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1
 高知県休業等要請
協力金負担金

 商工観光
課

 ①高知県実施の休業等要請に応じた県
内中小企業または個人事業主の事業継続
支援に対する負担金
②高知県実施の休業等要請への協力事業
者に対する協力金の市町村負担金（県20
万円、市町村10万円）64事業所×10万円
＝640万円

R2.6.8 R2.9.11 6,400,000 6,400,000               

 【負担金、補助金及び
交付金】
64件×100,000円

 ①緊急事態宣言に伴い、休業や営業時
間短縮の要請に協力していただいた事業
者に対して支援をした。
②市内の64事業者に支援することができ
た。

 ①コロナの収束が見込めないこ
とから、事業者は影響を受け続け
ている。
②県と協力して事業者への支援を
する。

2
香美市持続化給付金
（商工業者版）給付
事業

 商工観光
課

①新型コロナウイルス感染症の影響によ
り売上が減少した事業者等に対し、事業
継続を支援するために給付金を支給し、
地域経済の維持を図る。
②中堅企業、中小企業、小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業主等、その
他各種法人等で、新型コロナウイルス感
染症の影響により、2020年の売上が2019
年に比べ20％以上50％未満減少している
者

R2.5.26 R3.3.26 18,480,760 15,895,323 2,585,437     

【職員手当等】
・事務処理に係る職員時
間外手当　29,760円
【負担金、補助及び交付
金】18,451,000円

①65事業者（法人28事業者、個人37事業
者）に給付金を支給した。
②国の持続化給付金の対象者が想定より
多く、本給付金の申請者が想定を下回っ
た。

①売上が50%以上減少している事
業者が多い。
②事業者の事業継続に向けた取組
等を支援する。

3
香美市持続化給付金
（農林業者版）給付
事業

農林課

①新型コロナウイルス感染症の影響によ
り売上が減少した事業者等に対し、事業
継続を支援するために給付金を支給し、
地域経済の維持を図る。
②農林業者に対して、売上が2020年1～
12月の連続する3ヶ月の平均と前年の同
月平均比とで20％以上50％未満減少して
いる者 （上限）20万円

R2.5.26 R3.2.5 3,804,404 3,804,404               

【補助金】
・申請者のうち対象農業
者（19名）×200,000円
　 3,800,000円
・事務処理に係る職員時
間外手当
　4,404円

①国が実施する持続化給付金の対象にな
らない農業者（収入が2020年1月から12
月の連続する3か月の平均と前年の月平
均比又は前年の同月平均比とで20％以上
50％未満減少している農業者）に給付金
（最大20万円）を給付した。
②申請者のうち対象者（19名）に給付を
行い、農林業者の事業継続を支援をする
ことができた。

①国が実施する持続化給付金の対
象となった農業者が多く見込まれ
るため、市の申請件数は想定より
少なくなった。
②現在のところ、R3年度の実施予
定はない。

4
公共交通路線バス補
助金

定住推進課

①新型コロナウイルス感染症拡大に伴い
公共交通路線バス利用者の減少により路
線バス事業者の事業継続が危ぶまれてい
る。地域交通を維持するため事業継続支
援補助金を交付し支援する。
②とさでん交通㈱、ジェイアール四国バ
ス㈱

R2.6.1 R3.4.9 21,624,000 2,767,000 18,857,000    

令和2年度香美市生活バ
ス路線運行維持費補助金
とさでん交通㈱
9,760,000円
ｼﾞｪｲｱｰﾙ四国バス㈱
11,864,000円
うち、コロナ臨時交付金
事業分2,767,000円

①対象となった公共交通バス事業の継続
が図られ、路線が維持された。
②旅客自動車運送事業報告書等により随
時対象事業の状況を注視してゆく。

①令和３年4月現在、コロナ禍は
継続しており、事業維持の不安は
完全には払拭されていない状況。
②県や関係沿線市町村と連携を図
りながら今後も検討を行ってゆ
く。

5
新型コロナウィルス
感染症対策費
（農政関連施設）

農林課

①新型コロナウィルス感染症対策とし
て、３密を避けるため、施設の窓に網戸
を設置し、利用時の換気を促進する。
②対象施設：明治地区多目的集会所

R2.9.18 R2.9.30 57,035 57,035               

【工事請負費】
・令和２年度明治多目的
集会所網戸新設工事一式
　57,035円

①②土佐山田町山田の明治地区多目的集
会所に網戸を設置することにより主に夜
間の会合等の開窓における虫の侵入など
を防ぎつつ利用者が安心して会合等での
換気が十分にできるようになり、３密の
回避と通常の感染予防と併せて利用者へ
の感染対策がなされた。設置後における
感染症などは出ていない。

①現在程度の利用実績においては
網戸の設置による換気対策と通常
の感染予防対策が限界と思われ
る。
②変異型など、さらなる感染力の
強いウイルスの登場や、感染予防
の新たな指針があった場合におい
ては更なる感染予防も必要な場合
も想定される。

6
香美市福祉避難所整
備等事業

福祉事務所

①市内福祉避難所における新型コロナウ
イルス感染予防のため、マスク、ハンド
ソープ、パーテーション等の必要物品を
購入する。
②広域福祉避難所（4ヶ所）福祉避難所
（4ヶ所）

R2.8.1 R3.3.31 3,419,735 1,710,735 1,709,000     

・体温計、マスク、ハン
ドソープ等の消耗品
1,720,235円
・パーテーション、テン
ト等の備品
1,699,500円

①市内の８か所の福祉避難所へ感染防止
に資する物品を整備できた。
②幸い購入後に福祉避難所を開設するよ
うな事態が発生していない。

①当初はこれら物品については品
薄状態であり、物品の確保に苦労
した。
②感染状況が落ち着けば、避難所
開設運営訓練を実施し、手技の習
熟やマニュアルを改訂していく。
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7
避難所感染症対策事
業

防災対策課

①避難所の感染症対策のため、市内指定
避難所向けにマスク、ハンドソープ、
パーテーションなどの必要物品を購入す
る。
②市内各避難所

R2.8.7 R3.3.24 4,395,747 2,197,000 2,198,747     

・体温計、マスク、ハン
ドソープ等の消耗品
1,222,247円
・パーテーション、簡易
ベッド等の備品
3,173,500円

①発災時に市内の指定避難所で使用する
感染症対策用品を整備することができ
た。
②指定避難所を開設した際に利用し、利
用者の感染症対策を行う事が出来た。

①早期から物品を確保するように
動いたものの、これら物品につい
ては品薄状態であり、物品の確保
に苦労した。
②今後も必要な物品を整備し、利
用者の感染症対策を行っていく。

8
香美市基幹集落セン
ター網戸整備工事

香北支所

①３密を避けるため、現在網戸を設置し
ていない香美市基幹集落センターの窓に
網戸とレールを設置し利用時の換気を促
進する
②香美市基幹集落センター

R2.8.27 R2.12.4 717,398 717,398               

【工事請負費】
・網戸整備工事一式
　717,398円

①網戸を設置することで、3密を回避す
ることができ、利用者の感染対策の一層
の安心・安全を図ることができた。
②網戸設置後の利用者数は延べ4,947
名。利用者が開窓して会合や各種教室が
開催されている。網戸を設置できたこと
で、十分な換気ができており、設置後
（設置前も含む）における感染症などは
出ていない。

①現状、網戸の設置による換気対
策と通常の感染予防以上の対策は
困難。
②風水害等の避難所になってお
り、網戸設置により3密回避や感
染予防対策の向上を図ることがで
きたが、今後、更なる感染予防も
必要な場合も想定される。

9
新型コロナウイルス
感染症対策費（社会
教育施設）

生涯学習振
興課

①社会教育施設での感染症対策のため、
ハンドソープなどの必要物品の購入及び
３密を避けるため、施設の窓に網戸を設
置し利用時の換気を促進する。
②佐岡コミュニティセンター、中央公民
館

