
900,076,581 721,783,000

1 三好市持続化給付金 単

2020年1月～2021年12月のいずれかの月の売上が2019年の売上と比較し大き
く減少している市内中小事業者(三好市内に本社・本店又は中規模の支店を置
く法人又は市内事業所を置く個人事業主で、当該給付金制度の対象要件を満
たすもの)に対し、経営の安定化を図ることを目的に給付金を支給する。

R2.5.1 R4.3.31 222,085,000 124,364,000

(実施状況)
　令和２年５月より、国「持続化給付金制度」から対象外と
なった事業者に対して給付金申請受付を実施。
　令和３年５月より市独自で新型コロナウイルス感染症の影
響で売り上げが３０パーセント以上減少している事業者に対
して給付金申請受付を実施。
（実績）
・市内中小事業者(法人及び個人事業主)に対する補助金
　・法人：　151社　　114,588,000円
　・個人事業主：　352者　　107,497,000円

（実施における効果）
新型コロナウイルス感染書の拡大に伴い、大きな影響
を受け、売り上げが大幅に減少している中小・小規模事
業者、個人事業主の再建の糧となる給付金を支給する
ことにより市内事業者の事業継続を支援することができ
た。

商工政策課

2 三好市労働者支援事業給付金 単

事業所に雇用等されている市内労働者が、新型コロナウィルス感染症の拡大の
影響により賃金の減少、失業、休業等の理由に生活の維持が困難となったため
生活資金を借り入れた場合に、同労働者（当該給付金制度の対象要件を満た
す者）の生活の安定を図ることを目的に給付金を支給する。

R2.5.1 R4.3.31 16,060,000 12,925,000

(実施状況)
　令和2年5月より、支援対象貸付けを受けた市内労働者か
らの給付金申請受付を実施。
（実績）
・市内労働者に対する補助金
　・緊急小口資金：　95人　　9,415,000円
　・総合支援資金制度：　40人　　6,645,000円

（実施における効果）
コロナウィルス感染拡大影響により、雇用されている事
業所の休業、時間短縮等により失業、休業等に追い込
まれ生活の維持が困難となった市内労働者に対し、本
給付金を助成することで生活の維持、安定に繋がった。

商工政策課

3 新型コロナウィルス支援相談窓口設置 単

新型コロナ感染症対応として実施する地方単独事業並びに国・県・金融機関等
が実施する支援策が速やかに受けられるよう、三好市内に本社、本店などの主
たる事業所を置く法人、主に市内で事業を行っており事業主の住所が三好市に
ある個人事業主及びコロナウィルスの影響により失業、休業、賃金が減少等し、
生活の安定が脅かされている市内労働者等を対象として相談窓口を設置する。

R2.5.1 R3.3.31 5,660,514 5,659,000

(実施状況)
　新型コロナウィルス感染拡大に伴い実施される、国、県、
金融機関等が実施する対象支援策が速やかに受けられる
よう事業者、労働者向けに相談窓口を設置した。
（実績）
・相談員等の配置経費　5,660,514円

（実施における効果）
相談員2名を配置し、各事業者や労働者からの各種相
談受付け（来所、電話等による相談件数1,870件）、また
国の持続化補助金等の申請支援などを行うことにより
市内事業者、労働者への速やかな支援に繋がった。

商工政策課

4
三好市新型コロナウイルス感染症予防対
策助成金

単

新型コロナウイルス感染症第２波の予防や新しい生活様式に対応するために、
事業者自らが行う従業員や顧客等への感染予防となる新型コロナウイルス感
染症予防対策にかかる費用の一部を助成し、市内経済活動の早期の再開・回
復に向けた後押しとし、市内事業所及び労働者の安心安全を確保する。

R2.7.1 R3.3.31 117,200,000 117,200,000

(実施状況)
　市内事業所、個人事業者等が、従業員や顧客に対する感
染拡大防止対策に要する経費の一部に対して助成を行っ
た。
（実績）
・新型コロナウイルス感染症の予防対策経費にかかる助成
金
　1,172事業所　　117,200,000円

（実施における効果）
　市内1,172事業所において、消毒液やマスクの設置
等、従業員、来客者に対する感染防止策を実施したこと
により、感染拡大の未然予防と市内事業所の安心安全
への取り組みが進み、地域経済活動の早期の再開・回
復に繋がった。

商工政策課
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5 三好市雇用維持助成金 単

従業員の雇用維持に努めるとともに、新型コロナウイルス感染症の影響を受
け、国が認める特例措置期間内に休業等を実施し、雇用調整金又は緊急雇用
安定助成金を受けた事業者を対象に助成金を交付する。

