整備したICT教育環境(児童生徒1人タブレット1台整
備)を有効に活用した学校ICT教育の推進を図るため
には、ICT教育支援員の配置やオンラインを活用し
個に応じた学びを実現するための学習サービスの利
用が必要なため当該事業を実施する。

R4.4 R5.3 47,110,000 

19
テレワークプロモー
ション事業

二地域居住やワーケーション等の新しい生活様式の
推進を図るために整備したワークベース那須の活用
にあたり、首都圏在住者の利用を促進するため、首
都圏向けプロモーション事業を実施する。

R4.6 R5.3 1,100,000 

20
学校感染症対策事業
②

小中学校内における感染症拡大防止のため、空調設
備未整備の特別教室等に設備を整備する。

R4.6 R5.3 37,642,000 

21 学校給食費支援事業
コロナ禍において食材等の価格高騰の影響による小
中学校の給食経費増による保護者の経済的負担軽減
を図るため、給食食材費高騰分を支援する。

R4.6 R5.3 5,030,000 

22
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）
児童生徒・教職員等の感染症対策となる物品購入等
及び学びの保障のため、感染症の状況や児童生徒の
状況に応じた学校での教育活動や家庭学習を実施す
る。

R4.9 R5.3 7,200,000 

23
畜産経営緊急支援事
業

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う消費低迷に
よる需要減により畜産経営環境が悪化していること
から、和牛繁殖農家、肥育農家、酪農家の経営支援
を図るため素牛導入を補助する。

R4.4 R5.3 3,340,000 

24
子どもたちの新生活
応援給付事業

コロナ禍における収入減少や各種物価高騰の状況に
おいても、子どもたちが次の生活ステージに進むた
めに購入する必要品等への支出増加が見込まれる段
階の年齢の子どもを有する保護者及びR4.4.2～
R5.4.1に出生した赤ちゃんがいる世帯の経済的支援
のため商品券を給付する。

R4.9 R5.3 414,000 

25
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に
より感染拡大防止を図る。

R4.9 R5.3 880,000 

26
放課後児童クラブ感
染症対策事業

放課後児童クラブにおける感染症拡大防止のため空
調設備未整備施設へ空調設備(エアコン)を設置す
る。

R4.9 R5.3 1,000,000 

27
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
蓄用倉庫が不足することから整備を行う。

R4.9 R5.3 1,030,000 

28
公共交通事業者支援
事業

コロナ禍において燃料価格等の高騰により影響を受
けている地域公共交通事業者への経営支援をする。 R4.9 R5.3 1,750,000 

29 交通事業者支援事業
コロナ禍において燃料価格等の高騰により影響を受
けている交通事業者への経営支援をする。

R4.9 R5.3 7,949,000 

30 地域応援商品券事業

コロナ禍における収入減少や各種物価高騰により生
活に影響が出ていることから、町民の生活支援のた
め商品券を給付する。併せて、町内経済活性化を図
るため、商品券は町内利用限定のものとする。

R4.9 R5.3 90,000,000 

31 地域応援商品券事業

コロナ禍における収入減少や各種物価高騰により生
活に影響が出ていることから、町民の生活支援のた
め商品券を給付する。併せて、町内経済活性化を図
るため、商品券は町内利用限定のものとする。

R4.9 R5.3 58,426,000 

32
観光施設魅力向上事
業①

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。

R4.9 R5.3 8,148,000 
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33
学校ICT教育推進事業
②

新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けて
いる学校教育において学びの機会の確保のため、
GIGAスクール構想により整備したICT教育環境(児童
生徒1人タブレット1台整備)を有効に活用した学校
ICT教育の推進を図るため、ICT教育方法に適した機
材を整備するため、電子黒板等の整備を実施する。

R4.9 R5.3 3,991,000 

34
公共施設感染症対策
事業④

那須町役場本庁舎内トイレの洋式化による飛沫拡散
防止による感染拡大防止と故障便器等の改修による
利用者の利便性の向上を図る。

R4.9 R5.3 7,271,000 

35
オンライン観光誘客
事業

新型コロナウイルス感染症による観光客減少等の影
響を受けている観光産業の回復と地域活性化等を図
るため、インターネットを利用する客層から旅先に
選んでいただくためのオンライン上でのプロモー
ションを展開し、観光業及び地域経済の回復を図
る。

R4.9 R5.3 5,000,000 

36
飼料価格高騰対策臨
時支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響に伴うエネル
ギー・食料価格等の物価高騰により畜産経営環境が
悪化していることから、畜産農家の経営安定化を図
るため、高騰する粗飼料購入費用の支援を行う。

R4.12 R5.3 50,200,000 

37
温泉旅館等エネル
ギー価格高騰対策支
援金事業

新型コロナウイルス感染症の影響に伴うエネル
ギー・食料価格等の物価高騰により温泉旅館等の経
営環境に影響がでていることから、町内温泉旅館等
への影響緩和支援や省エネ・賃上げ環境の整備など
を支援するとともに、利用料金値上げ等による入湯
者への影響を緩和するため支援金を支給する。

R4.12 R5.3 34,030,000 

38
中小企業振興資金信
用保証料補助金

新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境悪
化の影響を受けている事業者へ経済的支援を行うた
め、中小企業振興資金制度を利用する町内の中小企
業者等が負担する信用保証料の補助を行う。

R4.4 R5.3 8,235,000 

39
中小企業振興資金信
用保証料補助金

新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境悪
化の影響を受けている事業者へ経済的支援を行うた
め、中小企業振興資金制度を利用する町内の中小企
業者等が負担する信用保証料の補助を行う。

R4.4 R5.3 10,000,000 

40
学校保健特別対策事
業費補助金

（学校等における感染症対策等支援事業）
児童生徒・教職員等の感染症対策となる物品購入等
及び学びの保障のため、感染症の状況や児童生徒の
状況に応じた学校での教育活動や家庭学習を実施す
る。(事業№22の追加分)

R4.9 R5.3 1,120,000 

計 453,041,000 