R2.8.20 R3.3.17 817,506 817,506               

【需用費】
400,000円
【工事請負費】
328,900円
【備品購入費】
88,606円

①不特定多数の方が出入りする社会教育
施設において、網戸（佐岡コミュニティ
センター）や送風機（中央公民館）を設
置することで、利用時の換気が十分にで
きるようになり、併せて購入したハンド
ソープや消毒液による感染予防対策によ
り、３密の回避とともに利用者への感染
対策がなされた。工事完了後～令和3年5
月末までの利用者：佐岡コミュニティセ
ンター　延べ148名
②換気、手洗い、手指消毒、施設や備品
の消毒を行うことにより、施設内での感
染対策がなされた。

①継続的な物品の購入に係る費用
や、施設内の消毒に係る時間及び
人材の確保が課題となる。
②引き続き、手洗い励行、消毒を
行い、施設内における感染を防止
し、生涯学習の歩みを止めない努
力を行う。

10
新型コロナウイルス
感染症対策費（人権
教育）

生涯学習振
興課

①人権教育関係施設について、３密を避
けるため、施設の窓に網戸を設置し利用
時の換気を促進する。
②黒土集会所及び宝町集会所

R2.8.31 R2.9.30 44,440 44,440               

【工事請負費】
44,440円

①人権教育関連施設に網戸を設置するこ
とにより窓の開放による虫の侵入などを
防ぎつつ換気が十分にできるようにな
り、３密の回避と通常の感染予防と併せ
て利用者への感染対策がなされた。工事
完了後～令和3年5月末までの利用者：宝
町集会所　延べ7,719名、黒土集会所
延べ522名
②網戸の設置により換気ができ、利用者
の感染対策が可能となった。

①現状の利用状況では、網戸設置
による換気と通常の感染対策が限
界と考えられる。
②引き続き、十分な換気を行いな
がらの施設利用及び消毒等によ
り、施設内における感染を防止す
る。
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11
新型コロナウイルス
感染症対策費（体育
施設）

生涯学習振
興課

①社会体育施設の感染症対策のため、感
染予防物品の購入及び３密を避けるた
め、施設の窓に網戸を新設し利用時の換
気を促進する。
②香北体育センター、平山体育館、佐岡
体育館

R2.8.13 R3.1.22 1,674,396 1,674,000 396           

【需用費】
・アルコール消毒液
　　　153,613円
・ラミネートフィルム
　　　　2,684円
・ハンドソープ
　　 　37,400円

【工事請負費】
・土佐山田地区体育施設
網戸設置工事
　　867,317円
・香北体育センター
網戸設置工事
　　613,382円

【需用費】
①②不特定多数の方が出入りするスポー
ツ施設において新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、アルコール消毒液等
を設置し、トイレ等においては、ラミ
ネート加工した手指消毒等の協力依頼文
を掲示したことにより、来場者等への感
染対策がなされ、設置後における感染症
などは出ていない。
【工事請負費】
①②土佐山田地区体育施設及び、香北体
育センターに網戸を設置することによ
り、主に夜間の利用時、窓からの虫の侵
入などを防ぎつつ、換気が十分にできる
ようになり、３密の回避と通常の感染予
防と併せて利用者への感染対策がなされ
た。設置後における感染症などは出てい
ない。

【需用費】
①当初はこれら感染物品について
は品薄状態であり、物品の確保に
苦労した。
②感染予防対策は新年度事業によ
り感染予防を継続して行う。

【工事請負費】
①体育施設の感染症予防対策とし
ては、網戸の設置による換気対策
と通常の感染予防対策が限界と思
われる。
②変異型など、さらなる感染力の
強いウイルスの登場や、感染予防
の新たな指針があった場合におい
ては更なる感染予防も必要な場合
も想定される。

12
教育支援体制整備事
業費補助金

教育振興課

①新型コロナウイルスの影響による授業
時間の確保、感染予防対策のため学校の
プリント印刷、消毒作業等を支援するた
めの支援員を配置する。
②会計年度任用職員　人件費

R2.9.1 R3.3.31 3,184,998 1,274,998 1,910,000     

人件費（校務支援員5人
分）3,184,998円

①教員の授業準備、事務作業、感染予防
対策等を補助しコロナ禍で子どもに向き
あう時間の確保及び多忙間の解消を図る
ことができた。
②教員アンケートにより5割以上の教員
が子どもに向き合う時間が増えたと答え
た学校が4校、全5校で7割以上が多忙感
が解消されたと回答している。

①人員の確保が困難であった。
②令和3年度も引き続き校務支援
員を配置し、コロナ対策、教員の
働き方改革を進めていく。

13
GIGAスクール整備推
進事業

教育振興課

①当市におけるGIGAスクール事業を安全
な環境で着実に推進するために必要な整
備を行う。
②香美市内小中学校

R3.2.1 R3.5.7 34,160,973 34,160,973               

【役務費】1,558,700円
（LTE通信費：200台×
1ヶ月分、事務手数料、
学校《10校》光回線新
設）【委託料】
14,438,765円（デバイス
管理用ソフト、初期キッ
ティング、有線マウス
（教職員分）、フィルタ
リングソフト、システム
保守料、学習用ソフト、
ICT管理者向け研修【備
品】18,163,508円（学校
事務職員分及び予備用タ
ブレット端末整備、充電
保管庫）

①GIGAスクール事業を安全な環境で着実
に推進するための整備を予定通り実施す
ることが出来た。
②上記整備を実施することにより、端末
はセキュリティ対策、キッティング等が
完了した状態で整備することが出来た。
ICT管理者向けの研修も実施すること
で、端末納品後速やかに端末活用が出来
る状態が整っていた。

①各校ICT管理者の状況（異動
等）により、各校での事業実施状
況にバラツキが出る可能性があ
る。
②教員向けの研修を実施すること
により、学校教員等のICT活用ス
キルの向上を図る。

14
香美市事業者応援補
助金

 商工観光
課

①新型コロナウイルス感染症によって影
響を受けた香美市の中小企業者の再起を
後押しするとともに、安定的な事業の継
続と市民の安全・安心な生活の確保を図
ることを目的として、中小企業者が行う
新型コロナウイルス感染症等の拡大防止
に向けた取組または事業継続に向けた取
組を支援する。
②市内中小企業者

R2.9.29 R3.3.31 29,575,000 29,575,000               

【負担金、補助及び交付
金】29,575,000円

①86事業者に補助金を交付し、新型コロ
ナウイルス感染症等の拡大防止に向けた
取組及び事業継続に向けた取組の支援を
行った。
②予算額以上に応募があり、予定より早
く募集を切り上げることとなった。

①事業者の売上が減少している
中、新型コロナウイルス感染症対
策を十分に講じることができてい
ない。
②補助率・補助対象経費等を見直
し、引き続き補助事業を実施す
る。
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15
キャッシュレス化推
進事業費補助金

 商工観光
課

①市内事業所へのキャッシュレス決済シ
ステムの導入を促進し、新しい生活様式
の環境整備のひとつであるキャッシュレ
ス決済の普及推進を図るとともに、新規
顧客需要を取り込むことにより市内事業
者の売上拡大も図る。
②香美市商工会

R2.12.1 R4.3.29 43,348,000 43,348,000               

【補助金】
香美市キャッシュレス化
推進事業費補助金
　43,348,000円

①事業所のキャッシュレス化の支援によ
り、市内事業所の顧客需要を取り込め
た。
②小規模事業者や高齢な事業者において
もキャッシュレス化を導入することがで
きた。

①利用率の向上
②システムの改良や機能を追加し
て事業者利用者共に使い勝手のい
いシステムにしていく。

16
新型コロナウイルス
感染症対策費
（老人憩の家）

健康介護支
援課

①新型コロナウイルス感染予防のため、
施設の窓に網戸を設置し利用時の換気を
促進する。
②香美市立楠目地区老人憩の家、香美市
立岩村地区老人憩の家

R2.10.1 R2.10.20 108,438 108,438               

【工事請負費】
・老人憩の家網戸設置工
事一式（楠目・岩村地
区）108,438円

①網戸の設置箇所が少ない老人憩の家に
網戸を新設し、虫等の侵入を防ぎつつ換
気の効果を上げることにより、密閉空間
の回避と通常の感染予防と併せて利用者
への感染対策がなされた。
②網戸を新設したことにより、利用者の
感染対策が十分になされた。設置後の利
用実績は、岩村地区２４回、楠目地区１
６１回、設置後における感染症などは発
生していない。