R2.7.1 R4.3.31 56,410,000 27,110,000

(実施状況)
　令和2年7月より、市内対象事業者からの助成金交付申請
受付を実施。
（実績）
・市内の中小規模事業者(法人及び個人事業主)に対する助
成金
　5641人分（延べ）　　56,410,000円

（実施における効果）
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け休業等を実
施し雇用調整助成金等を受けた事業者（49事業所）に
対し本助成金を交付することにより、雇用調整助成金
等の活用促進並びに労働者の福利厚生の充実、雇用
の安定に寄与した。

商工政策課

6 Go To 秘境三好市トラベルキャンペーン 単
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける観光、運輸業、飲食業を対象とした
消費喚起を目的とした割引券や旅券の発行等のキャンペーンを実施する。 R2.6.23 R4.3.10 210,000,000 201,140,000

(実施状況)
第1弾　R2.7～8　対象エリア：全国
第2弾　R2.9～11　対象エリア：中国・四国
第3弾　R3.2.8～3　対象エリア：2月は四国　3月は中国・四
国
第4弾　R3.3.29～4.18　対象エリア：近畿・中国・四国
第5弾　R3.6.22～7.31　対象エリア：四国
第6弾　R3.8～9　対象エリア：中国・四国
（実績）
・チケット販売等の委託費： 210,000,000円

（実施における効果）
宿泊料金の助成額に対して、約3倍の流通額が発生し
た
トラベルクーポンの使用地域は山城が約50％、西祖谷
が20～30％。使用業種は小売店が50～60％（お土産店
が多い）、飲食店10～20％、ガソリンスタンドも利用数が
多い。
バス助成についてはほとんどが徳島県内。約半数は学
校団体の使用。教育旅行や修学旅行先を県内に変更
した団体が利用されたと推測される。

まるごと三好
観光戦略課

7 三好市新生児特別定額給付金支給事業 単

新型コロナウイルス感染症により、市民生活へもたらす影響が長期化するなか
国が行う特別定額給付金の対象とならなかった新生児に対して給付金により支
援することで、支給対象世帯の生活の安定等を図る。

R2.7.1 R3.3.31 5,500,000 5,500,000

(実施状況)
　2020年4月28日以降に生まれ、三好市の住民基本台帳に
記載されている児に対し、10万円を給付した。
　給付にあたり、対象児の保護者（母子健康手帳を交付した
母親）55人に対し、郵送による個別通知および市報・ホーム
ページに掲載し、事業の存在を知り円滑に申請できるよう周
知した。
（実績）
・対象児（2020年4月28日以降に生まれ、三好市の住民基
本台帳に記載されている児）に対しての給付金
　55人　　5,500,000円

（実施における効果）
 申請漏れがないよう、個別通知等の周知に加え、出産
後の新生児訪問等において再度説明するなどした結
果、対象の55人すべてが給付金の助成を受けることが
できた。
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、収入
が減少した家庭においては、出産に必要な準備資金と
なるなど、給付金支給事業により、生活の安定に寄与し
たと考える。

健康づくり課

8
新型コロナウィルス感染症対策地域公共
交通運行支援事業

単

新型コロナウイルスの感染拡大により需要が低迷している路線バス運行事業
者に対し奨励金を助成することで、新型コロナウイルス感染拡大予防を図りな
がら通勤、通学、通院、買い物等、市民生活を支える地域公共交通の安定的な
運行を確保する。

R2.10.1 R3.3.31 26,783,000 26,783,000

(実施状況)
29人以下:補助対象期間の運行キロ（5,786.00km）×補助単
価（85.97円）＝497千円（千円以下切捨て）＋29人を超える
車両:補助対象期間の運行キロ（237,760.56km）×補助単価
（110.56円）＝26,286千円（千円以下切捨て）

（実績）
・三好市内路線バス運行事業者に対する奨励金
　四国交通㈱　　26,286,000円
　㈱三野交通　　　　497,000円

（実施における効果）
奨励金を交付することにより、四国交通㈱が運行する9
路線13系統と㈱三野交通が運行する1路線2系統を廃
止・減便することなく、新型コロナウイルス感染症拡大
前の状況を維持し、市民の移動手段を確保することが
できた。

地方創生推進課

9 三好市秘境の宝物応援事業 単

ｗｉｔｈコロナ時代の消費行動や消費者ニーズの変化に対応し、地域経済の活性
化を図るため、新型コロナ禍の影響の大きな事業者が企画する商品の販売促
進や販路拡大を支援する。

