
1 定額給付金給付事業

基準日（令和2年4月27日）において住民基本台帳に記録されている方に対し、1人につき10万円を給付しまし

た。

○相談窓口の開設：8月11日(火)まで《役場町民課、東郷支所及び泊支所。平日のみ開設》

○特別定額給付金申請書の受付：8月11日(火)まで

○給付状況　8月14日までに16,758人に支給済

　　　　　　支払済者の割合99.91％（対象者（人口）による割合）

町民課

定額給付金相談窓口

TEL３５－５３８８

2
ひとり親家庭等生活支援

特別給付金

児童扶養手当受給者に給付金を支給し、ひとり親家庭を支援します。4月分児童扶養手当受給者に対し、対象児

童1人当たり10,000円の特別給付金を支給しました。

〇給付状況　対象者139人に支給済

3
ひとり親世帯臨時特別給

付金

児童扶養手当受給者等に臨時特別給付金を支給し、ひとり親家庭を支援しました。

①-1基本給付（児童扶養手当受給世帯等への給付）

令和２年６月分の児童扶養手当の受給者等に対し、１世帯50,000円、第２子以降1人につき30,000円の給付を行

いました。

①-2基本給付の再支給

基本給付を受けた方へ基本給付と同額を再支給しました。

②追加給付（収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付）

令和２年６月分の児童扶養手当の受給者等で、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により収入が大きく減少し

た方に対し、申請により１世帯50,000円の追加給付を行いました。

◎申請期限：令和3年2月26日（金）申請を受け付け次第可能な限り速やかに支給しました。

◎給付状況

①-1　156世帯に支給済

①-2　156世帯に支給済

②　　61世帯に支給済

4
子育て世帯への臨時特別

給付金給付事業

子育て世帯の生活を支援するため、児童手当を受給する世帯（児童手当特例給付受給世帯を除く。）に対し、対

象児童（平成16年4月2日～令和2年3月31日生）1人につき1万円を給付しました。

○児童手当登録口座等への振込：6月15日(月)に実施済みです。

※公務員世帯分の臨時特別給付金申請受付・登録口座等への振込も終了しました。

○給付状況（支払済者の割合）：97.71％（対象者（人口）による割合）

5
ゆりはま赤ちゃん特別支

援金

特別定額給付金の基準日（令和2年4月27日）後に生まれた子どもの保護者で、支援金申請日に住民基本台帳に記

録されている方（親子とも）に対し、子ども1人につき10万円を給付し、生活に不安を抱えながら子育てをして

いる保護者の方への支援を実施しました。

①支給対象者：令和2年4月28日～令和3年3月31日に生まれた子どもの保護者

②申請期間：令和2年11月1日～令和3年4月30日まで　　③給付状況：100％（対象者による割合）

6
町内医療機関応援給付金

事業

《令和2年度》

新型コロナウイルスの感染拡大により、患者数の減や衛生物品の不足などの影響を受けている町内医療機関に対

し、必要な環境整備などに支援を行いました。新型コロナウイルス感染拡大が収まらない厳しい状況下の中、懸

念されている衛生物品の早期確保、今後想定される第2波、第3波を見据えた対応を促進しました。

【概要】

〇１医療機関当たり50,000円を給付しました。

〇町内医療機関は、内科（3）、整形外科（1）、小児科（2）、歯科（5）

【給付状況】

〇令和2年10月に町内11医療機関に給付済。

7
町内医療機関応援給付金

事業

《令和3年度》

新型コロナウイルスの感染拡大防止、予防により、今後も継続して衛生物品等の確保が必要となる町内医療機関

に対し、必要な環境整備などに支援を行いました。

【概要】

〇１医療機関当たり50,000円を給付しました。

〇町内医療機関数は、内科（3）、整形外科（1）、小児科（2）、歯科（5）

【給付状況】

○令和3年10月に町内11医療機関に給付済。

8
沿岸漁業者経営支援臨時

給付金事業

新型コロナウイルス感染拡大の影響により売り上げが減少している町内の沿岸漁業者への支援として、上限8万

円の臨時給付金を支給しました。

〇対象者　町内在住の沿岸漁業を生業とする漁協組合員で来年度以降も事業継続する意思がある者

〇給付額　R1年度の水揚金額90万円以上：80,000円、同40万円以上～90万円未満：40,000円

〇申請時期：5月13日～6月30日

○給付実績：23件、160万円

産業振興課

生産振興係

TEL３５－５３８４

9
新型コロナウイルス感染

予防対策協賛店奨励事業

新型コロナウイルス感染予防対策を行いながら事業を継続する事業所の支援を目的に県が募集する「新型コロナ

ウイルス感染予防対策協賛店」を奨励するため、町内の新型コロナウイルス感染予防対策協賛店１事業所あたり

10,000円の奨励金を交付しました。

〇給付状況：199件、199万円

10
温泉ふれあい会館指定管

理等経費

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、休業や施設の利用制限などを余儀なくされた指定管理者に対し、今後の事

業継続を支援するため給付金（100万円/1施設）を支給しました。

給

付

金

産業振興課

商工観光係

TEL３５－５３８３

健康推進課

健康増進係

TEL３５－５３７５

総合福祉課

総合福祉係

TEL３５－５３７４

子育て支援課

子育て支援係

TEL３５－５３２４
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項目 事業名 担当部署・相談窓口事業内容・実施状況【令和4年8月1日現在】番号

11
温泉保養施設指定管理等

経費

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、休業や施設の利用制限などを余儀なくされた指定管理者に対し、今後の事

業継続を支援するため給付金（100万円/1施設）を支給しました。

12
グラウンドゴルフふる里

公園指定管理等経費

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、休業や施設の利用制限などを余儀なくされた指定管理者に対し、今後の事

業継続を支援するため給付金（100万円/1施設）を支給しました。

13 緊急家賃支援事業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により令和2年4月の売り上げが前年同月比50％以上減少した町内に店舗を

賃貸している事業者に、家賃・地代の負担を軽減するため給付金を支給します。国の家賃支援制度の支援対象と

ならない令和2年4月の1か月分の家賃の2/3を給付しました。

○申請時期　8月3日～1月15日

○給付状況：11件、30万円

14
事業継続支援臨時給付金

事業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上げが前年対比20％以上減少した事業者に業績低下の大きさと事

業規模（雇用保険被保険者数）に応じて最大100万円の給付金を支給しました。

○申請時期：6月3日～1月15日

○給付状況：291件、6,520万円

15
温泉配湯事業支援給付金

事業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により旅館等温泉事業者が休業する中、旅館等温泉事業者からの配湯料収

入が減額となる温泉配湯管理法人に対し、安定的な共同配湯事業を維持できるよう給付金を交付しました。

〇給付状況：2件、260万円

16
理美容事業者等応援給付

金事業

利用者の減少や感染対策物品の用意などの必要性が生じている理美容業など人との接触が避けられない業種の町

内事業者の皆さまに、感染症予防対策のための給付金5万円を給付しました。

〇１事業者あたり50,000円を給付しました。

〇対象業種　理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業（手技を用いるもの）、ネイルサービス

業、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所

○給付状況：11件、55万円

17 事業者応援給付金事業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により令和2年の売り上げが前年の売り上げと比較して20％以上減少した