①今回、網戸の設置が少ない施設
に対して網戸の新設のみ行った。
②全ての施設（老人憩の家）の既
存の網戸で劣化や破損、目詰まり
等している箇所はないか確認し、
換気効果の妨げにならないように
管理する。

17
中央公民館換気対策
事業

中央公民館

①新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、香美市立中央公民館の窓に網戸を設
置し利用時の換気を効率よく行う。
②香美市立中央公民館

R2.11.1 R3.3.24 1,233,320 1,233,000 320           

【工事請負費】
・網戸設置工事一式
1,233,320円

①土佐山田町の中央公民館に網戸を設置
することにより会議やサークル活動で使
用する際、虫の侵入などを防ぎ換気が出
来ることで利用者が安心して利用できる
ようになり、３密の回避と通常の感染予
防と併せて利用者への感染対策がなされ
た。
②中央公民館について網戸を設置したこ
とにより、利用者の感染対策がなされ
た。今後、来館者へのアンケートや中央
公民館運営審議会の意見を聞きながら、
より良い施設環境の整備に取り組みた
い。

①現在程度の利用実績においては
網戸の設置による換気対策と通常
の感染予防対策が限界と思われ
る。
②変異型など、さらなる感染力の
強いウイルスの登場や、感染予防
の新たな指針があった場合におい
ては更なる感染予防も必要な場合
も想定される。

18

香美市観光リカバ
リー事業
イベント貸出物品購
入事業

 商工観光
課

①新型コロナウイルス感染症対策となる
物品（非接触型温度計・サーキュレー
ター・アクリルパーテーション・ベルト
パーテーション・足踏み式手指消毒器・
手指消毒液）を市で購入し、イベント等
の催しを開催する際に貸出を行うことに
より、感染症拡大防止を図る。また、イ
ベントスタッフに市から無償でフェイス
シールドやマスクの配布を行う。
②香美市

R3.1.8 R3.2.17 968,000 968,000               

需用費　　　713,900円
備品購入費　254,100円

①新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、感染症対策となる物品を準備し、
各団体に貸出、配布を行った。
②感染症対策となる物品の貸出、配布に
より、各団体が各種ガイドラインに則っ
たイベントを実施できた。

①変異型など、さらなる感染力の
強いウイルスの登場や、感染予防
の新たな指針があった場合におい
ては更なる感染予防も必要な場合
も想定される。
②感染症対策物品の貸出を継続し
て行い、イベントでのクラスター
の発生を回避する。

19
香美市観光リカバ
リー事業　観光資源
PV制作

 商工観光
課

①新型コロナウイルス感染症拡大により
大きな影響を受けた観光需要喚起策とし
て、香美市の観光資源のイメージビデオ
と各観光資源ごとの動画素材の制作を委
託する。広域観光協議会や観光協会等に
対し、提供できていなかった動画素材の
整備により、情報発信が強化される。
②香美市

R2.11.11 R3.11.29 2,992,000 0 2,992,000     

委託料　2,992,000円 ①香美市の観光資源のイメージビデオと
各観光資源ごとの動画素材を委託制作し
た。
②広域観光協議会や観光協会等に対し、
提供できていなかった動画素材の整備に
より、情報発信が強化された。

①特になし
②制作された動画を活用し、香美
市の情報発信を行うことにより、
観光需要喚起を行っていく。

20

香美市観光リカバ
リー事業
KAMI　TRIP事業費補
助金

 商工観光
課

①新型コロナウイルス感染症拡大により
大きな影響を受けた市内観光業の振興の
ため、市内の旅行業者をはじめとした観
光関係の事業者を利用したモニターツ
アーを実施する（一社）香美市観光協会
に対し、事務費やガイド料、広告宣伝費
等のツアー実施にかかる経費について全
額補助を行う。
②（一社）香美市観光協会

R2.11.4 R3.3.30 1,744,597 1,589,774 154,823       

補助金　1,744,597円 ①市内観光関係事業者を利用し、新型コ
ロナウイルス感染症対策を行ったモニ
ターツアーを実施した。
②新たな旅行スタイルに応じた新しい旅
行商品の造成に向けたアンケートが取れ
た。また、参加者の満足度が高く、市内
外の香美市ファンを獲得でき、観光需要
の回復のよい機会となった。

①新型コロナウイルスの急激な拡
大により、予定していた１ツアー
が実施できなかった。
②実施したツアーを磨き上げ、旅
行業者に販売してもらえるように
努める。
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21

香美市観光リカバ
リー事業香美市観光
プレミアムチケット
事業費補助金

 商工観光
課

①市内の観光需要の回復及び観光・飲食
業者等の売上回復や事業の継続を支援す
るため、販売するチケットにプレミアを
付与し、事業を実施する（一社）香美市
観光協会に対し補助金を交付する。
②（一社）香美市観光協会

R2.9.18 R3.7.16 16,620,791 16,619,000 1,791         

補助金　16,620,791円 ①市内飲食店・宿泊施設・観光施設等の
売上回復や事業の継続を支援するため、
プレミアムチケットを発行し、香美市内
での消費を促進した。
②市民優先で受付し、予約は即時に定数
に達し、終了した。また、市内の観光・
飲食業者等の新型コロナウィルス感染症
対策を促進した。

①新型コロナウイルス感染症の影
響が長引いている。
②地域電子マネーカード発行事業
等の施策を通じて需要回復や事業
の継続を支援するよう努める。

22
庁内オンライン化推
進事業

総務課

①オンライン会議に必要なタブレット、
モニタ、マイク、スピーカーなどの設備
を整え、オンライン化とペーパーレス化
を目指す。さらに、テレワーク推進のた
めLGWAN端末を無線状況で利用できるよ
うに整備する。
②香美市

R2.11.1 R3.3.31 9,322,060 9,322,060               

【備品購入費】
・タブレット購入
55台　5,887,860円
・会議用モニタ等
764,500円
【役務費】
・USBドングル
30台　1,290,300円
・WEB会議設定費
220,000円
【委託費】
・タブレット導入支援
792,000円
・Wi-Fi環境整備
367,400円

①会議用モニタ等はインターネット環境
がある会議室に設置、各種会議に利用し
ている。タブレットは執行部と議員に配
布し、まずはペーパーレスから開始して
いる。
②会議用モニタ等はオンライン会議の推
進とペーパーレスに大きく寄与し、人と
の接触機会を減少することに成功した。
タブレット購入事業はウィルスの感染対
策としてペーパーレスを推進し、庁内の
Wi-Fi環境整備後はWEB会議に利用する。

①タブレットは品薄状態で納品が
危ぶまれた。庁内のWi-Fi環境整
備が遅れ、WEB会議の推進が遅れ
ている。
②令和3年度事業で全館Wi-Fi環境
整備と議会の完全ペーパーレス化
を促進し、感染のリスクを減少さ
せる。

23
香美市ICT活用推進
事業補助金

企画財政課

①新型コロナウイルス感染症対応に向け
た社会的な環境整備として、本市のICT
化を推進するために、市役所に行かずに
必要な行政サービスの情報を簡単に収集
できる環境の整備を目指す。具体的に
は、AIチャットボットを利用したwebシ
ステム等を高知工科大学の学生が主体的
にカスタマイズし、市民による試行後に
導入を提案する。
②高知工科大学

R2.11.1 R4.3.22 4,999,489 4,999,000 489           

【補助金】
・香美市ICT活用推進事
業補助金　4,999,489円

①コロナ禍において、住民対応の迅速化
と住民サービス向上を図るため、24 時
間・365 日住民からの質問に対して、AI
が自動応答をして、自治体職員の業務の
効率化と住民の利便性が向上。
②利用者アンケートによる満足度90.9％
であった。（R3.8月～12月）

