
事業名 内　容 予算規模 【お問合せ】

1 患者緊急輸送委託業務
新型コロナウイルス感染の疑いがあり、大間病院の指示により病院までの
交通手段が無い者を緊急的に輸送するための経費。

90万円

【村単独】
総務課

2
オンライン会議用システム構築
業務

オンライン会議に必要となるパソコン、ＴＶ、Ｗｉ－Ｆｉルーターの購入
等に係る経費。

50万2千円

【村単独】
総務課

3 防災備蓄倉庫補充業務
新型コロナウイルス感染症対策用消耗品（マスク、消毒液等）の購入に係
る経費。

50万円

【村単独】
総務課

4 中小企業貸付支援業務
中小企業・小規模事業者を対象に貸付要件の緩和等の措置が実施されてい
るが、国・県等の制度借入できなかった事業者に対する貸付金制度に係る
経費。

400万円

【村単独】
総合戦略課

5 佐井村配食サービス事業
高齢者世帯（６５歳以上）を対象として、夕食の宅配サービスを行うため
の経費。

149万4千円

【国・県補助】
86万2千円

福祉健康課

6 公民館活動業務
成人式参加者に事前にＰＣＲ検査キッドを郵送し、感染の有無を確認して
もらうための経費。

54万千円

【村単独】
教育委員会

新型コロナウイルス感染症対策として（当初予算）



事業名 内　容 予算規模 【お問合せ】

1 会議室アクリル板設置事業
新型コロナウイルス感染症対策として、役場会議室へ設置するアクリル板
購入に係る経費。

25万4千円

【村単独】
総務課

2
新型コロナウイルスワクチン接
種体制確保事業

新型コロナワクチン予防接種台帳データ取込に伴うシステム改修に係る経
費。

41万8千円

【国庫補助】
41万8千円

総務課

3
子育て世帯生活支援特別給付金
事業

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て
世帯に対し、その実績を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金
を支給するための経費。
●対象者：令和３年広報さい８月号へ掲載
●支給額：児童１人／一律５万円

251万5千円

【国庫補助】
251万3千円

福祉健康課

4 佐井小・中学校感染症対策事業
学校保健特別対策事業費補助金（学校教育活動継続支援事業）を活用し、
感染症対策に必要な消耗品・備品等の購入に係る経費。

47万3千円

【国庫補助】
23万6千円

教育委員会

5 修学旅行費補助事業

村内の小中学校に就学する児童生徒が参加する、修学旅行に要する経費の
一部を補助することで、少子化や不測の事態により保護者の負担割合に不
均一が生じないよう可能な限り負担の平準化を図る。
●対象者：佐井村立小中学校に就学している児童の保護者
●補助額：基準額を超えた場合、１人／１万円を限度とする
　　　　　※基準額・・・小学校：４万円、中学校：８万４千円

18万円

【村単独】
教育委員会

新型コロナウイルス感染症対策として（６月補正）



事業名 内　容 予算規模 【お問合せ】

1 敬老記念商品券発行事業

新型コロナウイルス感染症の影響による敬老会中止に伴い、ご長寿のお祝
いと地域経済の支援を目的とした「佐井村敬老記念商品券」を発行する。
●対象者：75歳以上の方（昭和22年3月31日以前出生）
●支給額：1人／2,000円

126万円

【村単独】
福祉健康課

新型コロナウイルス感染症対策として（９月補正）



事業名 内　容 予算規模 【お問合せ】

1
子育て世帯への臨時特別給付金
事業

新型コロナウイルス感染症の影響による新たな子育て世帯に対する支援と
して、18歳以下の子どもたちに給付金を支給する。
●対象者：令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童
　　　　　9月30日時点で高校生
　　　　　令和4年3月31日までに生まれた児童手当支給対象児童
●支給額：児童1人／100,000円

2,228万円

【国・県補助】
1,228万円

福祉健康課

新型コロナウイルス感染症対策として（１１月補正）



事業名 内　容 予算規模 【お問合せ】

1
飲食・観光関連事業者等事業継
続緊急支援金支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が減少し、事業活動の支
障が生じている村内で事業を営む事業者に対して、事業の維持又は継続の
ための緊急支援を行う。
●支援金：法人１件／600,000円
　　　　　個人１件／300,000円

540万円

【国・県補助】
298万4千円

総合戦略課

新型コロナウイルス感染症対策として（１２月補正）



事業名 内　容 予算規模 【お問合せ】

1
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金事業

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らし
の支援を受けられるよう、住民性非課税世帯に対して給付金を支給する。
●対象者：令和３年度住民税非課税世帯
●支給額：１世帯／100,000円

3,842万2千円

【国・県補助】
3,842万2千円

住民生活課

新型コロナウイルス感染症対策として（１２月専決（２））



事業名 内　容 予算規模 【お問合せ】

1 生活困窮者灯油購入費助成事業

昨今の灯油価格の高騰による生活困窮世帯への影響を緩和するための対策
として、暖房用灯油購入費の一部を助成する。
●対象者：令和３年度住民税非課税世帯
●支給額：１世帯／5,000円

190万円

【国・県補助】
95万円

福祉健康課

新型コロナウイルス感染症対策として（２月専決）



事業名 内　容 予算規模 【お問合せ】

1 さい未来チャレンジ支援事業

村内で企業・異業種参入、新製品開発、事業の経営改善、事業承継、ウィ
ズ・アフターコロナを見据えた新たな事業展開に対応するための事業等に
取り組む事業者を支援する。
●補助額：１事業者あたり上限3,000,000円

