
（単位：円）

番号 活用事業 実績 実績額 充当額 効果検証 担当係

1 各種備品の購入

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、庁舎用、来庁者用、公共
施設用、学校施設用等に各種消耗品等を購入。（ビニール間仕切、消毒用ア
ルコール：200本、ハンドソープ：42本、手指消毒液18本、次亜塩素
水：20ℓ、噴霧器：6台、ウイルスミスト：10箱、うがい薬：1ℓ、除菌
スプレー：6本、血圧計：7台、パルスオキシメーター：5個、パーティ
ション：6張、マスク：46,000枚、エプロン：30着等）

14,712,490 11,761,000
庁舎（職員、来庁者）やその他の公共施設、学校施設や介護
予防施設等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止のための対策が図られている。

総務、介護保険、
学校教育

2 受験対策事業

高森中学校1～3年生、高森東学園義務教育学校7～9年生を対象に、国語・
数学・英語・理科・社会の5教科をTPCサブチャンネルで放送。（中2～3
（5～8月）：3,000円×105人×4ヶ月、中1～中3（9～2月）：2,500
円×180人×6ヶ月）

4,356,000 4,356,000
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う休校期間中の学
びの機会の確保が図られ、受験生への影響も緩和された。

政策企画

3 人材派遣委託料 総合窓口対応を兼ねた人材を確保。（2名） 3,296,453 3,296,000
来庁時の手指消毒や検温の徹底を図りながら、同時に行政
サービスの向上にも繋がった。

福祉

4 住民検診に係る経費 住民検診に係る健診セット及び健診結果を郵送。 920,000 920,000
例年、職員や民生委員などにより配布されている住民検診
セット等について、すべて郵送することで、人同士の接触を
避けることができた。

国民健康保険

5 休業事業所補助事業
営業を自粛し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に協力した町内事
業所に対し1日10,000円、最大120,000円を給付。（申請件数：131
件）

12,810,000 12,810,000
新型コロナウイルス感染症の影響により急激に経営が悪化し
た事業者へ支援を行うことで、廃業事業者を出すことなく経
営及び雇用の維持が図られている。

商工観光

6 商工会費ゼロ事業

売上が減少している商工業者の負担軽減、新規加入事業者の掘り起こし、本
年度以降展開する新型コロナウイルス感染症対策事業の円滑な遂行等を目的
に、町内に本店本所のある事業所の商工会費を全額補助。（対象件数：
212件）

3,452,750 3,452,000
新型コロナウイルス感染症の影響により急激に経営が悪化し
た事業者へ支援を行うことで、廃業事業者を出すことなく経
営及び雇用の維持が図られている。

商工観光

7 遠隔授業実施事業
休校期間中の学びを確保するため、オンライン授業を実施するための整備。
（町内学校施設に対する遠隔授業のための整備費用助成：3校、ルーターレ
ンタル料：40台）

5,757,184 3,757,000
新型コロナウイルス感染症の影響により遠隔での授業が余儀
なくされた場合でも、迅速な対応ができる体制が構築されて
いる。

学校教育

8 経営安定資金利子補給費補助金
経営が悪化した農林漁業者が経営資金を借りる際の保証料と5年間分の利子
を補てん。（申請件数：9件）

353,869 124,000
新型コロナウイルス感染症の影響により急激に経営が悪化し
た農業者へ支援を行うことで、町の基幹産業である農業の経
営安定が図られている。

農林振興

9 指定避難所の強化

指定避難所にアルコール等の消毒用品一式を備付。（感染防止用セット、非
接触体温計：116本、消毒用アルコール：20個、飛沫ガード：40台、抗
原検査キット：400個、加湿器：24台、パーティション：220張、簡易
ベッド：100台）

20,496,696 20,496,000

避難所を運営する上で、重要な要素の一つである新型コロナ
ウイルス感染症を含む感染症対策について、町指定避難所に
アルコール等の消毒用品一式を整備することで、指定避難所
における初動期の迅速な対応及び中長期の適切な避難所運営
が可能となっている。

総務

10 MADE in ASOマスク関係追加経費 MADE in ASOマスクを町民1人あたり2枚配布。（マスク：11,200枚） 714,479 713,000
全国的なマスク不足時において、町独自の支援策として飛沫
感染対策に大きく貢献している。

総務

令和２年度新型コロナウイルス感染症対策『地方創生臨時交付金』活用事業の効果検証

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、地域の実情に応じてきめ細やかに効果的・効率的で必要な事業を実施するよう国から交付されたものです。
各地方公共団体においては、事業終了後に臨時交付金を活用して実施した事業の実施状況及びその効果について公表することとなっており、公表にあたっては、ホームページへの掲載により
その内容を一般に閲覧できるようにするなど、広く透明性を持った手法で行うこととなっています。
このことから、臨時交付金を活用した事業の実施状況及び効果の検証について公表するものです。