R2.11.2 R4.3.31 24,900,139 15,969,000

(実施状況)
　withコロナ時代を見据え、事業者自らが企画提案した商品
を広く消費者に販売する。また市内特産品を詰め合わせた
「ふるさと小包」を販売することで市内事業者、地域商品の
販売促進や販路拡大を支援した。
（実績）
・事業者助成金：17,206,400円
・印刷手数料： 388,300円
・消耗品費：97,050円
・ＣＭ作成、情報登録等委託：1,769,548円
・ＣＭ等公告料等：1,108,367円
・ふるさと小包事業実施補助金：4,330,474円

（実施における効果）
　参加事業者は49事業者で、販売総額は34,412,800円
となった。またふるさと小包みの販売個数も545個とな
り、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市内事
業者の販売促進や地域産品の販路拡大に繋がった。

商工政策課

※交付金を活用した事業のみ掲載しています。

事業
終期
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10 三好市学校ＧＩＧＡスクール整備事業 単

GIGAスクール構想の実現に向けたタブレット端末導入及び校内の環境整備。
新型コロナウイルス感染症等の発生に伴う学校の臨時休校等の緊急時におけ
る家庭での継続的な学習環境の整備。

R2.12.1 R3.3.31 108,591,800 108,591,000

(実施状況)
　GIGAスクール構想の実現に向けたタブレット端末導入及
び校内のネットワーク環境整備を実施した。
（実績）
・生徒用の1人1台整備及び教員等用のタブレット端末及び
ソフトウェア購入及び設定費：　18,090,400円
・校内ネットワーク環境施設整備費：　90,501,400円

（実施における効果）
　タブレット端末導入及び校内のネットワーク環境整備
を実施した結果、児童生徒及び教職員が1人1台環境で
利用する学習用端末を整備することができた。
　また、新型コロナウイルス感染症等の発生した場合の
臨時休校等の緊急時における家庭での継続的な学習
環境の準備を整えることができた。

学校教育課

11 公共的空間安全・安心確保事業 単
市民生活維持のため、市民の協力を得ながら、市役所及び支所等の施設にお
いて検温の実施や飛沫感染防止を図る隔壁等の設置を行う。 R2.8.1 R3.3.31 18,691,714 18,691,000

(実施状況)
　市役所本庁舎、分庁舎、保健センター、支所等９施設の入
口において、9月下旬からの開庁日に本庁舎は常時２名、そ
の他の施設は１名の検温員（会計年度任用職員）を配置し、
来庁者に対して検温の実施及び手指消毒、マスク着用の協
力依頼を行った。また、市役所及び支所等の窓口や執務
室、議場にアクリルパネル等を設置し飛沫感染防止の対策
を行った。また感染リスクの軽減を図るため施設の修繕を
行った。
（実績）
・検温にかかる人員の配置経費（10人）：　13,051,079円
・非接触型検温器、フェイスシールドの購入費：　1,619,682
円
・感染症対策仕切版設置：　3,527,053円
・インターフォン移設：　47,300円

（実施における効果）
　検温員を配置し、検温の実施及び手指消毒、マスク着
用の協力依頼を行ったことにより、新型コロナウイルス
の感染拡大防止と来庁者の安全・安心を確保すること
ができた。
　また、アクリルパネルを設置すること等により、飛沫感
染のリスクを軽減させ、庁舎内等でクラスターの発生は
なく、まん延防止に効果があった。

総務課
管財課

12 避難所感染症緊急対策事業 単
新型コロナウイルス感染症対策として、災害時等に開設される市内の避難所に
対策に係る消耗品や備品を配備する、 R2.6.1 R2.7.16 1,982,718 991,000

(実施状況)
　避難所開設時に使用している
（実績）
・避難所用の手指消毒アルコール液購入費：　146,520円
・マスク購入費：　207,900円
・仮設トイレ購入費：　1,628,298円

（実施における効果）
　新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、災害時等に
開設される市内の避難所開設時に感染リスクの低減す
るための消耗品や備品を配備し蔓延するのを防ぐため
に使用できた。

危機管理課

13 コロナウイルス感染症対策事業 単

新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処する消防職員（広域連合に
所属）に手当を支給するとともに、感染リスクの低減するための消耗品等を配
備。業務上で感染者との濃厚接触の疑いがある場合、職場内での感染拡大を
回避するため検査結果が出るまでの間の待機場を設ける。

