
1

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得者のひとり親世帯を支援するため、子育て世帯生活支援特

別給付金を支給します。（ひとり親世帯分）

【支給対象者】

①令和４年４月分児童扶養手当受給者

②公的年金等を受給していることにより児童扶養手当が全部支給停止となっている者

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった者

【給付額】児童1人当たり　一律50,000円

【申請期限】令和5年2月28日（火）

2

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯を支援するため、子育て世帯生活支援特別給

付金を支給します。（ひとり親世帯以外分）

【支給対象者】

①令和４年４月分の児童手当又は特別児童扶養手当受給者であって、令和４年度分の住民税（均等割）が非課税の者

②①のほか、対象児童（令和4年3月31日時点で18歳未満の児童。ただし、障がいのある児童の場合は20歳未満）の養

育者であって令和４年度分の住民税（均等割）が非課税の者

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し住民税非課税相当の収入となった者

【給付額】児童1人当たり　一律50,000円

【申請期限】令和5年2月28日（火）

3 畜産経営緊急救済事業
飼料代高騰による影響を緩和するため、値上がりした配合飼料価格安定制度に伴う積立金の一部を補助し、養鶏農家の

安定的な経営の持続を図ります。

4
沿岸漁業活性化推進事業

漁業

泊～賀露間の輸送経費の補助率を1/3から1/2に引き上げ、燃油高騰により影響を受ける漁業者の負担軽減を図りま

す。

5
漁業者燃油高騰対策支援

事業

燃油高騰による影響を受ける漁業協同組合に所属する漁業者に対して、　燃油の種類と漁船の重量に応じて給付金を支

給し、事業継続を支援します。

6 米価下落対策給付金

新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う米価下落により、所得が減少している水稲農家に給付金を支給し、営農意

欲及び町内水田の維持を図ります。

補助金　　290円/30kg

7 事業者応援給付金事業

新型コロナウイルスの影響を受け、令和3年9月から令和4年3月までの任意の3カ月の事業収入の月平均額が、減収前の

事業年度の事業収入月平均額と比較して20％以上減少した町内事業者に給付金を支給します。

【②給付金を充当する経費内容】

減収前の事業年度の事業収入月平均額により給付金額を設定

　～50万円：10万円

　50万円～200万円：20万円

　200万円～：30万円

8
新型コロナ対策認証事業

所奨励事業

県版ガイドラインに沿った手順書をもとに自ら感染対策に取り組む新型コロナ安心対策認証店として認証された町内の

店舗に奨励金50,000円を支給します。

9 観光産業復興事業

新型コロナウイルスの感染が収束し旅行需要が回復した際の、はわい温泉・東郷温泉への観光旅行意欲の喚起を図るた

め、宿泊割引キャンペーンを実施します。併せて、はわい温泉及び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の事業費の一部について、旅館組合が負担する費用について補助し、観光客の利便

性及び観光商品の魅力向上を図ります。

・宿泊割引キャンペーン

・全国大会参加者宿泊助成

・国際大会参加者宿泊助成

・中部観光周遊タクシー事業

10
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す。

〇湯梨浜・琴浦・北栄グルメキャンペーン負担金　 616,000円

　実施時期　R4.6.15～Ｒ4.9.15

11
新型コロナウイルス、原

油価格・物価高騰克服商

品券発行事業

新型コロナウイルスの感染拡大及び原油価格・物価高騰の影響を受け、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25%のプレミアムが付いた商品券18,000冊を販売します。使用期限は、令和5年1月26日までで

す。
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湯梨浜町新型コロナウイルス感染症対策関係事業一覧(実施中、実施予定事業)

項目 事業名 担当部署・相談窓口

　湯梨浜町では、新型コロナウイルス感染症対策として、次の事業を実施します。

　詳しくは、町新型コロナウイルス対策特設サイト（ https://www.yurihama.jp/site/covid-19/）をご覧いただくか、次の「担当部

署・相談窓口」までお問い合わせください。

事業内容・実施状況【令和4年8月1日現在】番号



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
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12

税制上の措置

（国民健康保険税、介護

保険料、後期高齢者医療

保険料）

新型コロナウイルスの影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料に対する

減免措置

　納期限が令和4年4月1日～令和5年3月31日のもので、減免額は前年の所得によって変わります。納付書発送に合わせ

て減免制度の案内を配布します。

町民課

賦課徴収係

TEL３５－３１１６

13
自治会新型コロナウイル

ス感染症対策用品等整備

新型コロナウイルス感染症の拡大予防と、地域コミュニティ活動の継続のため、自治会が行なう新型コロナウイルス感

染症対策用品等の整備を支援します。

＜補助対象経費＞

①エアコン等の空調機器

・補助率4/5、補助金上限500,000円

②その他の感染対策用品整備

・補助率10/10、補助金上限150,000円

補助金上限は①+②の合計で500,000円（1,000円未満の端数は切り捨て）

総務課

総務係

TEL３５-３１１１

14 非接触型体温計の貸出し

各区の総会等における新型コロナウイルス感染症対策のため、総務課で所有している非接触式体温計の貸出しを行いま

す。ただし、災害発生等非常時などに返却を求めることがあります。

◎実施時期：通年実施

総務課

防災対策係

TEL３５－３１１３

15
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す。

16 生理用品無償配布事業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響などにより、生理用品の購入が難しい女性を支援するため、公共施設等の女子ト

