
（単位：円）

1
一斉臨時休業対策昼食費
支援事業

　小中学校の一斉臨時休業期間中において、就学援助費支給認定者及
び特別支援教育就学奨励費支給認定者に対して、学校給食費相当額を
支給しました。

1,090,200 482,000 令和２年４月 令和２年５月

2 商工業者利子補給事業
　愛媛県が実施する新型コロナウイルス感染症対策資金の利子を県と町
が0.5％ずつ補給しました。

358,663 288,000 令和２年５月 令和３年３月

3 避難所間仕切り購入事業
　避難者同士の接触を防止し、十分なスペースを確保するための資材を
購入しました。

1,188,000 1,080,000 令和２年４月 令和２年６月

4
ぎょしょく鮮魚ボックス支援
事業

　愛南漁協がマダイ及び媛スマの個人向けネット販売ショップを開設する
に当たり、販売促進ＰＲの実施を支援しました。

3,000,000 2,664,000 令和２年５月 令和３年３月

5
ぎょしょく普及給食食材提供
事業

　愛南町産の養殖マダイ等を町が買い取りし、町内の給食施設に給食食
材として提供しました。

1,913,478 1,728,000 令和２年６月 令和３年２月

6 災害時防疫対策事業
　妊婦・透析患者・身体障がい者などや放課後児童クラブ、幼稚園、社会
福祉施設、鍼灸施術機関、集会所等に配布するためのマスクや消毒液を
購入しました。

5,674,360 5,040,000 令和２年４月 令和３年３月

7
ひとり親家庭等子育て応援
臨時給付金事業

　休業等による収入減少などの影響を受けやすい、ひとり親家庭等の経
済的負担を軽減するため、給付金の支給を行いました。

5,690,790 5,040,000 令和２年６月 令和２年12月

8
新型コロナウイルス感染症
対策中小企業者経営安定
化支援事業

　業績が著しく悪化し、国県等が新型コロナウイルス感染症対策のため創
設・拡充した融資制度等を利用している町内の中小企業者で、国等の関
連融資を受けた事業者に対して助成を行いました。

149,590,000 133,167,000 令和２年５月 令和３年４月

9
新型コロナウイルス感染症
対策商工業者賃貸料等補
助事業

　業績が著しく悪化した町内の中小企業者で、商工業者が借り上げている
店舗等の賃貸料等に対して助成を行いました。

11,111,450 9,864,000 令和２年５月 令和３年３月

10 漁業共済支援事業助成費
　漁業者に対する漁業収入安定化対策の一環として、漁業共済掛金の一
部を助成しました。

19,923,000 17,640,000 令和２年５月 令和３年４月

11
コロナを撃鯛キャンペーン
事業

　量販店や飲食店でMELやAELの認証魚を主体に首都圏キャンペーンを
開催し、反動消費による需要拡大を実施しました。

97,200 72,000 令和２年12月 令和２年12月

12
新型コロナウイルス感染症
対策愛南半額テイクアウト
事業

　売上げが減少している町内の飲食店や、不要不急の外出自粛が要請さ
れている町民を支援するため、テイクアウト商品への助成を行いました。

62,784,374 56,343,000 令和２年５月 令和２年７月

13
新型コロナウイルス感染症
対策中小企業者経営強化
支援事業

　国の中小企業生産性革命推進事業の採択を受けた事業者等に対して、
町からの上乗せ助成を行いました。

128,100 128,000 令和２年５月 令和３年３月

14
新型コロナウイルス感染症
対策持続化応援一時金事
業

　国の持続化給付金の対象にならない法人及び個人事業者を支援するた
め、減収額に応じた応援一時金を支給しました。

13,768,000 12,168,000 令和２年６月 令和３年４月

15
新型コロナウイルス感染症
対策愛南産直市送料割引
支援事業

　売上げが減少している産直市への支援と町内産品の需要を拡大するた
め、産直市で商品を購入し、町外の家族等へ発送する際の送料の一部を
助成しました。

6,949,400 6,120,000 令和２年６月 令和３年２月

16
新型コロナウイルス感染症
対策ぎゅぎゅっと愛南!夏の
陣中見舞い事業

　養殖魚の残留魚の増加を解消するため、町が養殖魚を買い取り、本町
を支援していただいている方々へ無償提供をしました。

2,299,856 2,016,000 令和２年６月 令和３年３月

17
子どもインフルエンザ予防
接種費用無償化事業

　季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症との同時感染を予防
するため、18歳以下の子どものインフルエンザ予防接種費用を補助しまし
た。