事業者に給付金を支給しました。

○給付状況：83件、2,655万円

18 観光産業支援給付金
新型コロナウイルスの影響により、旅館等温泉事業者から徴収している宿泊客数に応じた組合費が減額となるは

わい温泉・東郷温泉旅館組合に対し、観光振興のための事業が継続できるよう支援しました。

19 学生生活応援事業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により将来に不安を抱えている町在住及び町出身の学生に対し、１人当た

り30,000円を給付しました。県外で生活している学生には町の特産品も送りました。

○対象者：町内在住または町出身（保護者等が町内に住所を有している場合に限る）で、大学、大学院、短期大

学、高等専門学校第4学年以上、専修学校専門課程等に在籍する30歳未満の方。

○支援内容：1人当たり30,000円の給付金、町の特産品（県外居住者のみ）

〇申請期間：令和2年9月1日（月）～12月25日（金）

〇給付状況：県内在住者105人、県外在住者304人に支給済

〇特産品送付：304人送付済

生涯学習・人権推進課

社会教育文化振興係

TEL３５－５３６７

20
新型コロナウイルス感染

症対策指定管理者支援給

付金

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、休業や施設の利用制限などを余儀なくされた指定管理者に対し、今後の事

業継続を支援するため給付金を支給しました。

〇対象者　　東郷運動公園管理運営指定管理者

〇給付額　　　100万円

〇事業開始日　令和2年12月23日

〇支給日　　　令和3年1月25日

生涯学習・人権推進課

スポーツ振興係

TEL３５－５３６８

21
コロナに負けるな高齢者

応援事業

新型コロナウイルス感染症の拡大により外出を控える高齢者の外出支援・生活支援および町内事業者支援のた

め、75歳以上の高齢者全員に対し、外出時の感染症予防対策のためのマスクと町商工会が発行する商品券を配布

しました。

〇　高齢者1人につき不織布マスク5枚と2,000円分の商品券を配布しました。

◎配布時期：9月25日（金）に発送し、9月27日（月）から配達開始。以降10月中旬にかけて対象者宛に配布

（施設等一部持参あり）

◎実　　績：75歳以上の高齢者2,814人に対し、ゆりはま商品券2,000円分と不織布マスク5枚、町長からのお祝

いとコロナ対策啓発のメッセージを同封して配布済

長寿福祉課

長寿福祉係

TEL３５－５３７９

22
テイクアウト応援クーポ

ン事業

飲食店等が販売するテイクアウト商品購入に利用できる割引クーポン券を、学校の休校等により負担感が増して

いる子育て世帯に配布し、飲食店等の事業継続支援と子育て世帯の生活支援を図りました。1,000円以上利用し

た場合に500円割引するクーポン券を、7月末までに中学生以下の子育て世帯1320世帯に対し、2枚ずつ交付しま

した。

産業振興課

商工観光係

TEL３５－５３８３

給

付

金

産業振興課

商工観光係

TEL３５－５３８３

商

品

券

・

ク

ー

ポ

ン

券



項目 事業名 担当部署・相談窓口事業内容・実施状況【令和4年8月1日現在】番号

23 観光産業復興事業

新型コロナウイルス感染症の流行により多大な被害を受けたはわい温泉・東郷温泉の復興を促進するため、はわ

い温泉・東郷温泉に宿泊された方へ宿泊費の一部を割引するキャンペーンを実施しました。

〇　宿泊感謝割引キャンペーン

　　　実施時期　１回目：R3.4.3～4.29（宿泊された方１人あたり2,000円割引）

　　　　　　　　２回目：R3.11.1~12.5（宿泊された方１人あたり2,000円割引）

24
琴浦・北栄・湯梨浜グル

メキャンペーン事業

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている地元飲食店等の消費喚起を図るため、湯梨浜・琴浦・北栄町の