イレに生理用品を配備、公共施設窓口で生理用品の無償配布を実施します。併せて、生活困窮者に対する支援先をチラ

シ等で広報し、相談支援につなげて生活困窮者への支援を図ります。

17
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、ワーケーション活用可能施設として、県内外にＰＲするため、ワーケーション活用

スペースや新しく改装した客室などを掲載したリーフレットを制作します。

18 ワーケーション推進事業

新型コロナウイルス感染拡大の影響によりリモートワークが推奨されるなか、豊かな自然と温泉、おいしい産物がそ

ろっている湯梨浜町が「ワーケーション」を行うに適した地域であることを情報発信し、関係人口の増加を図ります。

※ワーケーションプラン実施、情報コンテンツ製作・情報発信、Ｗebサイト更新

19
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す。

◎実施時期：通年実施

20
新型コロナウイルス感染

症対策事業（こども園）

①こども園で使用する感染症予防対策に必要な物品を購入します。感染拡大防止対策を講じることによって安全な保育

環境を整備します。

◎実施時期：通年実施

②感染症予防のため、手洗い習慣を身に付けるための手洗い練習スタンプを購入し、未就学児へ配布します。

◎実施時期：11月中旬～

21 こども園ICT環境整備事業

こども園にタブレット端末によるICT環境を構築し、保護者との双方向の連絡をデジタル化します。これにより、保護

者等との直接接触機会の軽減や情報伝達の迅速化を図り、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止を図ります。

◎本格稼働　R4.4月～

22
新型コロナウイルス感染

症対策事業（社会教育事

業）

令和５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す。

開催日：令和５年1月3日　対象者：１９８名

生涯学習・人権推進課

社会教育文化振興係

TEL３５－５３６７

23
新型コロナウイルス感染

症対策事業（町内図書

館）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、町立図書館に自動貸出機を導入し、接触機会を減らすことにより安心・安

全に利用おいできる施設を提供します。

導入場所　町立図書館

導入機器　自動貸出機（1台）

湯梨浜町立図書館

TEL４８－６０１２

24
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、陶芸館に空気清浄機を導入し、安心・安全に利用できる施設を提供しま

す。

導入場所　ふるさと陶芸館

導入機器　空気清浄機（1台）

生涯学習・人権推進課

社会教育文化振興係

TEL３５－５３６７

25 議会臨時経費

感染防止のため、委員会を行う部屋のマイクの共用使用を解消するため音響機器をデジタル機器に更新する工事を行い

ます。

整備内容:　音響機器をデジタル機器に更新

議会事務局

TEL３５－５３４１

26
ハワイアロハホール感染

症対策

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、ロビー部分（ホワイエ）のカーペットを抗ウイルス性の

製品に交換します。

ハワイアロハホール

TEL３５－５６７８

総合福祉課

生活支援係

TEL３５－５３９０

子育て支援課

幼児教育係

TEL３５－５３２５

産業振興課

商工観光係

TEL３５－５３８２



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

27
高齢者補聴器購入費助成

事業

新型コロナウイルス感染症対策のためマスク着用等によって、コミュニケーションを取ることが難しくなったことによ

る閉じこもり及び認知機能の低下等を予防するため、聴力機能が低下している高齢者に対して補聴器購入費の一部を助

成します。

【対象者】次のすべての要件を満たす方

　①町内に住所がある65歳以上の方

　②聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方

　③両耳の聴力レベルの平均が40db以上70db未満の方

【助成額】補聴器本体の購入費の2分の1（上限30,000円）

28
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、ウオーキングやコミュニケーションを通して外出す

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す。

◎対象者：町内在住の65歳以上（昭和33年4月1日以前に生まれた方）

◎チャレンジコース

 ①歩数計チャレンジ　（商品券：3000円を300名様）

 ②散策チャレンジ　　（商品券：2000円を200名様）

◎応募期間：令和4年9月1日から10月31日

◎商品券有効期間：令和5年1月31日

29
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で実施した場合、バス代の一部を助成し、「ふるさとキャ

リア教育」の充実を図ります。

◎実施時期及び取組状況

・羽合小学校　　9月15日~16日予定　鳥取県東部・西部地区　バス3台　（11月24日～25日に延期予定）

・泊小学校　　　11月5日~6日予定　鳥取県東部・西部地区　バス1台

・東郷小学校　　10月27日~28日予定　鳥取県東部・西部地区　バス2台

・湯梨浜中学校　9月15日~16日予定　鳥取県西部地区　バス5台

教育総務課

学校教育係

TEL３５－５３６４

30
スクールバス委託事業

（小学校・中学校）

【小学校】

児童の遠距離通学手段の確保のために運行している東郷小学校区内のスクールバスについて、乗車人数の多い花見方面

のバスを１便増便し、1台あたりの乗車人数を減らすことにより車内の密を避け、新型コロナウイルス感染拡大防止を

図ります。

◎実施時期：令和4年4月～令和5年3月（前年度からの継続実施）

【中学校】

土曜日及び長期休業期間中における部活動について、スクールバスの午後便を増便して午前・午後の２部制にすること

により、体育館等での密を避け、新型コロナウイルス感染拡大防止を図ります。

◎実施時期：令和4年4月～令和5年3月（前年度からの継続実施）

31
学校等における感染症対

策等支援事業（小学校・

中学校）

新型コロナウイルス感染症の流行が長期化する中、各学校において感染拡大への警戒を緩めることなく、感染症対策等

に万全を期して引き続き児童が安心して学ぶことができる環境を整備し、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す。