①多くの市民のみなさまに使って
いただけるよう、広報していく必
要がある。
②市民が使い易いようにプッシュ
型の通知等検討する。

24
市有バス感染症対策
事業

管財課

①市内の保育園、小中学校、各種団体等
が課外授業や行事等で市有バスを利用す
る際に、バス内での３密・感染リスクを
避けるため、市バスに代わり、座席数の
多い市内事業者の貸し切りバスを利用す
るとともに、新型コロナウイルス感染症
拡大により大きな影響を受けている貸バ
ス事業者を支援する
②香美市

R2.11.2 R3.3.5 959,700 959,700               

【使用料及び賃借料】
・バス借上料959,700円

①利用数26件のうち14件が市内事業者の
大型バス利用となった。
②市有バスの利用を市内事業者の大型バ
スへ振り替えることにより利用者の3密
回避・感染リスクを避けることができ
た。また、新型コロナウイルス感染症拡
大により大きな影響を受けている貸バス
事業者の支援も併せて行えた。

①目的地によっては道が狭く大型
の貸し切りバスが使用できない
ケースがあった。
②新年度事業により市有バス感染
症対策を継続して行う。

25
観光バス・タクシー
事業者支援給付金

定住推進課

①新型コロナウイルス感染症拡大に伴う
移動自粛や学校の休校で利用が減少した
バス・タクシー事業者に、所有車両数に
応じて事業継続の支援をする。感染症対
策費、車両の維持管理費として支援す
る。
②市内バス・タクシー等事業者

R2.11.11 R3.2.26 5,800,000 5,800,000               

香美市旅客運送事業者経
営維持支援給付金
14事業者　バス9台,タク
シー40台
5,800.000円

①市内バス・タクシー事業者の経営が廃
業なく維持された。
②全事業者から６か月間の売上状況報告
書の提出。本年度の売上について把握し
た。

①令和３年4月現在、コロナ禍は
継続しており、事業維持の不安は
完全には払拭されていない状況。
②状況を注視しながら、検討を
行ってゆく。
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26
お試し移住体験住宅
整備事業

定住推進課

①コロナ禍を一つのきっかけとして生活
や働き方が変化する中で、都市から地方
への移住を促進するため、田舎暮らしを
体験してもらえるお試し住宅を整備す
る。
②公営住宅セトル成矢

R2.12.2 R3.2.3 867,780 723,780 144,000       

家電一式　671,198円
家具一式　196,582円

①コロナ禍の影響による都市部からの移
住促進のために、家具・家電を新規で購
入し、２戸のお試し住宅を新たに整備で
きた。
②現時点で利用申込みなし。

①現状で利用の申し込みがなく、
空き部屋となっている。
②お試し住宅を移住PR動画などで
宣伝し、利用を促進していく。

27
新型コロナウイルス
感染症予防対策費
（庁内事業分）

健康介護支
援課

①香美市が実施する事業における新型コ
ロナウイルス感染症予防対策として、消
毒薬やマスク等必要な物品を整備し感染
予防に努める
②庁舎

R2.10.29 R3.3.17 2,406,370 2,400,000 6,370         

（需用費）
・非接触式体温計
　13個　108,200円
・ペーパー類
　80,000枚　127,950円
・シールド・ガウン等
　693,220円
・マスク
　34,000枚　748,000円
・アルコール消毒液
　575,000円
・アクリルパーテーショ
ン
　6枚　154,000円

①不特定多数の方が出入りする市役所庁
舎において新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、感染予防物品を準備し来
庁者への提供や、執務室や会議室等の消
毒を行った。
②庁舎内にアルコール消毒液やマスクを
設置し来庁者等への感染防止対策の協力
を求めた。また、必要に応じて非接触式
体温計を活用し感染防止を行った。

①当初はこれら感染物品について
は品薄状態であり、物品の確保が
困難であった。
②変異型など、さらなる感染力の
強いウイルスの登場や、感染予防
の新たな指針があった場合におい
ては更なる感染予防も必要な場合
も想定される。

28
香美市赤ちゃん特別
給付金

健康介護支
援課

①コロナ禍のなか、里帰り出産の自粛や
面会制限、感染症予防対策など不安を抱
えて出産し育児に取り組む保護者の心理
的、経済的な負担の軽減を図る。
令和2年4月28日～令和3年4月1日までに
生まれた児。児と父か母の住所が出生時
に香美市にあり申請日に香美市に住民登
録がある方に給付金を支給する。
②上記の要件を備えた市内の新生児の父
または母で、香美市特別定額給付金の対
象者であった者。

R2.10.7 R3.5.21 13,345,819 13,345,819

【需用費】計45,819円
・申請書・決定通知書送
付及び返信用封筒用切手
84円×480枚　40,320円
・テープのり、封筒
5,499円
【負担金、補助及び交付
金】計13,300,000円
・対象児一人100,000円
×133人

①対象児一人当たり100,000円の給付金
を給付した。対象児全員についての申請
があり、100％の給付となった。
②新型コロナウイルス感染症の状況によ
り里帰り出産を取りやめたり、産前産後
に実家からの支援を受ける予定だった
が、それを取りやめた妊産婦もあった。
そのような中での給付金の給付は、保護
者の心理的・経済的負担の軽減につな
がったと考える。

①給付金は保護者にも喜ばれた
が、この事業は令和2年4月27日時
点で住民票のある保護者を基本し
ており、それ以降の転出入も多く
なってきているため同じ形での事
業継続は難しい。
②子育て世代への経済的な支援は
必要と考えるが、同じ形での事業
の継続は難しいため、事業は終了
とする。

29 事業中止               

30

高知県ゆず振興対策
協議会負担金
（ユズ需要拡大緊急
対策）

農林課

①新型コロナウイルス感染症により、販
売が低迷しているユズ青果及び加工品の
需要回復・販路拡大を図るため、新しい
生活様式に合わせた販促活動に対する早
急な支援を行うことを目的とし、高知県
ゆず振興対策協議会が高知県からコロナ
対策補助金を受けて実施するユズ需要拡
大緊急対策事業に係る事業費の自己負担
分を構成17市町村で按分負担する。
②高知県ゆず振興対策協議会

R2.11.30 R2.12.18 651,000 651,000               

【負担金】
・ゆず需要拡大緊急対策
事業費負担金
　651,000円

①販売促進活動を一層強化したことによ
り、全国的に幅広い世代に県産ゆずのPR
活動を行うことができ、青果及び加工品
の新規取引に繋げることができた。
②小ロッドでの商品購入希望やゆず果汁
スティックが料理に使い易いなどの消費
者等の意見があり、今後の商品開発や販
売方法の検討材料とする。

①販売促進活動や商談会等を通じ
て、新たな販売形態や消費者の商
品へのニーズなどを把握すること
ができた。
②感染拡大対策を講じたうえで、
ゆずの成果及び加工品の需要拡
大、販路開拓に向けた取り組みを
継続して実施する。

31
香美市収入保険制度
支援対策事業

農林課

①新型コロナウィルス感染症の拡大によ
り、影響を受けている農業者の経営安定
化に資するため、全国農業共済組合連合
会と業務委託契約を締結する高知県農業
共済組合が取り扱う収入保険の掛け金
（掛捨て部分）について、加入者の負担
を軽減することを目的に農業者へ補助金
を交付する。
②青色申告を行っている市内農業者（個
人・法人）

R2.10.7 R3.3.19 2,224,000 2,154,000 70,000        

【補助金】
・収入保険に係る保険料
（掛捨て部分）の1/2×
41名分
　2,224,000円

①R3.1.1時点で収入保険へ加入している
農業者のうち希望者（41名）に対し、収
入保険にかかる掛け金（掛捨て部分）の
1/2の金額を補助金として交付した。
②新型コロナウィルス感染症の収束が見
えないなか、収入保険に加入する農業者
の負担を軽減することができた。