参加飲食店によるスタンプラリーを実施しました。

〇湯梨浜・琴浦・北栄グルメキャンペーン負担金　 342,000円

　実施時期　R3.11.3～Ｒ4.1.31

25 観光産業復興事業

新型コロナウイルス感染症の流行により多大な被害を受けたはわい温泉・東郷温泉の復興を促進するため、はわ

い温泉・東郷温泉に宿泊された方へ１人あたり3,000円割引を実施する経費及び誘客活動等に要する経費をはわ

い温泉・東郷温泉旅館組合に交付しました。

〇　宿泊感謝割引キャンペーン（宿泊された方１人あたり3,000円の割引）

　　　実施時期　１回目：R2.12.28～R3.1.11

　　　　　　　　２回目：R3.3.1～3.21

〇マイカーキャンペーン（宿泊者へガソリン券の配布）Ｒ2.12.5～Ｒ3.3.21

26

新型コロナウイルス克服

商品券発行事業

（第1次：すべての業種の

店舗等で使用可能）

落ち込む町内消費を喚起し、町民生活の安定と町内産業振興のため、町商工会と連携し、「コロナに打ち勝つ！

プレミアム付ゆりはま商品券」として、1冊10,000円で購入すると町内の商店・事業所で12,000円の買い物がで

きる商品券を7,000冊発行しました。

〇商品券販売時期：6月17日～6月21日

〇商品券使用期限：令和2年12月15日(火)まで

27

新型コロナウイルス克服

商品券発行事業

(第2次：町内飲食店、旅

館・ホテル限定）

新型コロナウイルス感染拡大により、特に大きな影響を受けた町内の飲食店や旅館、ホテルを支援するため、町

商工会と連携し、これらの店舗限定で利用できるプレミアム付き商品券を発行しました。1冊10,000円で購入す

ると町内の飲食店や旅館、ホテルで12,000円分の利用ができる商品券を2,157冊販売しました。

※10月11日より利用対象者を県民に拡大

〇商品券販売時期：8月4日から販売を開始しました。

〇商品券使用期限：令和３年2月5日（金）まで

28

新型コロナウイルス克服

商品券発行事業

(第2次：町内旅館・ホテ

ル限定）

新型コロナウイルス感染拡大により、特に大きな影響を受けた町内の旅館、ホテルを支援するため、町商工会と

連携し、これらの店舗限定で利用できるプレミアム付き商品券を発行しました。1冊10,000円で購入すると町内

の旅館、ホテルで13,000円分の利用ができる商品券を1,810冊発行しました。

※10月11日より利用対象者を県民に拡大

〇商品券販売時期：8月4日から販売を開始しました。

〇商品券使用期限：令和３年2月5日（金）まで

29
新型コロナウイルス克服

商品券発行事業

新型コロナウイルス感染拡大により落ち込む町内消費を喚起するため、多くの業種の店舗で使用できる20%のプ

レミアムが付いた商品券15,000冊を販売し、10月20日までに使用いただきました。

30 飲食店利用促進事業

利用者が町内の飲食店を利用した場合にその料金の一部（利用額の1/5）を支援すること（＝利用者は20%割り

引きで飲食店を利用できる）で、利用者に町内飲食店を満喫いただくとともに、新型コロナウイルス感染症の影

響を払拭し、飲食店の利用促進を図りました。

31
中部観光推進機構間連携

事業

地元飲食店等の消費喚起を図るため、湯梨浜・琴浦・北栄町の参加飲食店によるスタンプラリーを実施するほ

か、県外者が県中部地域の飲食店や観光施設で使用できるクーポン券を発行し、誘客による消費喚起を図りまし

た。

①湯梨浜・琴浦・北栄グルメキャンペーン負担金　  20万円

②鳥取中部おでかけキャンペーンPart2負担金　　 130万円

◎実施時期：①9月5日（土）～12月31日（木）

　　　　　　②10月2日（金）～12月31日（木）

③鳥取中部おでかけ応援part３「鳥取中部に来てね！キャンペーン」　R3.2.15～3.21

32

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、本庁舎の主な会議室等でテレビ会議が実施できるよう情報環境

を整備しました。また、さくら工芸品工房の会議室について、緊急時にはサテライトオフィス等で利用できるよ

うWiFi等を整備しました。

①テレビ会議システム用パソコン3台

②さくら工芸品工房のインターネット環境整備

・インターネット利用料、光ケーブル引込工事、無線Wi-Fiアンテナ設置工事

33

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、庁舎や公共施設でのテレビ会議、自宅でのテレワークができる情報

環境を整備しました。

〇ネットワーク改修委託、オンライン会議用パソコン等３台購入、テレワーク用タブレット23台購入、動画配信

用機材一式購入

34
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベント会場からの動画配信ができる情報環境を整備しました。

※整備内容：ネットワーク工事（ハワイアロハホール） 完了：令和3年9月30日

商

品

券

・

ク

ー

ポ

ン

券

産業振興課

商工観光係

TEL３５－５３８３

感

染

症

予

防

情報化推進臨時経費

企画課

企画情報係

TEL３５－５３０４



項目 事業名 担当部署・相談窓口事業内容・実施状況【令和4年8月1日現在】番号

町のイベント・集会施設であり且つ指定避難所でもある「ハワイアロハホール」の利用者又は避難者について、

新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、施設を安全に利用できるよう必要な施設整備を行いました。非

接触型体温計、舞台での3密対策用パーテーション及びサーモグラフィカメラ購入、トイレ洋式化改修、ロビー

部分（ホワイエ）空調抗ウイルス用フィルター交換を行いました。

アロハホール利用者に安心して、施設を利用いただくために、集会室、楽屋及び研修室に空気清浄機を配備しま

した。

整備内容：空気清浄機　7台

アロハホール利用者に安心して、施設を利用いただくために、大ホールの空調用フィルターを抗ウイルス性の製

品に交換しました。

36 IJUターン促進事業

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、移住定住検討者が実際に来町して相談・体験・検討をすることが困難な

ケースがあるため、9月末にウェブイベント等対応パソコンの導入を行い、オンライン上で移住相談等を開催

し、移住定住検討者を支援しました。

みらい創造室

未来創造担当

TEL３５－３１４１

37
総務一般管理臨時経費

消防経常経費

役場庁舎に空気清浄機、非接触型体温計などを設置するほか、職員用のマスクなどを購入し、来庁者及び職員の

新型コロナウイルス感染症の感染予防を行いました。

◎マスク１０５０枚、空気清浄機５台、消毒液５ℓ×３０本、段ボールパーティション１０枚×１５セット、非

接触型体温計８台、消毒用品一式、間仕切り作成３１セットを整備

38
新型コロナウイルス感染

症対策事業(本庁舎)

来庁者及び職員の感染予防のため、空気清浄機、非接触型体温計、職員用マスク、机仕切り用段ボールパーテー

ションを購入し、役場を安全に利用できるよう整備を行いました。

また、職員間での新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、庁舎給湯室・手洗場等の水栓をレバー式、セン

サー式に改修し、利用者の接触を減らしました。

39 防災連携備蓄事業

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク、消毒液、電子体温計及び避難所用間仕切りの必要数を計画的

に備蓄し、非常時の避難所の開設及び運営等に備えました。

◎マスク３万枚、消毒液５ℓ、避難所用間仕切り３セット、非接触型体温計６本、防災倉庫１基、ワンタッチ

パーテーション１００個、災害救助用カーペット２００枚、フェイスガード１０個、消毒スプレー１３本、テン

ト６セット、折りたたみテーブル３６枚、折りたたみイス７２脚、ポータブルアンプ（マイク４本）、折りたた

み長椅子６脚を整備

総務課

防災対策係

TEL３５－３１１３

40 広域連合負担金（管理）
鳥取中部ふるさと広域連合における新型コロナウイルス感染症予防対策として、庁舎2階に集中している職員を3

階の会議室に分散させるべく庁舎改修を行いました。

総務課

財務管財係

TEL３５－５３０１

41
各区の総会等における町

有施設の利用料減免

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各区の総会等における町有施設の利用料を免除しました。

◎対象施設：

【現行においても総会での使用を無料としている施設】

中央公民館・泊分館・羽合分館

【新たに使用料免除する施設】

活性化センターはまなす、羽衣会館、ハワイアロハホール、舎人会館

◎対象となる集会：三密を避けるために町有施設で行う区の総会および臨時総会

※利用申請・使用料減免については、各施設にお問合せください。

◎実施期間：総会………令和2年12月～令和3年2月末

　　　　　　臨時総会…随時

総務課、各施設

TEL３５－３１１１

42
新型コロナウイルス感染

症対策事業（選挙）

今後の選挙に備え、期日前投票所、選挙当日の投票所における新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、投

票所における新型コロナウイルス感染症拡大防止のために必要となる投票事務従事者用のマスクや消毒剤、パー

ティション等の整備を行いました。

◎実施時期：令和2年度内

選挙管理委員会事務局

TEL３５－３１１３

43
生活困窮者自立相談支援

事業

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い増加している自立相談支援事業の体制を強化するため、タブレット端末等

の導入を支援し、相談体制の充実を図りました。

◎実施時期：令和2年度内

総合福祉課

生活支援係

TEL３５－５３９０

44
生活困窮者自立相談支援

事業

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い増加している自立相談支援事業の体制を強化するため、一部県補助を受け

相談支援員を加配し相談体制の充実を図りました。

※実施時期：令和3年度内

45
障がい者等衛生物資給付

事業

医療的ケアが必要な障がい児・者やストマ装具使用者、自宅で腹膜透析を行っている腎臓機能障がい者に、マス

ク、手洗い用液体石鹸、消毒用アルコールを給付し、家庭内の衛生環境の保全を支援するため、7月、10月、1

月、3月に延べ202名に対し給付しました。

46
新型コロナウイルス感染

症対策事業（放課後児童

クラブ）

放課後児童クラブにおける新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、マスクや消毒液、空気清浄機等必要物

