
1 通常
文書管理システム電子決裁
導入事業

　執務室での感染防止を目的に、テレワークの実施や職員の非接触化
が可能となるとともに決裁事務の効率化が図られます。

2,486,000 2,486,000 令和4年4月 令和5年3月

2 通常 web会議用設備整備事業
　新型コロナ感染症対策として、非接触による会議を行うためにweb会議
用の設備を整備します。

10,409,000 10,409,000 令和4年6月 令和5年3月

3 通常
マイナンバーカードプレミア
ム商品券発行支援事業

　地元商店で使用できる「プレミアム商品券」を交付することで消費の落
ち込んだ地元商店の活性化を図ります。
　なお、交付対象者をマイナンバーカードの交付者とし、併せて交付率の
向上に寄与します。

168,902,000 168,902,000 令和4年6月 令和5年3月

4 通常
eスポーツ「撃鯛杯」運営委
託事業

　コロナ禍による養殖真鯛の需要減少に対する販売促進のための情報
発信と町のＰＲを松山大学学生と連携して実施します。

3,300,000 3,300,000 令和4年4月 令和4年12月

5 通常
停滞水産物の長期保存・加
工品試験事業

　新型コロナウイルス感染症の影響で需要が停滞し、残っている水産物
を長期保存ができるようフリーズドライ化し、新たな加工品の試験・開発
を行います。

779,000 779,000 令和4年6月 令和5年3月

6 通常
中小企業者等経営強化事
業

　国の小規模事業者持続化補助金及びＩＴ導入補助金について、町が上
乗せ助成を行います。また、販売促進費用や生産性向上のための費用
を町独自に助成します。

4,000,000 4,000,000 令和4年4月 令和5年3月

7 通常
愛南町観光素材データ構築
事業

　新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ観光客数の回復を図る
ため、刷新する町総合観光パンフレット等の観光素材データを構築し、町
の魅力を町外にＰＲします。

6,066,000 6,066,000 令和4年4月 令和5年3月

8 通常
南レク御荘児童公園トイレ
大便器改修事業

　新型コロナ感染症の影響が長期化する中、公園のトイレを非接触対応
の設備へ改修することで、感染予防を図ります。

1,298,000 1,298,000 令和4年5月 令和4年8月

9 通常 企業誘致支援委託事業
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により企業が地方に設置するサ
テライトオフィス等を誘致するため、誘致戦略を策定します。

2,200,000 2,200,000 令和4年6月 令和5年3月

10 通常
愛南泊まって得旅キャン
ペーン事業

　冷え込んだ観光需要の回復及び町内消費の喚起を図るため、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、５千円のキャッシュバックを行います。

31,080,000 31,080,000 令和4年6月 令和5年1月

11 通常 災害時保健対策事業
　避難所施設等における感染症対策の強化を図るため、該当施設へア
ルコール消毒等の感染防止用品を設置して、避難者等の感染予防及び
拡大防止を図ります。

729,000 729,000 令和4年4月 令和5年3月

12 通常
一本松保育所トイレ洋式化
事業

　新型コロナ感染症の影響が長期化する中、保育所のトイレを飛沫防止
効果の高い設備へ改修することで、感染予防を図ります。

1,360,000 1,360,000 令和4年4月 令和4年6月

13 通常
新型コロナウイルス感染症
検査関連事業

　高齢者施設等の職員及び高齢者施設等への入所前の高齢者に対しＰ
ＣＲ検査費用の一部を助成することにより、施設内でのクラスターの発生
を防止し、高齢者施設等の安全なサービス提供の確保を図ります。

16,408,000 2,497,000 令和4年4月 令和5年3月

14 通常
グリーンパークすのかわトイ
レ改修工事

　新型コロナウイルス感染症対策として、グリーンパークすのかわトイレ
を非接触対応の設備へ改修を行います。

5,200,000 5,200,000 令和4年6月 令和5年1月

15 通常
小学校屋内運動場トイレ洋
式化事業

　新型コロナ感染症の影響が長期化する中、体育館のトイレを飛沫防止
効果の高い設備へ改修することで、感染予防を図ります。

1,190,000 1,190,000 令和4年4月 令和4年7月

16 通常 救急業務運用事業
　救急車内での活動時の感染防止対策のため、救急車内に感染症対策
用救急車除染システムバクテクターを設置します。

916,000 916,000 令和4年4月 令和4年6月
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17 通常 水産業振興事業補助金