（単位：円）

番号 活用事業 実績 実績額 充当額 効果検証 担当係

令和２年度新型コロナウイルス感染症対策『地方創生臨時交付金』活用事業の効果検証

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、地域の実情に応じてきめ細やかに効果的・効率的で必要な事業を実施するよう国から交付されたものです。
各地方公共団体においては、事業終了後に臨時交付金を活用して実施した事業の実施状況及びその効果について公表することとなっており、公表にあたっては、ホームページへの掲載により
その内容を一般に閲覧できるようにするなど、広く透明性を持った手法で行うこととなっています。
このことから、臨時交付金を活用した事業の実施状況及び効果の検証について公表するものです。

11 テレワーク用機器購入等事業
テレワークのためのタブレットPCを整備。（タブレットPC：20台、ライ
センス：20式）

5,694,190 5,694,000
庁舎内での職員による3密回避のため、テレワークに対応し
た環境構築が図られている。

総務

12 買い物困難地域移動販売支援事業
買い物困難者に対して移動販売支援事業を実施。（町内コンビニエンススト
アへの負担金）

520,000 520,000
コロナ禍における高齢者などの買い物困難者への支援だけで
なく、外出機会の創出も図られている。

介護保険

13 デリバリー支援事業 町内飲食店のデリバリーに係る経費を補助。（販売数：596品） 670,000 670,000
新型コロナウイルス感染症による外出自粛等の影響を受け、
多大な経済的負担を受ける町内飲食店の利用促進が図られて
いる。

商工観光

14
南阿蘇鉄道オンライン予約システム構築
事業負担金

南阿蘇鉄道のHPやスマートフォンからも予約ができるシステムを構築。 1,500,000 1,500,000
新型コロナウイルス感染症予防として、電話対応で行ってい
るトロッコ列車等の予約をオンラインでも可能にすることで
職員による3密回避が図られている。

交通政策

15 高森はしご酒事業負担金 町内飲食店で使用できるクーポン券を販売。（販売枚数：144セット） 700,000 700,000
新型コロナウイルス感染症による外出自粛等により多大な経
済的負担を受ける町内飲食店の利用促進が図られている。

商工観光

16
南阿蘇地域観光誘客キャンペーン事業負
担金

南阿蘇村と連携し、県内をターゲットとした周遊促進事業を実施。（実行委
員会への負担金）

1,000,000 1,000,000
新型コロナウイルス感染症に伴う自粛等により大幅に落ち込
んだ観光入込客数を回復するための対策が講じられている。

商工観光

17 体表面モニタリングシステム等購入事業
体表面モニタリングシステム機器を購入。（体表面モニタリングシステム：
2式、ハンディサーマルカメラ：5台）

2,108,480 2,108,000

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、役場庁舎
や指定避難所等の入り口で体温を測定するための機器を購入
することで、有事の際における避難所での感染拡大防止が図
られている。

総務

18 コロナ関係消耗品（防護服等） 庁舎用の消毒作業用資機材等を購入。（消毒用品、防護服各一式） 2,035,000 2,035,000
新型コロナウイルス感染症が庁舎内で発生した場合に早急に
消毒を実施することで、事後の行政サービスの低下を防ぐこ
とが図られている。

総務

19 庁舎内トイレ手洗い場修繕 役場庁舎内のトイレにセンサー式蛇口等を整備。（16カ所） 7,833,330 7,833,000
職員だけでなく町民も使用する庁舎内トイレについて、平時
及び有事の際の感染症予防対策が図られている。

総務

20
新型コロナウイルス感染症拡大防止消毒
事業

新型コロナウイルス感染症が発生した住宅等について、希望者に対して専門
業者による施設の消毒及び清掃を実施。（4回）

4,512,500 4,512,000
町内での新型コロナウイルス感染症発生後における、二次感
染防止対策が図られている。

総務
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21 消毒作業講習会負担金 職員が消毒作業を行うための講習会を開催。 100,000 100,000
新型コロナウイルス感染症が庁舎内で発生した場合に早急に
消毒を実施することで、事後の行政サービスの低下を防ぐこ
とが図られている。

総務

22 特別定額給付金（新生児向け）
基準日の翌日以降に生まれた子どもに対し、1人10万円を給付。（申請件
数：24件）

2,400,000 2,400,000
国が実施した特別定額給付金の給付以降に生まれた子どもへ
の助成を通して、町民のコロナ禍における家計への支援が図
られている。

福祉

23 予防接種事業の拡充
インフルエンザ予防接種全額助成事業と高齢者肺炎球菌予防接種65歳以上
全員対象事業を実施。（インフルエンザ：3,741人、成人肺炎球菌：202
人）