R2.9.1 R3.3.31 3,958,825 2,677,000

(実施状況)
　実施済み
（実績）
・1市1町で構成する広域連合負担金
　・消耗品（感染防護服、ゴーグル、マスク、消毒液）：
2,797,575円
　・特殊勤務手当：　218,000円
　・エアコンハウス、移動式トイレレンタル：　564,300円
　・エアコンハウス電気供給工事：　378,950円

（実施における効果）
　新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、三好市およ
び東みよし町で構成する「みよし広域連合消防本部」に
おいても、消防救急隊員の感染防止対策に向けた環境
整備が急務であった。本事業にて、感染防止に関する
消耗品や勤務にかかる特殊勤務手当、従事職員の隔
離等に必要なレンタルハウスを整備できたことにより、
新型コロナウイルス感染症に対応するための体制整備
を早急に行うことができた。

危機管理課

14 地方への人材循環促進住宅等整備事業 単

新型コロナ禍での価値観の変容による地方分散の機運を捉えるとともに新しい
生活様式（働き方の新しいスタイル）に対応した環境整備として、テレワーク環
境を整えた仕事場と住まいが近接又は融合する環境を整備し、本市のアウトド
アスポーツの優位性を活かしたワーケーションと連動させるとともに、3密対策不
可避な都市部の企業等と連携し企業に所属されるジョブ型雇用のワーカー等や
その家族の計画的かつ循環的な利用を促進するなか、新たな「働き方×暮ら
し」を実感するコミュニティを創出し、将来的な移住定住につなげる。

R2.12.14 R3.7.30 24,996,400 22,180,000

(実施状況)
　都市部企業人材等を対象としたテレワーク環境を整えた仕
事場と住まいが近接又は融合する環境整備にかかる設計
図書の作成及び用地造成を行った。
（実績）
・実施設計委託料:6,838,700円
・土地造成工事請負費:18,157,700円

（実施における効果）
　本件成果を基に、令和３年度において都市部企業人
材等の滞在・活動拠点となる住宅9戸及び供用オフィス
を整備。新たな生活様式（働き方の新しいスタイル）に
対応する形で人流を促進し、関係人口や将来的な移住
定住につなげる基盤の創出が図れた。

地方創生推進課

※交付金を活用した事業のみ掲載しています。

　令和２年度　三好市　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　実施状況及び効果検証シート
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・
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アウトドアスポーツツーリズム拠点施設整
備事業

単

新型コロナ禍での価値観の変容による地方分散の機運を捉えるとともに新しい
生活様式（働き方の新しいスタイル）に対応した環境整備として、湖面エリアに
ウォータースポーツを中心としたアウトドアスポーツアクティビティや宿泊機能を
付加した新たな観光拠点の整備し、より安心で快適な旅行ビジネスを展開す
る。

R2.8.5 R3.3.19 9,581,000 9,581,000

(実施状況)
　アウトドアスポーツツーリズムの拠点整備として、池田湖観
光拠点施設整備計画基本設計業務及び、池田湖に設置す
るラフティング体験や競技練習が日常的に行えるｽﾗﾛｰﾑラ
イン設置のため測量設計業務を発注した。
（実績）
・観光拠点の整備にかかる池田湖観光拠点施設整備基本
計画策定費用：　7,436,000円
・ラフティングのスラロームライン設置のための測量及び設
計業務委託費用：　2,145,000円

（実施における効果）
　池田湖において計画しているアウトドアスポーツツー
リズムの拠点整備において、新しい生活様式（働き方の
新しいスタイルも含む）に対応した、観光拠点整備に向
け、測量設計及び基本計画の策定を終えた。

まるごと三好
観光戦略課

16 インフルエンザワクチン予防接種事業 単

新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行の抑止を目的として、重症化リ
スクの高い65歳以上の高齢者や機能障害者、妊婦を対象に、インフルエンザ予
防接種にかかる費用の全額を助成する。

R2.10.1 R3.3.31 21,114,715 7,857,000

(実施状況)
　重症化リスクの高い65歳以上の高齢者、60歳から64歳の
機能障害者、妊婦を対象に無料でインフルエンザ予防接種
を実施
　接種期間　令和2年10月1日～令和3年1月15日
　　　　　　　　令和2年9月末　対象者11,317人に個別通知
　　　　　　　　接種者数8,267人（内　前年度からの新規接種
者数1,932人）
（実績）
・インフルエンザワクチン予防接種委託料：　6,970,596円
・県補助分　13,217,600円
・負担金：　167,045円
・郵送料：　759,474円

