
（単位：円）

事業名 事業概要
事業

始期

事業

終期
総事業費

うち交付金

活用額
効果検証

1
観光事業者等に対する水道料金の

減免

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた観光

事業者等の水道料金を減免し、事業継続を図っ

た。

R2.10.1 R3.3.31 289,872 289,000

対象事業者の水道基本料金4ヶ月分（Ｒ2.10月～Ｒ

3.1月）を減免する事により、事業者の生活費負担が

軽減でき、事業継続に寄与する事ができた。

減免件数　236件　減免率　100％

2 農漁業者への支援

農業者への出荷送費、漁業者への出荷経費及び

冷蔵冷凍施設の電気料金に対する支援金を交付

し、事業継続を図った。

R2.4.1 R2.8.31 5,206,620 5,206,000

対象者の経費負担に対し補助を行う事によって、生

活費負担が軽減でき、事業継続に寄与する事ができ

た。

補助件数　64件　交付率　100％

3
農漁業者への売上減少に対する支

援

新型コロナウイルス感染症の影響を受け収入が

減少した農漁業者への支援を行い、事業継続を

図った。

R2.4.1 R2.12.25 7,524,000 7,524,000

対象者の経費負担に対し補助を行う事によって、生

活費負担が軽減でき、事業継続に寄与する事ができ

た。

対象者　2漁協組合　交付率　100％

4 学校保健特別対策事業補助金

学校再開に伴う感染症対策ならびに学習保障に

供するためサーモグラフィカメラの導入を行っ

た。

R3.1.15 R3.3.31 1,815,000 455,000

サーモグラフィカメラの導入により、登校前の健康

観察が容易になり、感染症予防対策の強化に繋がっ

た。

5 大島旅客自動車㈱経営安定化事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた定期

路線バス運行業者に対し支援金を交付し、事業

継続を図った。

R2.4.1 R3.3.31 88,354,000 79,518,000

コロナ禍において、公共交通機関の利用者離れによ

り影響を受けた事業者に対し、補助を行う事によ

り、事業継続を後押しし、年間を通しての安定的な

運行の確保に繋がった。

6 医療センター経営基盤安定化事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた大島

医療センターの運営業務に対し、支援金を交付

し事業継続を図った。

R2.9.8 R3.3.31 50,000,000 45,000,000

コロナ禍において、受診を控える患者が増え、収入

が減少した医療機関に対し補助を行う事により、事

業継続を後押しし、安定的な医療提供体制を確保で

きた。
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7
観光事業所等パート・アルバイト

等の支援

新型コロナウイルス感染症の影響を受け収入が

減少したパート・アルバイト等への支援金を交

付し支援を行った。

R2.4.1 R2.12.25 570,000 570,000

コロナ禍において、労働者の雇用機会の減少等の影

響を受け、収入が減少したパート・アルバイト等へ

の支援を行う事によって、生活援助を行う事が出来

た。

8 新型コロナウィルス感染者見舞金

新型コロナウイルス感染症罹患者に対し、見舞

金を交付し、生活上の不利益や精神的不安、経

済的損失を見舞った。

R2.8.9 R3.3.12 1,900,000 1,900,000

罹患者を早期に見舞う事により、生活上の不利益を

補い、早期社会復帰への後押しを行う事ができた。

交付件数　36件　交付率100％

9 感染症発熱外来対策費

大島医療センターに発熱外来対策としての受け

入れ場所を確保する等、医療提供体制の強化を

図った。

R2.4.1 R3.3.31 17,150,998 17,150,000

新型コロナウイルス感染疑いのある患者専用外来を

確保する事によって、一般療養患者との接触機会を

無くし、感染症拡大防止の強化が図れた。

10 庁舎等感染症対策費
大島町役場内の感染症予防対策として、消耗品

等の購入を行った。
R2.6.1 R3.3.31 2,332,110 2,332,000