12,302,000 12,302,000
新型コロナウイルス感染症とインフルエンザ及び高齢者肺炎
球菌の同時流行を防ぐことで、医療機関の負担軽減と医療費
削減が図られている。

福祉

24 湧水トンネル公園料金所自動検温器 湧水トンネル公園入口に設置する体表面モニタリングを購入。 556,930 556,000

湧水トンネル公園への入館可否を判断し、同時に従業員と来
場者の距離を確保するために検温器測定画面を料金所部屋内
で監視することで、施設内での感染防止対策が図られてい
る。

町民支援

25
公共施設等における花きの活用拡大支援
事業負担金

町内の公共施設等に花きを装飾展示。（13箇所） 1,560,000 1,560,000
新型コロナウイルス感染症の影響により、国内消費が減退し
ている花きについて、農家の支援と販売促進のためのPRが
図られている。

農林振興

26
森林・山村多面的機能発揮対策交付金事
業

里山林や放置竹林の整備、森林資源の利活用等、活動組織が行う里山山林整
備活動に対して助成。（協議会への負担金）

69,000 69,000
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が悪化し、就
業機会が減少した林業従事者の雇用の場の創出が図られてい
る。

農林振興

27 コロナ関係消耗品（観光関係）
町内飲食店等に新型コロナウイルス感染症対策用品を配布。（アクリルパー
ティション：448枚、フェイスシールド：3,000個、幟：200枚、ステッ
カー：200枚）

6,295,960 6,295,000
新型コロナウイルス感染症対策について、高森町で設定した
チェックリストの要件を満たした事業者に各種用品を配布す
ることで、継続的な事業実施が図られている。

商工観光

28 感染防止徹底宣言デザイン料 町内飲食店等に配布するステッカー及び幟のオリジナルデザインを制作。 77,000 77,000
新型コロナウイルス感染症対策について、高森町で設定した
チェックリストの要件を満たした事業者に各種用品を配布す
ることで、継続的な事業実施が図られている。

商工観光

29 町内事業所感染防止対策基盤整備事業
町内事業者の感染防止対策に係る物品購入等に対して助成。（補助率3/4、
上限10万円）（申請件数：42件）

3,808,000 2,053,000
熊本県が推進する「熊本型事業所コロナ感染防止事業」を拡
充することで、町内事業者における感染症対策及び安心安全
な事業継続が図られている。

商工観光

30 給水車購入事業
巡回給水活動を実施するための給水車を導入。（ステンレスタンク給水車両
2t・4t各1台）

40,000,000 繰越
災害時等の指定避難所の過密状態を回避するため、多くの自
主避難所を開設することを想定した給水対策等が図られてい
る。

水道
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31 庁舎・総合センター無線LAN整備事業 役場庁舎内の無線LANを増設整備。（工事：1式） 2,244,000 2,244,000
防災拠点となる役場庁舎においてWi-Fi環境の増設を実施す
ることで、有事の際の情報発信基盤やコロナ禍における遠隔
通信環境の構築が図られている。

総務

32 阿蘇大橋観光誘客事業
南阿蘇村、大津町と連携したスタンプラリー等の周遊促進事業を展開。（協
議会への負担金）

1,000,000 1,000,000
新たに開通した新阿蘇大橋をフックに、アフターコロナ時の
観光誘客による地域活性化が図られている。

商工観光

33 公共交通支援事業（南阿蘇鉄道）
南阿蘇鉄道に対し、便数や施設等の利用を整えるための経費を支援。（南阿
蘇鉄道への負担金）

11,037,000 11,037,000

新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に大きな影響
を生じている南阿蘇鉄道に対し、3密回避のための運行によ
るアフターコロナ時の観光誘客を通した地域活性化が図られ
ている。

交通政策

34 避難所用発電機導入事業 町内の公民館等に発電機を導入。（31台） 16,928,996 16,928,000
有事の際に一次避難所となっている公民館等に対し、避難所
としての機能を向上させるための整備を行うことで、分散避
難による指定避難所の3密回避が図られている。

福祉

35 キャッシュレス決済普及推進事業 キャッシュレス決済を導入。（スマホ決済・コンビニ収納） 10,015,000 繰越
コロナ禍における町の税・料納付に係る衛生的な感染症予防
の環境構築と納付機会の拡大が図られている。

税務

36 認定農業者等農業経営効率化事業
認定農業者が取組む経営対策に対して補助金を交付。（補助率：3/4（上限
50万円））（申請件数：59件）

28,616,653 28,616,000
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が悪化した認
定農業者等に対して支援することで、将来を見据えた創造的
かつ効率的な農業経営が図られている。

農林振興

37 農林畜産業者経営効率化事業
農業用機械の導入に対して補助金を交付。（補助率：3/4）（申請件数：
26件）

2,423,178 2,423,000
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が悪化した農
林畜産業者の経営の効率化が図られている。