600万円

【国・県補助】
420万円

総合戦略課

2
サイボードライブ配信システム
構築事業

役場から各世帯のタブレットへライブ配信できる機能を付与し、常にリア
ルタイムで行政や議会の情報を住民と共有することができ、住民が安心し
て暮らせる社会環境の構築を図る。

1,795万5千円

【国・県補助】
770万円

総務課

3
佐井村プレミアム商品券発行事
業

コロナ禍により村内での購買需要が低下し、売上が減少している中で、村
内小売業者で使用できる商品券を発行し、村内での消費拡大と購買意欲を
喚起させ、地域経済の活性化を図る。
●プレミアム率：20％×2回発行
●１セット5,000円（1,000円×6枚）→8,000セット

880万円

【国・県補助】
618万円

総合戦略課

4
プレミアムさいイート券発行事
業

コロナ禍により影響を受け入込観光客数が大幅に減少している中で、売上
が減少している飲食・食料品・土産販売店で利用できる「イート券（飲食
券）」を販売し、村内での消費拡大と地域経済の活性化を図る。
●プレミアム率：50％
●１セット2,000円（500円×6枚）→4,000セット

460万円

【国・県補助】
322万円

総合戦略課

5 観光プロモーションツール事業

コロナ禍において新たな観光スタイルとして提唱されるマイクロツーリズ
ムの流れを捉え、コロナ禍であっても３密を回避でき、外出自粛のストレ
ス発散場所を求めるニーズに対応した環境整備など、新たな誘客を創り出
し地域経済の活性化を図る。

1,683万7千円

【国・県補助】
1,204万円

総合戦略課

新型コロナウイルス感染症対策として（３月補正）



事業名 内　容 予算規模 【お問合せ】

新型コロナウイルス感染症対策として（３月補正）

6 観光船運航航路継続等支援事業

村内の重要な観光資源である「仏ヶ浦」への観光航路を維持・継続するた
め、新しい生活様式に沿って３密対策を講じて運航する事業者に対する事
業継続のための奨励金を交付し、地域経済の再生に対する取り組みを支援
する。
●対象期間：4月～11月（8ヶ月）
●対象事業者：村内で観光船運航業を営む事業者
●奨励金：定員100人超　 300,000円×8月
　　　　　定員50人超　　200,000円×8月
　　　　　定員50人以下　150,000円×6月

890万円

【国・県補助】
623万円

総合戦略課

7
宿泊応援地域共通ｸｰﾎﾟﾝ券発行事
業

村内の民宿・旅館に宿泊した者に滞在期間中に使用できる地域クーポン券
を付与し、利用者にお得感を与えることにより宿泊者の増加を図るととも
に、村内小売業者でクーポン券が使用されることにより地域経済の活性化
を図る。
●（1,000円券×3枚）×4,000人泊

1,450万円

【国・県補助】
1,015万円

総合戦略課



事業名 内　容 予算規模 【お問合せ】

1 役場庁舎和室改修事業
乳幼児健診や選挙期日前投票所、会議室などとして利用される役場庁舎和
室の全面的な改修並びに換気対策及び３密回避のための工事を行い、新型
コロナウイルス感染防止対策に沿った環境整備を行う。

2,326万1千円

【国・県補助】
1,900万円

総務課

2
佐井村移住プロモーション動画
作成事業

新型コロナウイルス感染症拡大を契機に、都市部を中心に働き方や暮らし
方に多くの変化が生じている。このことから、佐井村の暮らしの多様な良
さを効果的かつ戦略的に発信できるプロモーション動画などを作成し、関
係人口の創出、多拠点居住及び移住・定住の促進を図る。

452万8千円

【国・県補助】
400万円

総合戦略課

3
児童・福祉関連施設感染防止対
策事業

感染防止対策を継続的に行い、必要なサービスを提供する体制を維持する
ための支援を行う。
●介護老人福祉施設　500,000円
　児童福祉施設　300,000円
　認知症対応型共同生活介護事務所　300,000円
　在宅介護サービス事務所　300,000円

140万円

【国・県補助】
140万円

福祉健康課

4
高齢者生活福祉センター改修事
業

高齢者生活福祉センター「あすなろ」にあるデイサービスセンタールーム
の感染予防対策を講じ、施設利用者の感染及び感染拡大の予防を徹底する
ための環境整備を行う。
●室内エアコン設置、脱衣所・トイレ換気扇設置

550万円

【国・県補助】
550万円

福祉健康課

5
佐井村産品を買って、佐井村産
品を当てようキャンペーン事業

村内の店舗や直売所、通信販売サイトでキャンペーン期間中に一定額
（2,000円）以上の地場産品を購入した者を対象として、購入金額の半額
相当のクーポン券（1,000円券）を付与するとともに、地場産品が当たる
村産品応援キャンペーンを展開し、村内における消費喚起や需要拡大を図
る。

2,035万円

【国・県補助】
1,270万円

総合戦略課

6 小中学校施設感染予防対策事業
学校機能を継続するための感染予防対策を強化するための環境整備を行
い、児童生徒の学校生活における安心・安全を図る。
●空気清浄機、加湿器、歯ブラシ殺菌乾燥保管庫

249万2千円

【国・県補助】
240万円

教育委員会

新型コロナウイルス感染症対策として（３月専決）