住民との接触機会が多い、公共施設の感染症予防対

策を強化し、安心・安全な行政サービスが提供でき

る環境を整える事ができた。

11 避難所開設時感染症対策費
避難所開設時の感染症予防対策として、消耗品

等の購入を行った。
R2.6.1 R3.3.31 10,091,234 8,771,000

避難所施設の感染症予防対策を強化する事によっ

て、住民の安心・安全な避難体制の整備が図れた。

12
清掃業者、火葬従事者感染症対策

費

清掃業者、火葬従事者への感染症予防対策とし

て、消耗品等の購入を行った。
R2.6.1 R3.3.31 1,709,942 1,709,000

業務の性質上、感染確率が高い事業従事者の安全の

確保に繋がった。

13 救急業務感染症対策費
救急業務従事者への感染症予防対策として、消

耗品等の購入を行った。
R2.6.1 R3.3.31 5,019,028 5,019,000

業務の性質上、感染確率が高い事業従事者の安全の

確保に繋がった。

14 小中学校施設体育館空調整備

小中学校の体育館に空調設備を設置し、感染症

予防に努めるとともに、運動機会の創出を図っ

た。

R2.4.1 R2.10.15 65,469,668 29,291,000

各小中学校は避難所として指定されており、空調設

備を導入する事によって、換気等の感染症予防対策

を促し、密室等の改善に繋がり、避難体制の整備が

図れた。また、児童・生徒や地域での活動を円滑に

行うための快適な空間が作れた。

15 小中学校ICT環境整備事業

1人1台端末の早期整備実現を図るとともに、新

しい生活様式に対応するため、児童・生徒用端

末、職員端末、及びシステム・サーバー等の整

備を行った。

R2.9.8 R3.3.31 38,038,000 37,700,000

リモート授業の実施や、電子教科書等の利用が可能

となり、接触機会の軽減が図られ、感染症予防対策

の強化に繋がった。

16 伊豆大島サイクルイベント事業

新たな生活様式下での伊豆大島サイクルイベン

トを実施するための支援を行い、観光客誘致、

運動機会の創出を図った。

R2.4.1 R3.3.9 5,000,000 5,000,000

コロナ収束を見据えた、今後の観光客誘致とＰＲ活

動に繋げる事ができた。また、コロナ禍でも実施可

能なイベント体制を作りあげる事ができた。



17 伊豆大島ジオパーク推進事業
新しい生活様式下での伊豆大島ジオパーク事業

を推進するために支援を行った。
R2.4.1 R3.3.31 8,429,484 6,172,000

コロナ収束を見据えた、今後の観光客誘致とＰＲ活

動に繋げる事ができた。また、新しい生活様式に対

応した事業展開が可能となった。

18 夏まつりへの助成

感染症の収束を見据えた、新たな生活様式下で

の花火大会を実施するため、大島町商工会に対

する支援を行った。

R2.4.1 R2.9.15 2,800,000 2,800,000
接触機会の増える夏場でも、安心・安全で地域イベ

ントが開催できるよう、支援が図れた。

19 観光協会経営基盤安定対策事業

新型コロナウイルス感染症の影響をうけた観光

協会に対し、補助金を交付し事業継続を図ると

ともに、新しい生活様式下に対応するための支

援を行った。

R2.4.1 R3.3.31 3,850,000 3,850,000

観光客の減により業務が停滞している大島観光協会

を支援する事で、コロナ収束後の観光客を受け入れ

るための観光業の基盤維持が図れた。

20
大島町商工会経営基盤安定対策の

助成

新型コロナウイルス感染症の影響をうけた大島

町商工会に対し、補助金を交付し事業継続を図

るとともに、新しい生活様式下に対応するため

の支援を行った。

R2.4.1 R3.3.31 1,200,000 1,200,000

観光客の減及びコロナ禍での経済低迷により、業績

が落ち込んでいる大島町商工会を支援する事で、コ

ロナ収束後の地域経済活性化のための商工業の基盤

維持が図れた。

21 火山博物館経営安定対策
行動制限期間による休館期間中の経営安定支援

を行い、運営業務の安定化を図った。
R2.4.1 R3.3.31 14,664,497 2,150,000

行動制限等により、やむなく休館の措置をとらざる

得なかった間の費用負担を行い、経営を維持し、再

開に向けての諸準備が整えられた。

22 御神火温泉施設経営安定対策