①新型コロナウイルス感染症の影
響により、経営が不安定な状況が
今後も長引くことが想定されるた
め、収入保険への加入者を増やす
ことが課題である。
②新型コロナウィルス感染症が収
束する時期等について不明である
一方、財源が臨時交付金であるこ
とから事業の継続についても未定
である。
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32

香美市新型コロナウ
イルス感染症対策集
出荷施設等整備事業
負担金

農林課

①新型コロナウイルス感染症の影響に伴
い、農産物の流通販売体制を維持強化す
るため、高知県農業協同組合が実施する
集出荷施設等を整備する事業に対し支援
を行うことを目的とし、補助事業者であ
る香南市へ受益者按分した負担金を支出
する。
②香南市

R2.10.7 R3.9.10 3,560,955 3,560,955               

【負担金】
・新型コロナウイルス感
染症対策集出荷施設等整
備事業費補助金 香美市
負担金　3,560,955円
（オクラ自動包装機、
ピーマン自動包装機、
生姜個包装機）

①JA高知県香美市区管内集出荷場におい
て、オクラ自動包装機、ピーマン自動包
装機、生姜個包装機が導入され、作業の
効率化と作業員同士の密接・密集が減少
し感染症対策がなされた。
②包装機を導入したことで、作業効率が
上がり少ない人員での作業が可能となっ
たことに加え、作業ラインが増加し作業
員同士の距離を保ちながら作業を行える
ようになったことで、感染症対策を行い
つつ集出荷作業を継続できるようになっ
た。

①包装機の導入によって当該集出
荷場における感染症対策が実施で
きた
②新型コロナウィルスの影響は継
続しており、感染症対策を維持・
徹底しつつ、商品の出荷販売を継
続することで農業者の負担軽減と
販売機会の拡大を図る。

33

香美市新型コロナウ
イルス感染症対策集
出荷施設等整備事業
費補助金

農林課

①新型コロナウイルス感染症の影響に伴
い、新たな生活様式に対応するため、農
産物の流通及び販売体制を維持及び強化
するため、集出荷施設等において必要と
認める改修及び機械、器具等の整備を行
うことを目的とする。※県2/3、市1/6
補助
②コハマ農産物直販所

R2.11.13 R3.3.19 1,220,000 244,000 976,000       

【補助金】
・香美市集出荷施設等緊
急整備事業補助金
　ガス回転釜　1台
　調理器具　一式
　ガス引込工事
　1,220,000円

①コハマ農産物直販所において、ガス回
転釜１台、調理器具一式を更新したこと
により、調理作業の効率化が図られ、作
業員同士の密集・密接が減少したことに
より感染対策がなされた。
②調理器具を更新したことにより、作業
時間（煮込み等）の短縮及び作業員が単
独で実施できる調理作業が増加した。

①現作業所において、機器の更新
を図ることによる感染症対策が実
施できた。
②今後、通常の感染予防対策を継
続・徹底して実施する。

34
香美市ひとり親世帯
応援給付金

福祉事務所

①新型コロナウイルス感染症の影響によ
り家計が急変し、経済的に苦境に立たさ
れているひとり親世帯を支援するため、
給付金を支給する。
②市内在住の一人親の方で①の要件を満
たす方。

R2.10.7 R3.3.31 8,329,578 8,329,578               

・人件費　76,320円
・消耗品費、郵送料、振
込手数料
323,258円
・給付金　7,930,000円

①122世帯183人へ臨時給付金を支給し
た。
②新型コロナウイルス感染症の影響は長
期間に及んでおり、昨年５月の給付金以
降継続的な支給ができている。

①低所得世帯となっている理由が
新型コロナウイルス感染症の影響
によるものかどうかの判断が難し
い。
②新型コロナウイルス感染症の影
響は継続しており、引き続き必要
な支援を的確に実施していく。

35
新型コロナウィルス
感染症対策費（税務
事務）

税務収納課
①納税相談時等に接触低減資材等を設置
することによって、感染を防止する
②香美市本庁舎内

R3.1.29 R3.3.31 66,000 66,000               

【需用費】
・アクリルパーテーショ
ン6枚　66,000円

①納税相談時にアクリルパーテーション
を設置することによって、感染の危険性
を最小限に留めることができた。
②感染予防を行うことによって、対面で
でも、住民と職員の双方が安心して申告
のやりとりをすることができた。

①会場設置の机によって、アクリ
ルパーテーションの幅が若干足り
ていないものがあった。
②申告に限らず、必要な際には今
回購入したアクリルパーテーショ
ンを活用し、今後も感染予防を
行っていく。

36
地域電子マネーカー
ド発行事業

商工観光課

①地域限定電子マネーカードを市民に発
行・配布し一定額をチャージすること
で、キャッシュレス利用促進と新型コロ
ナウイルス感染症拡大により影響を受け
ている市民への経済的支援を図ることを
目的とし、新しい生活様式の環境整備の
ひとつであるキャッシュレス決済の普及
推進が見込まれる。
②香美市、香美市商工会

R2.11.4 R4.3.31 389,090,574 343,799,414 45,291,160    

・人件費　2,184,097円
・印刷製本費　118,580
円
・消耗品　49,139円
・振替手数料　7,788円
・郵便料　11,108,360円
・カード作成委託料
5,313,000円
・封入封緘委託料
515,000円
・チャージ負担金
369,794,610円

①市民への経済的支援、キャッシュレス
決済の普及推進が図れた。
②香美市内で369,794,610円の消費が
あった。

①電子マネーの仕組みや使い方が
わからない高齢者が多い。
②様々なツールを用いて周知を図
る。

37

香美市観光リカバ
リー事業　香美市お
もてなし環境整備緊
急支援事業費補助金

商工観光課

①新型コロナウイルス感染拡大の影響を
受けている宿泊事業者に対し、「新しい
生活様式」や「社会構造の変化」を踏ま
えた観光客の受け入れ環境整備の展開
等、事態収束後の観光消費の拡大に繋が
る取組を支援し、地域観光の活性化につ
なげる。
②市内宿泊事業者及び市内住宅宿泊事業
者

R2.10.30 R4.2.22 54,160,000 9,892,000 44,268,000    

【負担金、補助及び交付
金】宿泊施設　3件
54,160,000円

①「新しい生活様式」や「社会構造の変
化」を踏まえた観光客の受け入れ環境整
備に対し、補助金を交付した。
②感染対策を施し、高付加価値を付けた
宿泊施設が整備されたことにより、地域
観光の活性化につながった。

①特になし。
②今後の新型コロナウイルス感染
症による影響を踏まえて、追加支
援施策を検討していく必要があ
る。
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38
新型コロナウイルス
感染症対策費（６Ⅾ
ホテル）

商工観光課

①宿泊施設の大浴場脱衣場の床を抗菌仕
様に張り替えることにより、新型コロナ
ウイルス感染症への感染リスクの低減を
図るとともに、衛生的な施設とすること
で集客の増加が見込める。
②６Dホテルの大浴場脱衣場

R2.11.9 R3.2.2 649,000 649,000               

工事請負費
脱衣場床張替工事
649,000円

①多数の方が利用する大浴場脱衣場にお
いて、抗菌機能を備えた床材を使用する
ことで感染リスクの低減を図ることがで
きた。
②劣化により浮き上がっていた床材を張
り替えたことにより、宿泊者の安全の確
保も同時にできた。

①大浴場の改修も併せて行う事
で、より安全、快適に入浴でき、
集客につながる。
②大浴場の改修を実施する。

39
ライダーズイン宿泊
環境整備事業

物部支所

①新型コロナウイルス感染予防の対応策
として定期的な換気が有効だが、当施設
には空調設備がなく窓を開けて換気を行
うため外気の影響を受ける。空調設備
（エアコン・換気扇）を設置し同時使用
することで、窓を開けず外気の影響が少
ない換気が可能となる。また空調設備の
充実により快適な宿泊環境が整い、新型
コロナウイルスの影響で減少した宿泊者
数の増加が見込める。
②ライダーズイン奥物部