品の購入を行いました。

◎実施時期：空気清浄機…10月　マスクや消毒液等…通年実施

47
新型コロナウイルス感染

症対策事業（子育て支援

センター）

子育て支援センターにおける新型コロナウイルスの感染症拡大防止のための消耗品を購入しました。

48
新型コロナウイルス感染

症対策事業（町内保育施

設）

町内の太養保育園、ながせこども園、ニチイキッズ湯梨浜ながえ保育園における新型コロナウイルスの感染症拡

大防止のため、マスクや消毒液等必要な物品の購入経費の助成を行いました。

◎実施時期：通年実施

子育て支援課

幼児教育係

TEL３５－５３２5

総務課

総務係

TEL３５－３１１１

感

染

症

予

防

総合福祉課

障がい福祉係

TEL３５－５３７３

35
ハワイアロハホール臨時

経費

企画課

ハワイアロハホール

TEL３５－５６７８

子育て支援課

子育て支援係

TEL３５－５３２４



項目 事業名 担当部署・相談窓口事業内容・実施状況【令和4年8月1日現在】番号

49
新型コロナウイルス感染

症対策事業（こども園）

町内のこども園における新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、マスクや消毒液、空気清浄機等必要物品

を購入しました。また、水道の蛇口を手回し式からレバー式のものへ交換改修しました。

◎実施時期：空気清浄機…10月　蛇口の改修…12月完成　マスクや消毒液等の購入…通年実施

子育て支援課

幼児教育係

TEL３５－５３２5

50
新型コロナ妊婦総合対策

事業

妊産婦を対象とした個別相談、健康指導について、新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、ウェブカメ

ラ等を購入し、オンラインでの相談・指導を行う体制を整備しました。

◎実施時期：10月14日～稼働

51
新型コロナ感染症予防対

策費（乳幼児健康診査）

乳幼児健診において使用する新型コロナウイルス感染症予防対策に必要な消毒液を購入し、感染拡大防止対策を

講じました。

52
新型コロナウイルス感染

症対策事業（児童館）

町内の児童館における新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、マスクや消毒液等必要物品の購入、加湿空

気清浄機の整備を行いました。

◎実施時期：加湿空気清浄機…令和2年9月～令和3年1月に2館に設置済。

　　　　　　マスクや消毒液等消耗品の購入…令和3年３月まで通年実施。

生涯学習・人権推進課

人権教育係

TEL３５－５３６７

53 公民館管理運営経常経費

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、高齢者等の不特定多数の利用がある公民館施設の玄関に検温モニ

ターを設置し、安心安全な施設提供を図りました。

AI検温モニター（スタンド付き）２台：令和3年3月設置済（中央公、泊分館）

湯梨浜町中央公民館

TEL３２－１１１１

54
新型コロナウイルス感染

症対策事業（町内図書

館）

羽合、泊、東郷の図書館において、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、閲覧用テーブルのデスクトップ

