
区長の皆さまへ

本資料は、令和４年度に実施する『新型コロナウイルス
対策事業』をまとめたものです。

ご確認いただくとともに、区民の皆さまからのお問合せ
などにご活用ください。

なお、事業の実施にあたっては、今後の感染状況等によ
り変更する場合があることをご了承ください。

本資料は、町ホームページからもご確認いただけます。

玉城町役場総務政策課
担当：中川，村井
℡.0596-58-8200



項目 担当課 主 な 事 業 予算額
（万円）

SDGs
関連項目

Ⅰ.おもいや
りあふれる
感染防止対
策

1,400万円

総務政策課/
保健福祉課/
教育委員会

〇自治区活動支援（自治区感染防止対策支援事業）

〇公共施設感染防止対策
学校・保育所等感染対策事業/感染防止対応用務員配置

〇感染者等支援対策
感染者給付金支給事業/自宅待機者等買物支援事業/ＰＣＲ等検査費用/
子育て世帯生活応援サポート事業/思いやりdeﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ/生活福祉資金免除
事業/就学援助要件緩和・拡充事業

150

900

350

Ⅱ.笑顔あふ
れる地域経
済の回復

5,550 万円

産業振興課 〇消費喚起・経済回復
デジタル商品券発行事業

〇事業者応援
特産品販売促進事業（自動販売機設置補助）/
玉城町版事業復活支援事業/テイクアウト推進事業

〇農業者応援
農産物販売価格低下対策事業

3,740

1,600

210

Ⅲ.やさしさ
あふれる未
来への対策

3,250 万円

総務政策課/
教育委員会

〇緊急雇用対策（会計年度任用職員雇用事業）

〇デジタル化推進
キャッシュレス窓口推進事業/行政デジタル化推進事業/

図書館パワーアップ事業

610

2,640

＜令和４年度版＞ ずっと。もっと。スマイルプラン

【令和４年度第１号補正予算概要 1億 200 万円】

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対応事業

三重県玉城町総務政策課※下線：R4新規事業
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№ 事業名 事業内容 予算額
（万円）

担当課 その他

1 自治区感染防止
対策補助事業

自治区等が主体的に準備する感染防止対策用品等の購入費用の一
部を補助します。

〇対 象：自治区，自主防災組織等
〇補助額：自治区基本額 20,000円

自主防災組織加算 20,000円
世帯加算 ＠1,000円×世帯数

150 総務政策課

2 学校・保育所等
感染対策事業

学校や保育所、役場庁舎など公共施設の感染防止対策を徹底する
ため衛生用品や必要な備品を配備します。

503.7 総務政策課
保健福祉課
教育委員会

3 感染防止対策対応
用務員配置事業

児童福祉施設の遊具、おもちゃ等の消毒を行うため、会計年度任
用職員４人を町内保育所等に配置します。

396.3 保健福祉課

4 感染者給付金支給
事業

感染者への経済的な支援を行うため生活支援金を支給します。
〇対 象：新型コロナウイルス感染者
〇支給額：２万円/人

100 保健福祉課

5 自宅待機者等買物
支援事業

感染者及び濃厚接触者等で自宅待機を余儀なくされている方の日
常生活を支援するため買い物等の代行を行います。

12 保健福祉課

Ⅰ思いやりあふれる感染防止対策 １,４００ 万円

自治区活動支援 １５０万円 (№1) / 公共施設感染防止対策 ９００万円 (№2~3) / 感染者等支援対策３５０万円 (№4~10)