R3.2.9 R3.3.30 9,350,000 9,350,000               

【工事請負費】
・空調設備設置工事
　一式　9,350,000円

①ライダーズイン奥物部の宿泊棟16棟へ
のエアコン・換気扇設置により、開窓せ
ず十分な換気が可能となり3密回避の感
染対策がなされたほか、快適性が向上し
宿泊施設としての魅力が向上したことに
より新型コロナ感染拡大により影響を受
ける地域観光の魅力向上が図れた。
②快適な宿泊環境が整い、かつ十分な換
気が可能となったことは利用者に好評な
様子で、R3年3・4月の利用実績は前年と
比べるとそれぞれ27人→47人、0人→23
人と増加している。また、設置後に感染
症等も発生していない。

①現状、大きな問題は起こってい
ない。
②感染数の増加やコロナウイルス
の変異種の登場などにより、今後
感染予防の新たな指針があった場
合においては更なる感染予防対策
を講じることも想定される。

40
新型コロナウイルス
感染症対策費
（学校感染予防）

教育振興課

①児童生徒・教職員等の新型コロナウイ
ルス感染症対策を徹底し、感染のリスク
を避け、児童及び生徒が安心して学ぶこ
とができる体制をつくるため、教育委員
会及び学校で物品を整備する。
②香美市内小中学校

R2.4.1 R3.3.31 7,384,251 7,384,251               

消耗品（消毒用アルコー
ル・スプレーボトル等）
4,962,911円
備品　オートクレーブ等
2,421,340円

①市内各学校において児童生徒・教職員
等の新型コロナウイルス感染症対策のた
め必要な消耗品、備品類を整備した。
②感染対策用品の整備により手指消毒等
感染対策を徹底し児童生徒、教職員が一
定、安心して学ぶことができる体制を整
備することができた。

①必要な物品の品薄状況、各学校
への配分等苦慮した。
②引き続き必要な物品を整備しな
がら感染対策を徹底していく。

41
新型コロナウイルス
感染症対策事業（学
校施設）

教育振興課

①学校施設における新しい生活様式への
対応に伴い、空調・換気等の感染症対策
を講じる。
②香美市内小中学校

R2.11.4 R3.6.21 25,734,500 25,734,500               

【備品購入費】冷風機等
2,689,500円
【委託料】工事設計監理
委託料　935,000円
【工事請負費】網戸、
カーテン、空調設備等工
事　22,110,000円

①②学校施設へ網戸や空調機等を整備す
ることにより、快適な教育環境を確保し
ながら、十分な換気により３密の回避と
通常の感染予防と併せて児童生徒及び教
職員への感染対策がなされた。

①学校施設上の感染症予防対策と
しては、網戸や空調の設置による
換気対策と通常の感染予防対策が
限界と思われる。
②変異型など、さらなる感染力の
強いウイルスの登場や、感染予防
の新たな指針があった場合におい
ては更なる感染予防も必要な場合
も想定される。

42 事業中止               

43
修学旅行キャンセル
料支援事業

教育振興課

①新型コロナウイルス感染防止に係る対
策として、修学旅行を中止や延期したと
き又は新型コロナウィルス感染防止の観
点から、発熱等により修学旅行に参加出
来なくなった児童の保護者が負担する。
キャンセル料相当額を市が負担し、保護
者負担の軽減を行う。
② 旅行業者

R2.10.1 R3.3.31 38,590 0 38,590        

【補助金】38,590円
令和2年度修学旅行キャ
ンセル料補助実績　1校
生徒9名分

①コロナウィルス感染防止の観点から延
期となった修学旅行のキャンセル料に対
して補助金支出することで、生徒保護者
の負担を軽減することが出来た。
②当補助金があることで、修学旅行の延
期等コロナウィルス感染防止対策として
必要な措置をとった際に発生する保護者
の負担（キャンセル料）の負担を軽減す
ることが出来た。

①令和3年度においても、コロナ
ウイルスの感染状況により修学旅
行の中止、延期等が発生する可能
性がある。
②令和3年度も当補助金事業を継
続して実施する。

44

学校臨時休業期間中
の学校給食費相当額
給付事業（就学援
助）

教育振興課

①新型コロナウイルスの影響により、学
校が臨時休業となった期間中の学校給食
費相当額を準要保護世帯に給付すること
により、当該世帯の負担軽減を図る。
②市内準要保護認定者

R3.3.4 R3.3.26 1,723,744 1,708,000 15,744        

扶助費　小学校241名
1,071,968円
扶助費　中学校134名
651,776円

①コロナの影響で臨時休校となった期間
の学校給食費相当額を就学援助認定児童
生徒の保護者へ支給した。
②コロナの影響で収入が減少した世帯等
へ必要な支援を行う事ができた。

①支給範囲、要綱等の作成に時間
を要した。
②令和2年度に限り実施したが、
今後、小中学校の臨時休校等の措
置がとられる事態になった場合は
再度検討する。
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45
オンライン研修受講
環境整備補助金

教育振興課

①新型コロナウイルス感染症拡大防止す
るため、私立の保育所・幼稚園等の職員
が研修をオンラインで受講できるようオ
ンライン受講環境の整備を促進する。
②管内私立幼稚園、保育園、小規模保育
事業所

R2.11.11 R3.4.9 2,228,000 2,228,000               

【オンライン研修受講環
境整備補助金】
ひまわり保育園677,000
円／三育ほっとハウス
278,000円／土佐山田幼
稚園602,000円／第二土
佐山田幼稚園671,000円

①Wi-Fiとリモート用資機材を整備して
インターネット環境を整え、これまで会
場に集合して行っていた各種の保育研修
等をオンラインで受講できるようになっ
た。
②人との接触機会が減り、感染拡大の防
止につながった。また、オンラインを活
用することの意義や便利さを実感し、新
時代の仕事の進め方について意識の向上
に寄与した。

①ＰＣ機器やオンラインの取り扱
いについて、知識や技能を有する
スタッフが少なく、その育成が課
題。
②保育所から手軽に受講できると
いう利点を活かし、県等が主催す
る研修だけでなく、様々なオンラ
イン研修への参加を検討し、整備
された機器を積極的に活用してい
く。

46

新型コロナウイルス
感染症対策
費（やなせたかし記
念館）

生涯学習振
興課

①やなせたかし記念館内トイレの改修工
事（ウォシュレット機能、非接触型自動
水洗機能を備えたトイレの設置等）を行
うことで新型コロナウイルス感染拡大の
防止と施設の衛生環境の向上により施設
来客の増を図る。
②やなせたかし記念館内トイレ

R3.1.28 R3.4.14 12,760,000 7,010,000 5,750,000     

【設計監理委託料】
2,090,000円
【工事請負費】
10,670,000円

①香美市立やなせたかし記念館内のトイ
レを非接触型へと改修することで、衛生
環境が向上し、換気、消毒等と併せて不
特定多数の利用者及び職員への感染対策
がなされ、安全につながった。
②来館者アンケートにより、トイレ利用
者のうち84.5％が「衛生的に利用でき
た」と回答。来館者にも概ね好評であ
り、衛生環境が向上し、施設内での感染
対策がなされたと考えられる。

①さらに来館者同士の接触や、接
客時の接触を減らしていくことが
課題となる。
②引き続き、手洗い励行、消毒を
行い、施設内における感染を防止
し、安心して来館・接客が行える
体制を維持する。

47
各地区公民館ネット
環境整備事業

中央公民館

①新型コロナウイルス感染拡大防止の対
策として、インターネット環境を整備
し、主な地区公民館にて中央公民館等で
行う講座や教室などをオンラインで結
び、視聴できるようにすることで拡大防
止につなげる。また、公民館行事への参
加や学習の機会が増やせることにつなが
り、市民の教養や学習意欲の増加に繋が
る。
②各公民館

R3.2.9 R3.3.31 2,360,974 2,360,974               

【工事請負費】
・Wi-Fi整備工事一式
963,490円
【備品購入費】
・感染症対策備品
 （PC．プロジェクター.
スクリーン.ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ
等）
1,397,484円