パネルや図書殺菌器を購入し、飛沫拡散防止及び貸出資料の殺菌・消毒等を実施しました。

◎実施時期：デスクトップパネル…令和2年8月設置済（2館1室）

　　　　　　図書殺菌機…令和3年3月設置済（町立図書館）

AI検温モニター（スタンド付き）3台：令和3年8月設置済（町立図書館・羽合図書室・しおさいプラザとまり

各1台）

湯梨浜町立図書館

TEL４８－６０１２

55
健康増進事業

《令和２年度》

各種健診事業のほか、健康教室、運動教室等で使用する衛生用品（マスク、消毒液、非接触型体温計等）を購入

し、各種健診事業等での感染予防対策に努めました。

〇7月～8月にかけて消毒液、マスク、フェイスシールド、除菌シート、手袋などの衛生用品や非接触型体温計、

シールド支柱について購入済み。以降、必要に応じて衛生用品の追加購入を行い、各種事業で活用しながら、感

染予防対策を徹底の上、事業の推進を図りました。

健康推進課

健康増進係

TEL３５－５３７５

56
ゆアシス東郷龍鳳閣の設

備修繕事業

新型コロナウイルス感染症対策のため、排煙オペレーターやトイレの改修等を行い、換気能力や衛生環境を向上

させ、施設を安全に利用できるよう必要な整備を行いました。

◎実施時期：令和2年8月～令和2年度内

◆排煙オペレーター改修（換気徹底）◆網戸設置（換気徹底）

◆トイレ改修（衛生改善）◆運動器具購入（健康二次被害）

57 国民宿舎事業

国民宿舎事業特別会計に繰り出し、国民宿舎の自然災害等における宿泊避難所としての提供や新型コロナウイル

ス感染症等に対応した宿泊スタイルを構築するため、新型コロナウイルス感染症流行下でも経営を継続するため

の整備費用を支援しました。

・シャワールーム設置（14部屋）、設備配管工事

・空気清浄機（40部屋、共有スペース10箇所）

・パソコン、パンフレット、サーマンカメラ、ターンテーブル等

58
国民宿舎事業特別会計繰

出金

国民宿舎事業特別会計に繰り出し、新型コロナウイルス感染症対策により国民宿舎を利用される方が実施するＷ

ｅｂ会議に対応するための施設整備を行いました。

・プロジェクター2台、スクリーン2台、テレビモニター2台、Wi-Fi環境整備、飛沫防止アクリルパネル80個

・ワーキングスペースを新設（2階客室2部屋を改修し、会議机、イス、ホワイトボード、モニター用テレビを設

置。4階、5階の客室各5部屋にテーブルとイスを設置。）

59 レンタサイクル整備事業

アフターコロナに向けて、観光客が東郷湖周や町内サイクリングルートでのサイクリングを楽しみながら町内観

光スポットの散策などができるよう、町観光協会が整備するレンタサイクル購入経費の助成を行いました。

　補助率：レンタサイクル用自転車購入費×1/2

60 観光周遊促進支援事業

はわい温泉、東郷温泉に宿泊する観光客が利用する中部主要観光地を周遊する観光タクシー運行事業費の一部を

負担しました。

　負担金上限額：625,000円（150台まで）

61
住民税等のスマートフォ

ン、コンビニ収納システ

ム導入事業

接触による新型コロナウイルス感染症拡大の防止と納税者の利便性向上を図るため、町税・料金等をスマート

フォンやコンビニエンスストアで支払い可能とするためのシステムを導入しました。住民税、固定資産税、軽自

動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、上下水道料金、子ども子育て各種料について、

スマートフォンやコンビニ収納サービスに対応した、システム導入及び帳票変更の委託料（当初予算計上済）に

臨時交付金を充当しました。

町民課

賦課徴収係

TEL３５－３１１６

子育て支援課

母子保健係

TEL３５－５３２1

産業振興課

商工観光係

３５－５３８２

感

染

症

予

防



項目 事業名 担当部署・相談窓口事業内容・実施状況【令和4年8月1日現在】番号

62 固定資産税

①徴収の猶予制度の特例

　収入が大幅に減少（前年同期比概ね20%以上の減少）した場合、無担保かつ延滞金なしで１年間、固定資産税

の徴収猶予を行いました。町民課賦課徴収係で申請受付。

②中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置

　中小事業者等の令和３年度課税分について、令和2年2月～10月までの売上高に応じて半額から全額を免除。令

和3年2月1日までに、認定経営革新等支援機関等の認定を受けて、町に申告された中小事業者等に適用しまし

た。

③生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

　中小事業者等が新規に設備投資を行う償却資産の特例適用対象に事業用家屋及び構築物を加え、適用期限を２

年延長。産業振興課商工観光係で申請受付。

町民課

評価係

TEL３５－３１１7

63
各種がん検診事業

《令和３年度》

健（検）診情報について、マイナンバー制度を利用し、マイナポータルでの閲覧や市町村間での情報連携を開始

するために必要なシステムを整備しました。

〇健（検）診結果等の様式の標準化整備事業

〇健（検）診情報連携システム整備事業

そのことにより、マイナポータルを通じて、町民が自身の健診受診情報を閲覧、活用できる環境を整えることが

できました。

健康推進課

健康増進係

TEL３５－５３７５

64 公民館設備改修事業

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、高齢者等の不特定多数の利用がある公民館施設内トイレの手洗水栓

を、手回し式から自動式のものへ交換改修しました。

工事期間：令和4年1月～3月　改修箇所：14基

湯梨浜町中央公民館

TEL３２－１１１１

65
新型コロナウイルス感染

症対策事業（社会教育事

業）

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により延期した、令和3年成人式を感染予防対策を徹底した上で開催しま

した。

開催日：令和3年12月19日　参加者：73名

66
新型コロナウイルス感染

症対策事業（社会教育事

業）

令和４年成人式を、新型コロナウイルス感染症拡大予防の対策を徹底した上で開催しました。

開催日：令和4年1月3日　参加者：160名

67
新型コロナウイルス感染

症対策事業（児童館）

町内の児童館における新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、マスクや消毒液等必要物品の購入を行いま

した。

◎実施時期：マスクや消毒液等消耗品の購入…令和４年３月まで通年実施。

生涯学習・人権推進課

人権教育係

TEL３５－５３６９

68
新型コロナウイルス感染

症対策事業（社会教育事

業）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、施設に空気清浄機を設置しました。

設置時期：令和4年1月　設置場所：中央公民館3台　泊分館3台　町立図書館1台　しおさいプラザ1台

湯梨浜町中央公民館

TEL３２－１１１１

69
新型コロナウイルス感染

症対策指定管理者支援給

付金

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、休業や施設の利用制限などを余儀なくされた指定管理者に対し、今後の事

業継続を支援するため給付金を支給しました。

〇対象者　　東郷運動公園管理運営指定管理者

〇給付額　　30万円

〇支給日　　令和4年3月

生涯学習・人権推進課

スポーツ振興係

TEL３５－５３６８

70
高齢者施設新型コロナ対

策支援事業

新型コロナウイルス感染予防対策に取り組みながら事業を継続する介護サービス事業所等に対し、感染予防対策

に係る衛生用品等の購入経費の助成をしました。

【実績】20万円上限に、27事業所に衛生用品購入経費の助成を行いました。

71
老人センター東湖園臨時

経費

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、不特定多数の利用がある老人福祉センター東湖園の玄関に検温モニ