２



№ 事業名 事業内容 予算額
（万円）

担当課 その他

6 ＰＣＲ等検査費用 必要な職員などにＰＣＲ・抗原検査を実施することで、職場の感
染防止を図ります。

66 総務政策課

7 子育て世帯生活
応援サポート事業

「ファミリー・サポート・センター」に登録された依頼会員に対
し、年度内有効の利用券を配布し、外出や就労等の負担軽減を図
ります。

10 保健福祉課

8 思いやり de
プロジェクト

①感染者及び濃厚接触者等で自宅待機を余儀なくされている方
の日常生活を支援するため、緊急的に食料や日用品を提供し
ます。

②子どもへのマスク着用を支援するため、子供用不織布マスク
を配布します。
〇対象者：町内保育園児

127 総務政策課

9 生活福祉資金免除
事業

新型コロナの影響で生活に困窮する世帯に対し、生活福祉資金貸
付金の返済を免除します。

15 保健福祉課

10 就学援助要件
緩和・拡充事業

コロナ禍の中、営業活動の自粛や雇止め等により、経済的に困窮
する小中学生がいる世帯に対し、就学援助等の支援を行います。

20 教育委員会

Ⅰ思いやりあふれる感染防止対策 １,４００ 万円

自治区活動支援 １５０万円 / 公共施設感染防止対策 ９００万円 /感染者等支援対策３５０万円

３



№ 事業名 事業内容 予算額
（万円）

担当課 その他

11 デジタル
プレミアム商品券
発行事業

町民の生活支援と地域経済の活性化（消費喚起）を強力に推進す
るため、カード式商品券を発行します。
〇対 象 者：全町民
〇支 給 額：1,000円のプリペイドカード

※チャージやスマートフォンに対応できるような
方式を検討しています

※今後、地域通貨としても活用可能な方法を検討
しています

〇配布方法：世帯ごとに郵送
〇配布時期：夏頃

3,740 産業振興課 新規

12 特産品販売促進
事業(自動販売機設
置補助事業)

地元産品の販売を促進し、町内事業者の事業継続を支援します。
時間を問わず、非対面で販売可能な「自動販売機」の購入費用の
一部を補助します。
〇対 象 者：町内事業者
〇補 助 額：購入費用の3/4 ※上限 100万円

500 産業振興課 新規

13 玉城町版事業復活
支援事業

国の事業復活支援金の給付を受けた事業者を対象に、事業継続の
ための支援金を交付します。
〇支給額：10万円

1,050 産業振興課 新規

14 テイクアウト推進
事業

テイクアウト事業に取り組む飲食店等を支援するため、チラシ等
によるＰＲを行います。

50 産業振興課

15 農産物販売価格
低下対策事業

農業経営収入保険の保険料の一部を補助し、農業者（法人含む）
の事業継続を支援します。

210 産業振興課

Ⅱ笑顔あふれる地域経済の回復 ５,５５０ 万円

消費喚起・経済回復 ３，７４０万円 (№11) / 事業者応援 １，６００万円 (№12~14) / 農業者応援２１０万円 (№15)

４



№ 事業名 事業内容 予算額
（万円）

担当課 その他

16 会計年度任用職員
雇用事業

雇止め、内定取り消し等の就労機会を失った方々などを対象に、
町が一時的に会計年度任用職員としてつなぎ雇用し、将来に向け
た就職を支援します。

374 総務政策課

17 キャッシュレス
窓口推進事業

役場窓口で支払う証明書手数料などについて、クレジットカード
や電子マネーなどで支払いができるよう、窓口のキャッシュレス
化に取り組みます。

106.4 総務政策課 新規

18 行政デジタル化
推進事業

町デジタル化推進計画に基づき、役場業務のデジタル化を推進し、
住民サービスの向上やウィズ/アフターコロナに向けた新しい働
き方の実現に取り組みます。

1,798.6 総務政策課

19 図書館パワー
アップ事業

図書館の改装工事にあわせ、非接触の図書貸し出しと蔵書の充実
に向けて、『電子書籍』を導入します。また、タブレットも同時
に整備し館内で閲覧が可能な環境を整え、読書環境の充実に取り
組みます。
※Ｒ４電子書籍数：２，０００冊（予定）

735 教育委員会 新規

Ⅲやさしさあふれる未来への対策 ３,２５０万円

緊急雇用対策６１０万円 (№16) / デジタル化推進２，６４０万円 (№17~19)

５