①Wi-Fiとリモート用資機材を整備する
ことでインターネット環境を整え、オン
ライン化で人の接触機会を削減すること
で感染拡大防止に繋げた。
②明治・香長・楠目の各地区公民館にイ
ンターネットを接続出来る環境（光回線
の引き込みとPC・プロジェクター・スク
リーンの整備）することにより情報収集
や動画等（ビデオカメラ等）による学習
の機会が創出され、市民の教養や学習意
欲が増加した。

①オンラインに関する知識や技能
を有する人数が少ない。
②職員・地域住民にオンラインや
情報発信に関する講座を開催し
ネット環境を有効に活用できるよ
う人づくりに努める。

48
公共的空間安全・安
心確保事業

図書館

①新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、香美市立図書館に図書消毒機1台を
設置し、図書館利用者に資料を安心して
貸出できるようにする。
②香美市立図書館

R2.12.23 R3.2.18 1,067,000 1,067,000               

【備品購入費】
・図書消毒機
　1台　1,067,000円

①不特定多数の方が出入りし、また直接
的に手に触れる図書への除菌を目的とし
図書消毒機を設置した。
②香美市立図書館本館に設置し、来館者
への周知、利用方法の説明などを行っ
た。乳幼児から高齢者まで図書館の利用
者層は幅広く、感染拡大防止に努めるこ
とで安心・安全な施設として利用しても
らうことができた。（使用回数：月平均
約70回）

①広報や図書館便り等で図書消毒
機設置の案内をしているが、図書
消毒機の認知度はまだ低いと思わ
れる。今後さらなる利用を進めて
いくためにもPRは欠かせない。
②令和4年度に新築移転予定であ
るが、新図書館に移設のうえ、引
き続き使用していく。

49
図書館パワーアップ
事業

図書館

①外出自粛および在宅勤務・自宅学習な
どで、在宅の機会が増える図書館利用者
に十分な資料提供を行うことにより課題
解決支援を図る。
②香美市立図書館

R2.11.17 R3.3.31 2,999,929 2,999,929               

【備品購入費】
・書籍
　1,565点　2,999,929円

①在宅勤務や自宅学習など、家庭内で過
ごす時間が増えている。市民へ十分な資
料提供を行うことにより、利用者の課題
解決支援を図り、また、コロナ禍での不
安感を取り除き、読書を通じての安らぎ
をもたらすことができた。
②新型コロナウイルス関連の資料や家庭
学習に役立つ資料、利用の多い文学等を
整備し、貸出しに供することができた。

①コロナ禍において来館者数が減
少している。不要不急の外出を控
えなければならず、来館者数の減
少はやむを得ないが、多くの利用
者に図書館の資料活用を進めてい
く必要がある。
②図書館利用に対して、これまで
以上の工夫が求められる。図書館
で密にならない対策など、利用者
が安心して図書館に訪れることが
できるような対策を講じていかな
ければならない。
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50
消防本部新型コロナ
ウィルス感染症対策
事業

消防本部

①現場活動に従事する消防職・団員の感
染防止、救命講習受講者に対する感性防
止及び消防署内での感染防止を図るた
め、感染予防物品を購入するもの
②香美市消防本部、消防団

R2.10.7 R3.3.31 3,392,219 3,392,219               

【需用費】
Ｎ95マスク、手袋、訓練
用人形の肺、消毒液
防護服、ゴーグル等
　1,955,729円
【備品】
オゾンガス式除染装置等
　1.436,490円

①感染防止物品等を活用し、現場活動時
及び消防署内での感染防止対策が行え
た。
オゾンガス式除染装置で、救急車内・消
毒室・資器材の除菌が行えた。
②マスク、感染防止衣、消毒液を使用し
感染防止対策の徹底が図れた。
オゾンガス式除染装置活用により、除染
や除菌の徹底及び時間短縮が図れた。

①感染防止資器材については品薄
状態であり、物品の確保に苦労し
た。

②感染予防対策は継続して行う。

51 指定管理者支援金 企画財政課

①新型コロナウィルス感染症拡大の影響
により、厳しい経営状況に置かれている
指定管理者に対し予算の範囲内で支援金
を支給することで、指定管理施設の管理
維持体制の持続化と円滑な管理運営を図
る。
②本市の公の施設の指定管理者

R2.12.18 R3.2.19 9,142,000 9,142,000               

（株）香北ふるさとみら
い（ザ・シックスダイア
リーかほく・ホテルアン
ドリゾートの指定管理
者）への支援金
9,142,000円

①公の施設の管理維持体制の持続化と円
滑な運営を実現するとともに、観光分野
における地域経済の維持に寄与した。
②支援金の支給を通じて、指定管理者の
事業の継続と雇用の維持を図ることがで
きた。また、支給にあたっては一定の要
件を満たす指定管理者を対象とすること
で透明性を確保した。

①市の公の施設のうち宿泊施設の
経営は大変厳しい状況に置かれて
おり、事業の継続に向けた取組が
課題となっている。
②施設の感染症予防対策を徹底す
るとともに、必要に応じて事業継
続のための支援を検討する。

52 税務補助員配置事業 税務収納課

①新型コロナウイルスの感染予防策とし
て、申告相談の早期実施や申告相談者の
体温検査、設置椅子の除菌及び会場外で
の待機者の呼出しをする受付補助員を配
置する。（状況により、申告相談者の混
雑を防ぐため市県民税の申告期限を延長
予定）また、電話相談や1人あたりにか
かる相談時間の増加による業務遅延を解
消するための補助員を配置する。
②香美市本庁舎

R3.2.1 R3.3.31 279,303 279,303               

【会計年度任用職員人件
費】
・給料246,889円
・通勤手当14,200円
・時間外手当18,214円

①申告相談の際に来庁者の検温や消毒、
会場外での待機者の呼出しや設置物の消
毒などを行った。
②受付の際の来庁者の検温や消毒など例
年と比べて時間がかかるところを、職員
を多く配置することで最低限に留めら
れ、申告者の負担を軽減することができ
た。

①短期間の雇用に希望者があまり
いないため、最適な人材を採用で
きるかが課題。
②今後もコロナウイルスが終息せ
ず同様の状況が続く場合、正職員
だけで対応するのは困難と思われ
る。

53
無線システム普及支
援事業費等補助金

定住推進課

①光ファイバによる超高速通信基盤が整
備されていない本市未整備地区に、高速
かつ大容量無線局の前提となる光ファイ
バ等の伝送路整備等を、民設民営方式で
実施し、光ファイバ未整備状況の解消を
図る。
②関西ブロードバンド株式会社

R3.1.29 R4.3.30 645,000,000 172,000,000 473,000,000   

【香美市超高速ブロード
バンド整備事業補助金】
430,000,000円

①香美市の光回線未整備地区に対して
行っていた超高速ブロードバンド整備事
業が完了し、情報通信環境の整備が出来
た。②利用希望者は光インターネットの
接続が可能となり、地域間の情報格差を
是正するとともに、情報通信基盤を生か
した地域住民の利便性及び生活の向上を
図ることが出来た。

①整備後の利用者増を図ることが
重要な課題。継続して光回線を利
用できるようにするための維持と
管理が必要。②利用希望者の加入
を増やすために通信事業者による
説明会や体験等を積極的に行って
いく。

54
市役所庁舎感染拡大
防止事業

管財課

①市役所庁舎に感染拡大防止対策として
アクリルパーテーションや非接触型検
温・消毒機を購入・設置する。
②香美市本庁舎

R2.12.18 R3.3.18 1,174,305 1,174,305               

【備品購入費】
・非接触型検温・消毒機
　5台　165,000円
【需用費】
・アクリルパーテーショ
ン
83枚　1,009,305円

①各庁舎の入口計5箇所に非接触型検
温・消毒機を設置した。来庁者の特に多
い本庁舎1F・2F・各支所のカウンターや
議場にアクリルパーテーションを設置す
ることで感染拡大防止対策を行った。
②不特定多数の方が出入りする市役所庁
舎において感染予防物品を準備し来庁
者・職員の新型コロナウイルス感染症拡
大防止が図れた。