ターを設置し、安心安全な施設提供を図りました。

AI検温モニター（スタンド付き）1台（令和4年8月1日）

72
新型コロナウイルス感染

症対策事業（議場整備事

業）

コロナ感染まん延時においても、議会が停滞しないようリモートで議会運営が行えるようにタブレットとペー

パーレスシステムを導入しました。また、感染防止のため議場マイクの共用を解消する工事を行いました。デジ

タル機器に更新し将来的にはインターネットを利用した生中継も可能となりました。

整備内容:タブレット37台購入、ペーパーレスシステム導入、Wifi・電源工事、マイク機器更新

議会事務局

TEL３５－５３４１
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次

被

害

防
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73
健康づくり講演会事業

《令和３年度》

新型コロナウイルス感染拡大により表面化している健康二次被害等に関して、その防止と解消に向けた講演会を

開催し、町民の健康増進と運動習慣の重要性を啓発しました。

〇テーマ：コロナ禍でも寝たきりにならない秘訣～健康二次被害の予防～

〇講師：筑波大学大学院教授・久野譜也氏

〇日時：令和3年12月18日（土）9時30分～11時

〇会場：ハワイアロハホール

【参加状況】

〇参加者：71名

〇参加者アンケートでは、内容に関して「良かった」「まあ良かった」との回答が93%であり、フレイル予防へ

の理解を中心とし、健康づくりへの意欲向上に努めることができました。

健康推進課

健康増進係

TEL３５－５３７５

生涯学習・人権推進課

社会教育文化振興係

TEL３５－５３６７

感

染

症

予

防

長寿福祉課

長寿福祉係

TEL３５－５３７９



項目 事業名 担当部署・相談窓口事業内容・実施状況【令和4年8月1日現在】番号

74
ＳＩＢを活用した飛び地

型自治体連携事業

《令和２年度》

（１）元気アップキャンペーン

外出自粛で生じるストレスや運動不足による筋力低下等、健康二次被害を防止するため、運動刺激策として、ゆ

りはまヘルシーくらぶ会員を対象とした「元気アップキャンペーン」を実施しました。

【キャンペーン内容】

①.1日平均2,000歩以上を20日間達成した人など、条件達成者に町内協力店舗が提供する「ヘルシーメニュー」

に使用できる金券等を贈呈。

②.景品交換に使用する健康ポイントを「300ポイント」付与。

③.町特産品、加工品をキャンペーン特典として追加で付与。

【キャンペーン実施期間】

〇7月1日（水）から11月30日（月）

【キャンペーン実績】

①条件達成者274人に712枚の「ヘルシーメニュー券」を贈呈しました。

②健康ポイント「300ポイント」を336人に付与しました。

③町特産品、加工品をキャンペーン特典として336人に贈呈しました。

75
健康二次被害予防事業

《令和２年度》

外出自粛で運動不足によるメタボリックシンドロームや筋力低下によるフレイル等、健康二次被害が懸念されて

おり、それらの解消に向けた健康推進活動の周知、啓発を図りました。

〇ウオーキングに関する情報や自宅でできる運動等を紹介する番組「足から健康ウオーキングのすすめ」を７月

から毎月、ＴＣＣで放送しました。

◇第１回放送（7/16）【ウオーキングの効果とストレッチ】

◇第２回放送（8/10）【正しい歩き方のポイント】

◇第３回放送（9/14）【湯梨浜町内のウオーキングコース紹介（潮風に吹かれる港道）】

◇第４回放送（10/20）【東郷湖周辺のウオーキングスポット】

◇第５回放送（11/19）【新ウオーキングコース『神話と歴史の道』紹介】

◇第６回放送（12/22）【歩くことと食べること】

◇第７回放送（1/25）【歩くためのメンテナンス】

◇第８回放送（2/22）【歩くための体調管理】

◇第９回放送（3/22）【ウオーキングコース紹介「伯耆一ノ宮・参拝の道」】

〇健康二次被害を防止するための啓発チラシを町報７月号と一緒に全戸に配布しました。

77
元気いっぱい高齢者応援

事業

新型コロナウイルス感染予防のために外出を控える高齢者に対し、視聴者参加型の自主番組を制作し、外出する

ことの重要性をお知らせすることにより、フレイル予防対策を図りました。

　番組参加賞品代、番組制作委託料など

◎対象者：６５歳以上（昭和３２年４月１日以前に生まれた方）

【実績】①歩数計チャレンジ　　（商品券：3,000円を90名様）270,000円

　　　　②名所散歩チャレンジⅠ（商品券：2,000円を47名様） 94,000円

　　　　③名所散歩チャレンジⅡ（商品券：1,000円を66名様） 66,000円

【応募期間】令和3年9月13日～10月29日

【商品券有効期間】令和4年1月31日

長寿福祉課

長寿福祉係

TEL３５－５３７９

78 ICT教育推進事業

臨時休校を行った場合の家庭学習を支援するため、各家庭でインターネットを通し、学ぶことができる『対話型

のデジタル教材（すらら）』が使用できるよう準備していましたが、臨時休校を行わなかったため事業を実施し

ませんでした。

79
町立学校マスク等購入事

業

新型コロナウイルス感染症対策の徹底を図る上で必要となるマスク及び消毒液を購入しました。5月、6月、11月

に、児童生徒1人あたり合計22枚のマスクを配付済です。消毒液（手指用及び施設用）及び手洗用石鹸液につい

ても、各学校に配付済です。

80 修学旅行補助金

新型コロナウイルス感染症拡大による影響により、修学旅行を中止した場合に発生するキャンセル料について補

助しました。

◎中止した学校：湯梨浜中学校

なお、羽合小学校、泊小学校、東郷小学校は当初の予定を変更し、県内において修学旅行を実施しました。

健康のまちづくり応援事

業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、町民の健康づくりに関する教室やイベント等の多くが中止となる

中、社会参加機会の喪失や運動不足による筋力低下など、健康二次被害の進行が懸念されます。これらの防止に

向け、感染症克服のためのイベント等を開催し、町民の健康づくり活動を推進しました。

（1）ゆりはま健康ウオーク

　町民の健康づくりを目的としたウオーキングイベントを実施しました。

○日時：11月14日（土）

○会場：ハワイ夢広場周辺

（2）健康づくり講演会【コロナに負けない健康づくりの秘訣教えます】

　健康二次被害防止をテーマにした講演会を開催しました。

○講師：筑波大学大学院教授・久野譜也氏

○日時：11月29日（日）13時30分～15時

○会場：ハワイアロハホール

（3）町民まるごと運動教室

　年齢や体力に応じた運動教室を開催しました。

○日時：12月13日（日）9時～11時15分

○会場：湯梨浜町中央公民館

○実施内容

　①腸活健康体操教室

　②イスを使ったフレイル予防運動教室

　③代謝アップボクササイズ教室

76

健康推進課

健康増進係

TEL３５－５３７５

教育総務課

学校教育係

TEL３５－５３６４
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止
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項目 事業名 担当部署・相談窓口事業内容・実施状況【令和4年8月1日現在】番号

81
感染症対策・学習保障等

支援事業（小学校・中学

校）

新型コロナウイルス感染症対策に必要な物品購入や夏季休業期間短縮に伴う熱中症対策に係る経費（例えば、非

接触型体温計や消毒液、サーキュレーター、サーモグラフィーなど）及び学校教育活動や家庭学習を実施する経

費（学習教材費など）を各学校ごとに支援しました。

〇取組状況　下記のとおり購入済みです。

【消耗品】サーキュレーター、非接触型体温計、飛沫防止パーティション、マウスシールド、フェイスシール

ド、手洗石けん、消毒液、マスク、手袋、問題集、学習プリント等

【修繕】手洗い場水道蛇口レバーハンドル取替え

【備品】ハンディサーモグラフィー（タブレット付き一脚スタンドあり）、加湿空気清浄機、テント、グループ

ボード、パーティション、衛生用品備蓄用物置、デジタルCO₂モニター

82
新型コロナウイルス感染

症対策事業（小学校電源

設備改修事業）

各学校では、新型コロナウイルス感染症拡大対策のため、常時窓やドアを開け換気をしながらエアコンを使用し

ています。このことにより大幅に電力量が増大し、既存の電源施設では許容量を超過する学校があるため、電源

設備等を改修し安心・安全な学校施設を提供しました。

◎対象校：羽合小学校及び東郷小学校

◎実施時期：令和3年3月～6月

83
羽合小学校管理運営経常

経費

新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休業期間中の授業時間を確保するため、令和4年7月の夏季休業期間

を3日間短縮したことによる学校図書司書補助員、児童支援員、運転手及び医療的ケア看護職員の報酬等を追加

支給しました。

◎実施時期：令和4年7月

84
コンピュータ機材等整備

事業（小学校・中学校）

「GIGAスクール構想」における整備を加速することで感染症の発生等による学校の休業時等の緊急時において

もICTの活用により全ての子どもたちの学びを保障できる環境を整備するため、児童生徒用タブレット、教師用

パソコン、ＭＤＭ（設定・ソフト等の一括管理システム）の整備を行いました。

◎実施時期：9月下旬～令和3年3月

85
コンピュータ機材等整備

事業（小学校）

GIGAスクール構想の取組による児童生徒１人１台端末の環境を活かし、時間・場所等に制約されない質の高い

教育を行うため、不足していた指導者用タブレットを21台整備しました。

◎実施時期：令和4年4月～令和4年5月

86 ICT教育推進事業

GIGAスクール構想の取組による児童生徒１人１台端末環境の円滑な運用を支え、また、新型コロナウイルス感

染症発生等による学校の休業時等の緊急時においてもICTの活用により全ての子どもたちの学びの環境を保障す

るため、ICT機器サポート運用支援を行いました。

◎実施期間：令和3年4月～令和4年3月

87
新型コロナウイルス感染

症対策事業（羽合小体育

館更衣室環境改善）

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、児童の健やかな学びの環境を保障するため、体育館利用と

プール利用時に使用する男女更衣室に換気扇を増設しました。また、男女更衣室の床面にスノコを敷き、プール

時の着替えの際の衛生環境の向上を図りました。

◎実施時期：令和3年4月～5月

88
羽合小学校衛生環境改善

事業

新型コロナウイルス感染症予防のため、羽合小学校の和式トイレの一部（５カ所）を洋式トイレに改修し、衛生

環境を改善しました。

89
羽合小学校管理運営臨時

経費

新型コロナウイルス感染症予防のため、羽合小学校の令和４年度からの教室配置の変更に伴い空気清浄機を５台

整備しました。

90
新型コロナウイルス感染

症対策事業（学校給食セ

ンター）

新型コロナウイルス感染拡大防止による町立学校の3月臨時休校に伴う学校給食中止により、前月に発注されて

いた3月分学校給食食材にかかる違約金等を事業者に補助しました。

91
湯梨浜学校給食センター

管理運営経常経費

新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休業期間中の授業時間を確保するため、令和4年7月の夏季休業期間