　新型コロナウイルス感染症等の影響を受け、外食産業を中心に養殖真
鯛の出荷量が激変し、在池尾数に影響が出ていることから、愛南漁協が
実施する国産水産物への回帰と新たな価値の提案を目的としたフェア実
施に対して支援します。

6,808,000 6,808,000 令和4年9月 令和5年3月

18
物価
高騰

大学生等生活応援ふるさと
小包事業

　コロナ禍における物価高騰などにより、生活に困窮している学生に対し
て、日常生活の負担軽減を図るため、地元商品を届けることで生活支援
やリフレッシュの一助となるよう応援します。(年２回発送)

4,700,000 4,700,000 令和4年4月 令和5年3月

19
物価
高騰

農業共済支援事業

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響による燃料や物価高騰を受け、
経営の悪化による農業収入の減少等に備えるため、地域の農業者が農
業保険（収入保険・農業共済）に加入する場合に、加入者が負担する保
険料や共済掛金の一部について、農業者の負担軽減とリスクへの備えを
強化し、もって地域農業の維持を図ります。

4,000,000 4,000,000 令和4年4月 令和5年3月

20
物価
高騰

漁業共済支援事業

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響による燃料や物価高騰を受け、
水産業者の経営が厳しい状況となっているため、漁業共済掛金を助成す
ることによって、加入率の向上を図り、漁業者の経営の安定化と事業の
継続支援を行います。

18,325,000 18,325,000 令和4年4月 令和5年3月

21
物価
高騰

商工業者利子補給事業
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動に支障が生じてい
る事業者の融資を促進し、経営の安定化を図るため、愛媛県新型コロナ
ウイルス感染症対策資金の利子を県と町が0.5％ずつ補給します。

600,000 600,000 令和4年4月 令和5年3月

22
物価
高騰

新型コロナウイルス感染症
対策中小企業者経営支援
事業

　愛南版応援金
　コロナ禍における原油価格高騰等の影響を受けている事業者に対する
負担軽減を図るため、支援金を支給します。

40,100,000 40,100,000 令和4年6月 令和4年10月

23
物価
高騰

肥料高騰対策支援事業

　コロナ禍における燃料や物価高騰の影響により、肥料価格が過去最高
水準となる中、農業者の経営は厳しい状況となっています。国の肥料価
格高騰対策として、化学肥料の２割低減の取組を行う農業者に対して、
令和４年６月から令和５年５月までに注文する肥料価格の前年からの上
昇分の７割を支援する事業に町も２割の追加支援を行うことにより、長期
化するコロナ禍のため疲弊している農業者の肥料購入に係る負担を軽
減し、経営の安定化と離農リスクの低減を図ります。

7,735,000 7,735,000 令和4年10月 令和5年3月

24
物価
高騰

畜産配合飼料価格高騰対策支
援事業

　畜産配合飼料価格の高騰を受け、影響を受ける町内畜産農家の飼料
コスト低減や収益確保に資する取組みを支援することで、経営意欲を高
め、本町畜産基盤の存続と畜産物の安定供給体制の維持を図ります。

1,873,000 955,000 令和4年10月 令和5年3月

25
物価
高騰

燃油価格高騰対策交通・運輸
事業者給付金事業

　コロナ禍における燃油の高騰により影響を受けている交通・運輸事業
者に対する負担軽減を図るため、給付金を支給します。

12,000,000 10,900,000 令和4年10月 令和4年12月

26
物価
高騰

地域経済活性化2023新春プレ
ミアム商品券事業

　低迷する地元消費を下支えし、地域経済の活性化を図るため、プレミア
ム商品券を配布します。

131,642,000 77,386,000 令和4年10月 令和5年3月

484,106,000 413,921,000合　　　計
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