①アクリルパーテーション設置に
より来庁者・職員間の声が届きづ
らくなったとの声があった。
②事業により購入した物品を継続
して使用し感染拡大防止対策を継
続して行う。

55
子ども・子育て支援
交付金

教育振興課

（放課後児童健全育成事業）
①新型コロナウイルスの影響により、市
の要請により放課後児童クラブを臨時休
業させた場合または、保護者に利用を自
粛させた場合等に日割利用料を還付した
事業者の利用料収入の減額分を支援す
る。
②児童クラブ指定管理者

R2.4.1 R3.3.31 1,475,500 493,000 982,500       

指定管理料　1,475,500
円

①4月・5月の臨時休校期間中に児童クラ
ブの利用を控える要請をした運営事業者
に対して日割利用料を適用し還付した利
用料分を支給した。
②利用者の負担軽減と運営事業者の減収
分を一部補填し、事業の継続につなげる
ことができた。

①実際には6月以降も運営事業者
が独自に日割利用料を適用してい
る。
②現在は「規模を縮小して原則開
所」とされていた令和2年3月の通
知から「原則開所」とされてい
る。感染対策を徹底するが、利用
自粛を求めなければならない事態
になった場合は再度支援を検討す
る。
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56
学校保健特別対策事
業費補助金

教育振興課

（学校再開に伴う感染症対策・学習保障
等に係る支援事業）
①各学校が段階的な学校再開に際して、
感染症対策等を徹底しながら児童及び生
徒の学習保障をするための新たな試みを
実施するにあたり、校長の判断で迅速か
つ柔軟に対応ができるよう、学校教育活
動の再開を支援する経費を補助する。
②香美市内小中学校

R2.4.1 R3.3.31 7,235,832 3,618,832 3,617,000     

消耗品・備品
7,235,832円

①各学校で必要なマスク等の消耗品、換
気対策の扇風機、空気清浄機等を学校長
の判断で購入した。
②現場の校長の判断で必要な物品を整備
することで、集団感染を避け児童及び生
徒の学習保障に寄与した。

①補助対象、対象外の選定に苦慮
した。
②今後も必要な物品を整備し、感
染対策の徹底を図り、児童及び生
徒の学習を保障していく。

57
学校保健特別対策事
業費補助金

教育振興課

（感染症対策のためのマスク等購入事
業）
①学校再開等にあたり集団感染のリスク
を避け、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ため、
学校設置者が保健衛生用品等の整備に必
要な経費を補助する。
②香美市内小中学校

R2.4.1 R3.3.31 529,840 265,000 264,840       

消耗品　529,840円 ①各学校で必要なマスク等の消耗品を教
育委員会で一括購入し配布した。
②感染防止対策に必要な物品を整備する
ことで、集団感染を避け児童及び生徒の
学習保障に寄与した。

①必要な物品の品薄状況、各学校
への配分等苦慮した。
②今後も必要な物品を整備し、感
染対策の徹底を図り、児童及び生
徒の学習を保障していく。

58
公立学校情報機器整
備費補助金

教育振興課

（学校からの遠隔学習機能の強化事業）
①GIGAスクール事業において、学校から
の遠隔学習機能を強化するため必要な備
品を整備する。
②香美市内小中学校

R3.2.16 R3.3.31 350,000 175,000 175,000       

総事業費732,600円の
内、補助対象費350,000
円
【購入備品】スピーカー
フォン、USB変換アダプ
ター、マイクロフォン、
ビデオカメラ、スピー
カーフォン専用拡張マイ
ク、ウェブカメラ

①GIGAスクール事業において、学校から
の遠隔学習機能を強化するため必要な物
品を整備することが出来た。
②遠隔学習を実施する際、今回導入した
機器を使用することで、講師側の映像、
音声をクリアに送信することが出来る。

①各校ICT管理者の状況（異動
等）により、各校での事業実施状
況にバラツキが出る可能性があ
る。
②遠隔学習だけでなく、教員研修
実施の際にも活用し各校での機器
活用を推進する。

59
学校からの遠隔学習
機能の強化事業（単
独事業分）

教育振興課

①GIGAスクール事業において、学校から
の遠隔学習機能を強化するため必要な備
品を整備する。
②香美市内小中学校

R3.2.16 R3.3.31 382,600 382,600               

382,600円（総額732,600
円-国補助対象費350,000
円）
【購入備品】スピーカー
フォン、USB変換アダプ
ター、マイクロフォン、
ビデオカメラ、スピー
カーフォン専用拡張マイ
ク、ウェブカメラ

①GIGAスクール事業において、学校から
の遠隔学習機能を強化するため必要な物
品を整備することが出来た。
②遠隔学習を実施する際、今回導入した
機器を使用することで、講師側の映像、
音声をクリアに送信することが出来る。

①各校ICT管理者の状況（異動
等）により、各校での事業実施状
況にバラツキが出る可能性があ
る。
②遠隔学習だけでなく、教員研修
実施の際にも活用し各校での機器
活用を推進する。

60
校務支援員配置事業
（単独事業分）

教育振興課

①新型コロナウイルスの影響による授業
時間の確保、感染予防対策のため学校の
プリント印刷、消毒作業等を支援するた
めの支援員を配置する。
②香美市小中学校

R2.9.1 R3.3.31 112,384 110,627 1,757         

通勤手当　校務支援員5
人分　112,384円

①教員の授業準備、事務作業、感染予防
対策等を補助しコロナ禍で子どもに向き
あう時間の確保及び多忙間の解消を図る
ことができた。
②教員アンケートにより5割以上の教員
が子どもに向き合う時間が増えたと答え
た学校が4校、全5校で7割以上が多忙感
が解消されたと回答している。

①人員の確保が困難であった。
②令和3年度も引き続き校務支援
員を配置し、コロナ対策、教員の
働き方改革を進めていく。

61
障害者総合支援事業
費補助金

福祉事務所

（新型コロナウイルス感染拡大に伴う地
域活動支援センターや日中一時支援事業
の受け入れ体制強化等）
①地域の障害者の日中活動の場を提供す
る地域活動支援センターの利用者への検
温及び手指消毒を徹底することで、新型
コロナウイルス感染症の感染予防に努め
る。
②地域活動支援センター事業の委託先で
ある地域活動支援センター「香美」

R3.3.4 R3.3.17 66,130 17,130 49,000        

・アルコール噴霧機
（フットペダル式）
21,890円
・赤外線カウントメー
ター（三脚付）
44,240円

①地域活動支援センターの利用者向けの
アルコール噴霧機、赤外線カウントメー
ター（温度計）を設置した。
②地域活動支援センターの利用前の手指
消毒及び体温測定を徹底できるように
なった。

①食事を伴う活動については、未
だ自粛している状況にあり、これ
まで通りの支援はできない状況に
ある。
②利用者に対して、感染防止対策
やワクチン接種についての支援を
行う。
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62
香美市中山間地域生
活支援総合補助金負
担金

定住推進課

①県内広域で移動販売事業を実施する事
業者に対して、高知県が実施する新型コ
ロナウイルス感染症対策に対応した移動
販売車両の購入支援に対する負担金
②高知県への負担金

R3.3.22 R4.3.25 839,000 839,000               

高知県中山間地域生活支
援総合補助金生活用品確
保等支援事業市町村負担
金
839,000円

①対象となった新型コロナウイルス感染
症対策に対応した移動販売車両が導入さ
れ、コロナ禍にあっても中山間地域で安
心して生活用品を購入する事が可能と
なった。
②移動販売実施ルートを適宜確認するこ
とにより、事業目的が達成できているか
注視してゆく。

①令和4年3月末現在、コロナ禍は
継続中で、量販店も影響を受ける
中、今後その事業継続が不安定と
なることで中山間地域の人々の生
活用品確保にも影響がでる不安は
残っている。
②県や関係市町村と連携を図りな
がら今後も検討を行ってゆく。