を短縮し、授業日数及び給食提供日数を3日間増やしたことによる給食調理業務従事者（調理員）の3日分の報酬

等を追加支給しました。

◎実施時期：令和4年7月

92
修学旅行補助金

（小学校・中学校）

新型コロナウイルス感染症拡大による影響で修学旅行を県内に変更した場合、バス代の一部を助成し、「ふるさ

とキャリア教育」の充実を図りました。

◎実施時期及び取組状況

・羽合小学校　　令和3年10月4日~5日実施　鳥取県西部地区　バス3台

・泊小学校　　　令和3年11月10日~11日実施　鳥取県東部・西部地区　バス1台

・東郷小学校　　令和3年11月11日~12日実施　鳥取県東部・西部地区　バス2台

・湯梨浜中学校　令和3年9月16日実施　鳥取県西部地区　バス4台

93 外国青年招致事業

湯梨浜中学校配置（泊小学校兼務）の新規ALT（外国語指導助手）が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

よる影響により着任できていない状況であったため、外国語指導助手派遣業務の実績のある県内業者に委託する

ことで外国語指導助手の不在期間をなくし、外国語教育の充実を図りました。

◎実施時期：令和2年10月～令和3年12月

教育総務課

学校教育係

TEL３５－５３６４

教育総務課

学校教育係

TEL３５－５３６４

教育総務課

教育施設係

TEL３５－５３６２

教育総務課

学校給食センター

TEL３５－２１５２

学

校
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策



項目 事業名 担当部署・相談窓口事業内容・実施状況【令和4年8月1日現在】番号

学

校

の

対

策

94
感染症対策等の学校教育

活動継続支援事業（小学

校・中学校）

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化することが見込まれる中、学校教育活動を継続していく上で必要な感

染症対策等を行い児童生徒の健やかな学びを保障するため、次の経費を各学校ごとに支援しました。

・消毒液、マスク等の保健衛生用品の追加的な購入経費

・教室における３密対策として換気を徹底するためのサーキュレーターやCO₂モニター等の購入経費

・教職員の負担軽減を図るため、教室等の消毒作業を外注するために必要な経費

・コロナ対策等に資する教職員研修に必要な経費

◎実施時期：令和3年2月～令和4年3月

◎取組状況

【報償金】新型コロナウイルス感染症予防対策教職員研修の実施

【消耗品】飛沫防止パーティション、クリアシートマスク、消毒液、ハンドタオル、消毒用手袋等の購入

【手数料】羽合小学校コロナ対策校舎内消毒業務委託の実施

【備品】サーモグラフィーカメラ、加湿空気清浄機、テント、大型扇風機、網戸、全自動洗濯乾燥機の購入

教育総務課

学校教育係

TEL３５－５３６４

95
生涯活躍のまち推進事業

（地方創生推進）

「アフターコロナ」における地方への移住定住の関心の高まりを好機と捉えて、地域経済の活性化のほか、観

光、関係人口、移住定住の創出を図り、生涯活躍のまちを実現させるため、全国的にも有名な電子雑誌「旅色」

とタイアップして、女優が町の魅力をナビゲートする動画、電子雑誌を製作し、インターネット上で掲載するこ

とにより町の魅力を全国へ発信し、トータル的なPRを行います。(旅色(湯梨浜町):11月25日公開)

みらい創造室

未来創造担当

TEL３５－３１４１

96 非対面型販売促進事業

新型コロナウイルス感染拡大に伴い消費が落ち込む中、農林水産物を取り扱う食品加工業者の対面によらない販

売促進の取組を支援し、地元産品の消費拡大と販売体制の強化を支援するため、県の補助事業（補助率2/3、上

限500,000円）に連動して、町が対象経費の1/6、上限125,000円の上乗せ助成を行いました。1件、125,000円の

補助を行いました。

97 特産農産物販売支援事業

町内の梨生産法人で町外の方へ贈答用梨を購入された場合に、送料の半額を補助することで、贈答先のプラスア

ルファを見込み、新型コロナウイルス感染症拡大による消費の減退傾向に対応するものです。事業予算計上後に

県事業で梨生産法人が対象事業所として認められたため、県事業の活用を促しました。予算執行額はありませ

ん。

98
災害等緊急対策資金利子

補給補助金

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、売上げが大幅に減少している事業者が、県の制度融資や国の小規模

事業者向け制度融資により資金融資を受けた場合の利子額の助成を行い無利子とします。県の制度融資にかかる

利率0.7％を県0.35％、町0.35％で助成するほか、政府系金融機関による融資の利率0.31％を全額町が助成しま

す。年2回の補助金の交付を行いました。

99 飲食店利用促進事業
町内の飲食店が割り引きやサービス品の提供など、独自の利用者還元サービスを行った場合に、その経費の一部

を支援しました。

100
新しい生活様式対応支援

事業

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けて「新しい生活様式」を取り入れた事業活動（従業員や来客の保健衛

生対策、三密対策、オンライン商談の参加のための環境整備など）を行う町内事業者の取り組みを支援しまし

た。

101
テイクアウト・デリバ

リー緊急支援事業

テイクアウトなどの業態導入や地元産物を活用した取組を行う飲食、宿泊、観光事業者等に商品開発やパッケー

ジ作成費等幅広く体制整備費用を支援しました。県の補助事業（補助率10/10、上限10万円）に、町の補助事業

（補助率10/10、上限10万円）の上乗せと、補助対象経費の拡大をしました。

○給付状況：15件、145万円

102
鳥取中部観光推進機構会

費

地元飲食店等の消費喚起を図るため、湯梨浜・琴浦・北栄町の参加飲食店によるスタンプラリーを実施するほ

か、県外者が県中部地域の飲食店や観光施設で使用できるクーポン券を発行し、誘客による消費喚起を図りまし

た。

①湯梨浜・琴浦・北栄グルメキャンペーン負担金　  20万円

②鳥取中部おでかけキャンペーンPart2負担金　　 130万円

◎実施時期：①9月5日（土）～12月31日（木）

　　　　　　②10月2日（金）～12月31日（木）

③鳥取中部おでかけ応援part３「鳥取中部に来てね！キャンペーン」　R3.2.15～3.21

103 宿泊施設整備支援事業

宿泊事業者が客室への浴室やトイレを新設する経費の一部を助成し、観光客が安心して宿泊利用できる施設環境

を整え、感染拡大に対応した観光振興を図りました。

〇施設整備補助金　補助率3/4　上限400万円

〇申請受付開始：R2.10月～

イ

ベ

ン

ト

104
インバウンド促進事業

（GG国際化推進）

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、グラウンド・ゴルフの海外普及に向けたトップセールス等の実施