・消毒液等の保健衛生用品の追加的な購入経費

・三密対策を徹底するためのテントの購入経費

・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

・衛生環境の向上を図るためのクリーナーの購入経費とトイレ及び高所清掃の委託費

◎実施時期：令和3年1月～令和5年3月

◎取組状況

【消耗品】消毒液、ペーパータオル、消毒用手袋等の購入

【手数料】各小中学校コロナ対策校舎内消毒業務委託等の実施

【委託料】小学校トイレ及び高所清掃業務委託の実施

【備品】サーモグラフィーカメラ、テント、クリーナー、網戸、プロジェクター等の購入

32 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す。

◎実施期間：令和4年4月～令和5年3月

教育総務課

教育施設係

TEL３５－５３６２

33
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、体育施設利用者等の不特定多数が利用する羽合小学校の開放玄関周辺に手洗い

場を増設します。

◎手洗い場増設工事　一式

◎実施期間：令和4年4月～令和4年9月

教育総務課

教育施設係

TEL３５－５３６２

34
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症等に伴う学校給食食材の価格急上昇期における学校給食費単価改定にかかる激減緩和のため

の一時支援金を交付します。

◎実施時期：令和4年4月～令和5年3月

◎取組状況

【補助金】1食あたり5円～15円

教育総務課

学校給食センター

TEL３５－２１５２

教育総務課

学校教育係

TEL３５－５３６４

健

康

二

次

被

害

防

止

学

校

の

対

策

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

35
県制度融資利子補給補助

金事業

町内事業者が借り入れる新型コロナウイルス感染症及び燃油及び原材料価格の高騰・円安の影響により売り上げが減少

した事業者が受ける県制度融資を金融機関にその利子相当額を支払うことで実質無利子化し、その負担軽減を図りま

す。

36 宿泊施設整備支援事業

町内の宿泊施設が実施するワーケーション受入整備、アフターコロナに向けての誘客を図るための情報発信事業に係る

経費の一部を支援します。

〇補助金額　上限300万円（補助率2/3）

37
温泉管理協同組合補助事

業

コロナ禍により配湯料収入が激減した羽合温泉管理協同組合が実施する新源泉掘削事業に対し事業費の一部を補助し、

本町の観光事業の中心となる温泉利用施設へ安定した配湯事業を図ります。

38
新型コロナウイルス雇用

安定支援金

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による売上高の減少等に伴う人員削減で離職した者を正規雇用労働者又は短時間

労働者として雇用した町内事業者に対し支給し、離職した者の救済及び町内事業者の人材確保を図ります。（正規雇用

労働者の場合は15万円/人、短時間労働者は10万円/人）

39
新時代対応型事業展開支

援補助金

新型コロナウイルスの影響を受けた町内事業者が新分野への展開、業態転換、事業再編のために活用する県制度「新時

代対応型事業展開支援補助金」に、上乗せして補助金を交付します。

〇補助金額　上限250万円（補助率1/4）

40
燃油高騰緊急対策事業

（介護部門）

燃油価格高騰の影響を受けながらもサービスの安定的な提供を継続している町内の訪問系サービス事業所、通所系サー

ビス事業所、多機能型サービス事業所に対し、自動車の燃料費を助成し、事業の継続を支援します。

①補助金：自動車1台につき　10,000円

②上限額：1事業所あたり 　100,000円

長寿福祉課

長寿福祉係

TEL３５－５３７９

41
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、昨年度に引き続きグラウンド・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す。併せて、日本全国の愛好者からクラ

ブを集め、海外の協会等に提供します。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2027関西のグラウンド・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

す。

みらい創造室

活力創造担当

TEL３５－５３１３

42 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イベントを開催します。

◎開催日時：10月8日（土）

◎内　　容：移動動物園、和太鼓ステージ、クリスマス縁日コーナー、きらきらリサイクル、

　　　　　　ネイチャーゲームほか

◎会　　場：ハワイアロハホール　多目的広場

◎時　　間：10時～14時

子育て支援課

子育て支援係

TEL３５－５３２４

43
新型コロナウイルス克服

講演会

ウィズコロナ・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

会を開催します。

◎開催日時：令和4年10月8日(土)　10：30～12：00

◎内容：演題「（仮）ウィズコロナ・アフターコロナの地域活性化」

　　　　講師：経済評論家　西村　晃　氏

◎会場：ハワイアロハホール

産業振興課

商工観光係

ＴＥＬ３５－５３８３

産業振興課

商工観光係

TEL３５－５３８３
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