農林振興

38 農村集落景観維持事業
町が除草用の農業機械を購入し、貸付を実施。（スライドモア：10台、ハ
ンマーナイフモア：1台）

9,703,320 9,703,000
新型コロナウイルス感染症の影響により、これまで共同で
行っていた除草作業等の実施が困難となった地区への支援が
図られている。

農林振興

39 避難所用テレビ導入事業 町内の公民館等に液晶テレビを導入。（32台） 5,940,000 5,940,000
有事の際に一次避難所となっている公民館等に対し、行政情
報がいち早く届けられる環境を構築することで、分散避難に
よる指定避難所の3密回避が図られている。

介護保険

40 シニアカー購入事業
シニアカー（電動カート）を導入し、町民に貸与。（シニアカー：15台、
安全講習会費用：7名）

10,994,000 10,994,000
新型コロナウイルス感染症により外出が減った高齢者の外出
機会を創出するとともに、運転免許証の返納推進が図られて
いる。

福祉



（単位：円）

番号 活用事業 実績 実績額 充当額 効果検証 担当係

令和２年度新型コロナウイルス感染症対策『地方創生臨時交付金』活用事業の効果検証

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、地域の実情に応じてきめ細やかに効果的・効率的で必要な事業を実施するよう国から交付されたものです。
各地方公共団体においては、事業終了後に臨時交付金を活用して実施した事業の実施状況及びその効果について公表することとなっており、公表にあたっては、ホームページへの掲載により
その内容を一般に閲覧できるようにするなど、広く透明性を持った手法で行うこととなっています。
このことから、臨時交付金を活用した事業の実施状況及び効果の検証について公表するものです。

41 農業土壌改良事業 堆肥購入に係る経費の半額を補助。（申請件数：45件） 1,111,500 1,111,000
新型コロナウイルス感染症の影響で農業経営が悪化した農業
者への支援と併せて、農業経営の安定と国内生産力の確保を
図られている。

有機農業推進

42 テイクアウト支援事業
町内飲食店テイクアウトメニューをとりまとめた「TAKAMORI
TAKEOUT GOURMET BOOK」を作成。（5,000部）

995,500 995,000
新型コロナウイルス感染症により多大な経済的影響を受ける
飲食店の支援が図られている。

商工観光

43 高森町データ放送連携アプリ開発事業 町からの行政情報や避難所等の状況確認も可能な専用アプリを開発。 14,740,000 14,740,000
どこにいてもすぐに高森町のコロナ関連情報や有事の際の避
難所等の状況確認もできることで、3密を回避し、分散避難
への対応も可能な環境構築が図られている。

総務・情報管理

44 県産馬肉学校給食提供支援事業 町内全小・中・義務教育学校で馬肉給食を実施。（実施回数：2回） 550,000 276,000
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している
町内精肉店等の継続支援だけでなく、県産馬肉の需要拡大、
子どもたちへの食育も図られている。

学校給食

45 議会用タブレット導入事業
議会議員等が出席する会議や打ち合わせによる密を避けるためタブレット
PCを購入。（タブレットPC：10台）

2,821,500 2,821,000
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、議
会議員によるリモートでの会議等の実施が図られている。

庶務

46 抗原定性検査キット等購入事業
感染者の確認後、検査対象とならなかった町民向けに町で購入した検査キッ
トにより検査を実施。（抗原検査キット：1,850個）

7,783,090 7,783,000
新型コロナウイルス感染症に対する町民の不安解消のための
町独自の対策が図られている。

福祉

47 高森町事業所継続支援補助金
外出自粛等により多大な経済的影響を受ける町内事業者の事業継続を支援す
るため、一律10万円に加え前年の事業収入の1/100を加算して補助。（申
請件数：64件）

18,035,000 18,035,000
新型コロナウイルス感染症の影響により急激に経営が悪化し
た事業者へ支援を行うことで、廃業事業者を出すことなく経
営及び雇用の維持が図られている。

商工観光

48 成人式延期に伴う店舗等助成金
R3成人式の無期限延期に伴い、予約キャンセルのあった理髪店・写真館等
に対し、一律10万円を助成。（申請件数：7件）

700,000 700,000
新型コロナウイルス感染症の影響による成人式中止に伴う予
約キャンセルのあった理髪店・写真館等の負担軽減が図られ
ている。

社会教育

49 感染症ハンドブック製作
町民が安心して自宅療養等にも対応できるようハンドブックを制作。
（5,000部）

1,980,000 1,980,000
新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる場合や陽性診
断後に自宅療養となった場合、家族が自宅療養となった場合
に安心して対応可能な環境構築が図られている。

福祉

308,231,048 250,995,000合　計