が困難な状況にあります。このため、海外の協会等のグラウンド・ゴルフ用具購入費用の一部を町が負担するこ

とによって、需要を喚起し、グラウンド・ゴルフの海外普及促進を図りました。このことにより、世界的にマイ

ナーなスポーツであるグラウンド・ゴルフの知名度を高め、町で開催されるグラウンド・ゴルフ国際大会やワー

ルドマスターズゲームズのグラウンド・ゴルフ競技の参加者を増やし、コロナ禍における営業休止等により宿泊

者数が減少した町内温泉旅館の活性化を図りました。

〇助成の内容　海外の協会等が町内の用具販売事業者から用具を購入する場合に購入費用の3割を助成

〇販売実績　　R2:モンゴル、ハンガリー、韓国　R3：台湾、韓国、ハンガリー、スペイン

みらい創造室

活力創造担当

TEL３５－５３１３

産業振興課

生産振興係

TEL３５－５３８４

産業振興課

商工観光係

TEL３５－５３８３

事

業

者

支

援



項目 事業名 担当部署・相談窓口事業内容・実施状況【令和4年8月1日現在】番号

105 子育て応援フェスタ

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により町全体の活動が停滞する中、子どもたちの笑顔と元気な姿を通じ

て、地域の活気を取り戻す契機とするため、子どもたちが屋外で楽しめる祭イベントを開催しました。

◎開催日時：10月10日（土）

◎内容：和太鼓ステージ、おまつりコーナー、きらきらリサイクル、木のジャングルジム

◎会　　場：ハワイアロハホール　多目的広場

◎時　　間：10時～15時

◎参加者数　450人

子育て支援課

子育て支援係

TEL３５－５３２４

106
二十世紀梨販売強化対策

事業

新型コロナウイルス感染拡大の影響による消費減退や販売活動の制限が予想される中、直接的、間接的ＰＲ、販

売促進活動を展開しました。

9月5日に東京都内（自由が丘）で開催されたゆりはマルシェにおいて、二十世紀梨と新甘泉のPRと販売促進活

動を行いました。

産業振興課

生産振興係

TEL３５－５３８４

107
交流イベント継続対策事

業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止したアメリカハワイ郡との交流イベントの再開に向け、入国制

限により着任できない町国際交流員の代替として現地団体との連絡調整について専門業者に翻訳を依頼しまし

た。

〇筆耕翻訳料　10,010円

108
ゆうゆうゆりはま事業

（地方創生）

Webサイトを活用した町特産品の販売強化支援として、鳥取県の特産品販売を手掛ける首都圏店舗とタイアップ

し、ブランド戦略によるマーケティングを含めた販売体制の構築を図りました。

また、東京都内で湯梨浜町の人物や風土を取材した写真展も開催し、湯梨浜町の魅力を周知しました。

◎実施時期：令和3年3月

109 安心観光・飲食エリア創出支援事業

新型コロナウイルス感染症感染拡大予防対策を徹底して実施することで、安心して観光や飲食を満喫していただ

けるエリアを創出し、情報発信を行いながら、県内外からの誘客を図り、観光需要の回復を推進するためのセレ

モニー費用などとともに、コロナ禍で停滞する町内の雰囲気を払しょくするべく、花火を打ち上げ、観光産業を

中心とした町内経済活発化の機運醸成を支援しました。

110
新型コロナウイルス克服

フェア

新型コロナウイルスに負けない活力あるまちづくりを推進し、湯梨浜町の活性化を図るため、克服フェアを開催

しました。新しい生活様式や新事業展開などの実践例発表や提言、講演などを行い、未来志向のまちづくりを進

める契機となりました。

◎開催日時：10月11日(日)

◎内容：

◇ゆりはマルシェ(11:30～14:00)

・町内事業者による町内産物を使用した飲み物や食べ物の提供

◇湯梨浜の未来を考える会(16:00～)

・県知事による県の新型コロナウイルス対策状況や県民へのメッセージ

・町内各団体の代表による新型コロナウイルス克服の取り組み

・コロナを超えて「ゆりはまルネサンス」宣言

◇由紀さおり・安田祥子コンサート(19:00～)

◎会　　場：ハワイアロハホール

111 地域活性化講演会

アフターコロナに向けて活力あるまちづくりを推進し、湯梨浜町の活性化を図るため、地域活性化講演会を開催

しました。

◎開催日時：12月18日(土)　14：00～16：00

◎内容：演題「アフターコロナはいつ来るのか？そしてその先の湯梨浜町は？」

　　　　講師：(株)日本総合研究所　主席研究員　藻谷浩介　氏

◎会場：ハワイアロハホール

112
グラウンド・ゴルフ交流

事業

新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのイベント中止や外出の自粛などにより、不安を感じている海外から

の就労者や留学生に対して、グラウンド・ゴルフによる交流の場を提供し、心身の健康増進とグラウンド・ゴル

フの普及・啓発を図りました。

大会名　グラウンド・ゴルフ国際交流大会YURIHAMA２０２０

開催日　令和2年11月29日（日）

参加者　9か国（日本含む）　52人

生涯学習・人権推進課

スポーツ振興係

TEL３５－５３６８

113
新型コロナウイルス感染

症対策事業（社会教育事

業）

新型コロナウイルス感染症の影響により、成人式が延期となったため、全対象者に記念品を送付しました。不安

を抱えている新成人に町からの祝いのメッセージを伝えることで、次代の地域を担う若者の今後の活躍を応援し

ました。

〇記念品の送付：令和3年2月送付済

生涯学習・人権推進課

人権教育係

TEL３５－５３６７

114

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため湯梨浜夏まつりの開催を中止し、その収束後に、自粛等による町内の

沈鬱な雰囲気を払拭すべく花火の打上げを計画している湯梨浜夏まつり実行委員会に対し、支援を行いました。

事業名　げんき湯梨浜クリスマス花火

実施日　令和3年12月18日（土）

実施場所等　羽合・泊・東郷の3地域、同時刻に実施

115

長期化する新型コロナウイルス感染症で蔓延する町全体の停滞感を払拭するため、感染予防策を徹底し、安全安

心なイベント運営を行うための支援を行い、コロナ禍により２年間中止となった伝統ある夏まつりを開催するこ

とで、地域活性化及び観光面においての誘客効果を図りました。

※国の交付金を活用し、観覧者が密にならないよう仮設トイレ増設費用を支援しました。

◆水郷祭（令和4年7月17日（日）開催）…仮設トイレ4棟増設

◆とまり夏まつり（令和4年7月30日（土）開催）…仮設トイレ4棟増設

イ

ベ

ン

ト

湯梨浜夏まつり事業補助

金

企画課

まちづくり推進係

TEL３５－５３１１

産業振興課

商工観光係

TEL３５－５３８２