（実施における効果）
　接種費用を全額助成することで接種者数が前年度比
1,201人増加。これに伴い、三好保健所管内のインフル
エンザ罹患者数が前年度1,173人から令和2年度453人
と大幅に減少した。
　コロナウイルス感染症予防対策及びインフルエンザ予
防接種者の増加により、インフルエンザ罹患者数の減
少に繋がった。 健康づくり課

17 オンライン四国酒まつり 単

「地酒」を活用し、交流人口の拡大による地域経済の活性化に寄与してきた独
自イベント「四国酒まつり」のオンライン化し、コロナ禍においても継続的なイベ
ントとしての発信や成長を図るとともに、アフターコロナ期での地域への誘客を
通じた地域活性化につなげる。

R3.2.4 R3.3.31 3,609,029 3,609,000

(実施状況)
新型コロナウイルス感染拡大の状況下の中、四国酒まつり
の継続的開催を支援するため、ＷＥＢサイトで支援金を募
り、返礼品として地元酒造・四国内酒造の日本酒、地元特産
品等を申込者へ送付した。支援者総数350名
「四国酒まつり」の記念映像を制作し、池田ケーブルネット
ワークＹoｕｔｕｂｅチャンネルで配信を行った。
（実績）
・イベントのオンライン化支援補助金：　3,609,029円

（実施における効果）
　コロナ禍においても四国酒まつりを継続するため、オ
ンライン形式で酒まつりを実施した。オンライン開催に
関わる支援者に対して返礼品として地元日本酒、特産
品等を送付することで、地元酒造事業者等を支援する
とともに、三好市の情報発信と次回開催に向けて意識
の高揚を図ることが出来た。

まるごと三好
観光戦略課

18 子ども・子育て支援交付金 補
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う小学校の臨時休業による放課後児
童クラブでの児童の受入。 R2.4.1 R3.3.31 3,107,320 1,034,000

(実施状況)
　新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う小学校の臨時
休業による放課後児童クラブでの児童の受入。

（実績）
・放課後児童クラブ開所経費
　・臨時休業時 特別開所人材確保支援事業費：　3,107,320
円
　・事業実施日数：14日間
　・事業実施クラブ数：15クラブ

（実施における効果）
　小学校臨時休業中の期間において、午前中から放課
後児童クラブを開所し、共働き家庭などの児童を受け入
れた。
　エッセンシャルワーカー等が子どもを預けて働けるな
ど社会機能維持に寄与した。

子育て支援課

19

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）

補

学校再開等にあたり集団感染のリスクを避けるため、学校設置者が保健衛生
用品等を整備することにより、児童及び生徒が安心して学ぶことができる体制
の整備を促進する。

R2.4.1 R3.3.31 456,297 228,000

(実施状況)
　集団感染のリスクを避けるため、保健衛生用品等を購入し
た。
（実績）
・保健衛生用品等購入費
　・消耗品費：　456,297円

（実施における効果）
　集団感染のリスクを避け、安心して学ぶことができる
体制整備が進んだ。保健衛生用品等の充実が図られ
た。

学校教育課

※交付金を活用した事業のみ掲載しています。

事業実施における効果 担当課

　令和２年度　三好市　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　実施状況及び効果検証シート
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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)

補

感染リスクを最小限にしながら学校を再開し、十分な教育活動を継続するため、
学校設置者が学校における感染症対策を徹底しながら児童及び生徒の学びの
保障をする体制の整備を促進する。

R2.4.1 R3.3.31 19,388,110 9,694,000

(実施状況)
　教育活動を再開するにあたり、感染症対策を徹底しながら
児童生徒の学びを保障するために必要とする物品等を購入
した。
（実績）
・児童生徒教職員等の感染症対策及び夏季休業期間短縮
に伴う熱中症対策、児童生徒の学習保障のための物品の
購入費
　・小学校：　14校　　13,842,161円
   （消耗品費：9,380,521円、修繕料：1,312,300円、各種手数
料：34,100円、一般備品購入費：3,115,240円）
　・中学校：　6校　　5,545,949円
   （消耗品費：4,021,524円、各種手数料：271,700円、一般備
品購入費：1,252,725円）

（実施における効果）
　学校長判断で、感染症対策を徹底しながら児童生徒
学びを保障するための取組を実施したため迅速かつ柔
軟に対応できた。、保健衛生用品等の充実が図られ
た。

学校教育課

※交付金を活用した事業のみ掲載しています。

うち
交付対象経費

事業実施状況及び実績 事業実施における効果 担当課
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