8,770,200 7,776,000 令和２年９月 令和３年４月

18 病院事業会計繰出・補助
　発熱等の症状のある新型コロナウイルス感染症の疑いがある患者とそ
の他の患者が混在しないようにするため、町営の病院施設に体温測定装
置、空気清浄機を購入し、設置しました。

1,448,000 1,296,000 令和２年11月 令和３年１月

19
インフルエンザ予防接種補
助事業

　季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症との同時感染を予防
するため、19歳から64歳までの成人に対しインフルエンザ予防接種費用を
補助しました。

1,317,000 1,152,000 令和２年４月 令和３年３月

20
指定避難所資機材整備事
業

　災害時等における避難者間の接触を防止し、十分なスペースを確保す
るとともに、指定避難所での良好な生活環境の確保のため、接触防止及
び感染対策用の資機材等を購入しました。
　・フェイスシールド、マスク、非接触型体温計など

6,917,402 6,120,000 令和２年７月 令和３年２月

21
指定避難所資機材整備事
業

　災害時等における避難者間の接触を防止し、十分なスペースを確保す
るとともに、指定避難所での良好な生活環境の確保のため、接触防止及
び感染対策用の資機材等を購入しました。
　・ワンタッチパーテーション、エアーベッド、電動エアーポンプ

23,907,400 21,168,000 令和２年９月 令和３年３月

22
新型コロナウイルス感染症
対策愛南に泊まって得旅
キャンペーン事業

　観光需要の回復を図るため、町内の宿泊施設を利用し、町内で一定金
額（１万円）以上の買い物をしていただいた方に対して、７千円のキャッ
シュバックを行いました。

3,539,611 3,168,000 令和２年７月 令和２年10月

23
GIGAスクール構想ネット
ワーク整備事業

　国が進めるGIGAスクール構想に係る1人1台のPC端末を整備しました。 58,481,575 52,528,000 令和２年９月 令和３年３月

24
新型コロナウイルス感染症
対策感染防止用品補助事
業

　感染防止用品（マスク、アルコール消毒液等）を購入した町内商工事業
者に対して、購入費用の半額を助成しました。

1,116,300 1,008,000 令和２年５月 令和３年３月

25
次世代応援臨時給付金支
給事業

　新型コロナウイルス感染症拡大により日常生活に影響を受けた新生児
から大学等に在学する学生までを扶養する世帯の経済的な負担を軽減す
るため、対象者１人当たり３万円を支給しました。

81,063,465 72,471,000 令和２年10月 令和２年12月

26
山出憩いの里温泉やすらぎ
交流館施設改修事業

　施設利用者の感染リスク防止、テイクアウト事業の衛生管理強化、ワー
ケーションなど「新しい生活様式」に対応するための施設改修・環境整備を
行い、事業継続と障がい者の雇用継続を図ります。

63,796,700 57,207,000 令和２年10月 令和３年８月予定

27
新型コロナウイルス感染症
対策プレミアム商品券発行
支援事業

　新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている町民生活の支援と年
末年始に向けての消費喚起を図るため、愛南町商工会と連携し、プレミア
ム付きの商品券を発行しました。

74,526,000 66,711,000 令和２年９月 令和３年３月

28
国産水産物販売促進緊急
対策事業

　水産物の在庫滞留や価格の下落により、疲弊する水産業を支援するた
め、町内の漁協が創意工夫により有効なプロモーションや直売所・スー
パーマーケットなどでの販促キャンペーンを実施する際の食材費等を支援
しました。

98,560,000 87,951,000 令和２年12月 令和３年４月

29
テレビ会議システム整備事
業

　各種会議等への出席による感染リスクを排除し、附属機関の委員等の
安全を確保することを目的として、テレビ会議を実施するために必要な環
境を整備します。

1,545,000 1,368,000 令和２年10月 令和３年９月予定
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30
国産水産物販売促進緊急
対策事業

　水産物の輸出停滞や外食需要の減退により生じている在庫滞留を解消
するため、漁協の創意工夫により実施する新型コロナウイルス対策の販
売促進活動(オンラインショップ開設)を支援しました。

6,500,000 5,760,000 令和２年６月 令和３年４月

31 ぎょしょく普及事業
　引き続き憂慮される物流停滞を解消するため、冬季に出荷を迎える水産
物のPR動画を作成しました。

880,000 792,000 令和２年12月 令和３年３月

32 物流停滞解消対策事業
　外食産業の低迷に伴う水産物流通停滞を解消するため、ぎょしょく教育
に関連付けた町外、首都圏への愛南町水産物訴求計画を策定し、消費拡
大に繋げました。

770,000 648,000 令和２年12月 令和３年３月

33
eスポーツ「コロナ撃鯛カッ
プ」運営委託事業

　マダイの需要減による養殖生簀の在庫滞留を解消するため、eスポーツ
（インターネットゲーム）を通じて、愛南マダイのCMを全国に配信し、PR活
動を実施しました。

2,090,000 1,872,000 令和２年８月 令和２年12月

34 庁舎管理事業
　不特定多数の来庁者がある役場本庁舎に、サーマルカメラ等を設置し、
発熱者を検知することで新型コロナウイルスの感染拡大を回避しました。

715,000 648,000 令和２年９月 令和２年12月

35
新型コロナウイルス感染症
対策障がい者就労支援事
業

　新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少した障がい者就
労支援事業所に対して運営を支援します。

15,400,000 13,608,000 令和２年10月 令和３年６月予定

36 選挙事務事業
　10月18日執行の愛南町長選挙に係る投票所及び開票所での感染防止
対策を図るための資材を購入しました。

582,175 505,000 令和２年９月 令和２年10月

37
学校保健特別対策事業費
補助金

　学校再開に際して、児童生徒の学習保障をするため、効果的な教育活
動の実施に必要な機材を購入しました。

11,294,430 5,647,000 令和2年11月 令和３年３月

38 子ども・子育て支援交付金
　感染症対策に伴う小学校臨時休業により、平日の午前中から放課後児
童クラブを開所しました。

729,080 296,000 令和２年４月 令和２年５月

39
学校保健特別対策事業費
補助金

　学校再開等に伴う新型コロナウイルス感染症の集団感染のリスクを避け
るため、保健衛生用品を購入しました。

378,000 189,000 令和２年７月 令和３年３月

40
教育支援体制整備事業費
補助金

　例年どおりの教育活動を行うことができない小学校及び中学校におい
て、学校教育活動支援員を配置することにより、児童生徒の学力保障の
ための学習支援を実施しました。

512,000 204,000 令和２年６月 令和３年３月

41
学校臨時休業対策費補助
金

　学校の臨時休業による学校給食に伴い、物資委託加工業者への影響を
考え、牛乳加工賃分を助成しました。

520,958 130,000 令和２年５月 令和２年10月

42
公立学校情報機器整備費
補助金

　GIGAスクールサポーター配置支援事業により、1人1台の端末を実現す
るための物品納品の対応及びネットワーク工事管理等を行うスクールサ
ポーターを配置しました。

626,027 313,000 令和３年１月 令和３年３月

43
御荘海洋センター感染防止
対策事業

　不特定多数の利用者のある社会体育施設に体温測定装置を設置し、発
熱者を検知することで新型コロナウイルスの感染拡大を回避しました。

189,200 144,000 令和３年２月 令和３年３月

44 持続化給付追加金事業
　長期化するコロナ禍の影響を受けている事業者で、国の持続化給付金
の受給者等に対して、持続化給付追加金を支給しました。

61,832,316 55,480,000 令和３年３月 令和３年４月

813,574,710 720,000,000合　　　計
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