行動制限期間による休館期間中の経営安定支援

を行い、運営業務の安定化を図った。
R2.4.1 R3.3.31 77,827,656 19,750,000

行動制限等により、やむなく休館の措置をとらざる

得なかった間の費用負担を行い、経営を維持し、再

開に向けての諸準備が整えられた。

23 浜の湯施設管理経営安定対策
行動制限期間による休館期間中の経営安定支援

を行いし、運営業務の安定化を図った。
R2.4.1 R3.3.31 6,575,451 1,040,000

行動制限等により、やむなく休館の措置をとらざる

得なかった間の費用負担を行い、経営を維持し、再

開に向けての諸準備が整えられた。

24 間伏文化会館感染症対策

住民の集会及び避難所、その他の用に供する間

伏文化会館の空調を整備するとともに、予防対

策を強化し、感染症拡大防止対策を図った。

R2.8.25 R2.9.9 770,000 770,000

当施設は避難所としても利用されており、空調設備

を導入することによって、換気等の感染症予防対策

を促し、密室等の改善に繋り、避難体制の整備が図

れた。また、感染症予防に対する消耗品を購入し、

地域での活動を円滑に行うための快適な空間が作れ

た。



25
岡田コミュニティーセンター感染

症対策

住民の集会及び避難所、その他の用に供する、

岡田コミュニティーセンターの空調を整備する

とともに、予防対策を強化し感染症拡大防止対

策を図った。

R2.10.16 R3.3.25 14,003,000 14,003,000

当施設は避難所として指定されており、空調設備を

導入することによって、換気等の感染症予防対策を

促し、密室等の改善に繋り、避難体制の整備が図れ

た。また、感染症予防に対する消耗品を購入し、地

域での活動を円滑に行うための快適な空間が作れ

た。

26 公民館感染症対策

住民の集会及び避難所、その他の用に供する、

公民館の空調を整備するとともに、予防対策を

強化し感染症拡大防止対策を図った。

R2.12.25 R3.3.22 11,536,742 11,536,000

当施設は避難所として指定されており、空調設備を

導入することによって、換気等の感染症予防対策を

促し、密室等の改善に繋り、避難体制の整備が図れ

た。また、感染症予防に対する消耗品を購入し、地

域での活動を円滑に行うための快適な空間が作れ

た。

27 IT化推進事業

新しい生活様式下での作業に対応するため、情

報機器システムの確保を行う等、行政業務の円

滑化を図った。

R2.4.1 R3.3.31 38,372,989 38,372,000

接触機会の低減や、新たな生活様式に対応した業務

体制を推進し、日々状況が変化する感染症対応業務

にも即座に対応できるように基盤整備の強化が図ら

れた。

28 医療センター電子カルテ等導入

新しい生活様式に対応し、人と人との接触を避

けるとともに、医療提供体制の強化を図るた

め、医療機器の整備を行った。

R2.6.18 R2.10.31 99,577,500 51,798,000

院内における接触機会の削減と、感染症対応による

業務の増加対策として、高度医療基盤の強化が図ら

れ、医療提供体制の向上に繋がった。

29 伊豆大島謎解きイベントの実施

感染の収束を見据えた新しい生活様式下でのイ

ベントを実施し、観光客誘致及び地域の活性化

を図った。

R2.12.10 R3.3.28 1,273,980 1,273,000

コロナ収束を見据えた、今後の観光客誘致とＰＲ活

動に繋げる事ができた。また、コロナ禍において

も、非接触型で楽しめる新たなイベントを作り上げ

る事ができた。

30 急速冷却冷凍装置購入

コロナ禍により注文が減少した水産物の長期保

存に対応するため、急速冷凍設備の導入を行っ

た。

R3.1.27 R3.3.31 4,103,000 4,103,000

廃棄食材を減らし、限りある資源の保全に繋がっ

た。また、事業者の事業継続の後押しをする事がで

きた。

31 学校保健特別対策事業費補助金

新しい生活様式に対応するための、小・中学校

の消耗品及び備品を購入し、感染症予防の強化

を図った。

R3.5.1 R4.3.31 4,800,000 2,400,000

感染症予防に要する消耗品、備品を整備する事に

よって、児童・生徒が安心して学校生活が送れる環

境が整えられた。



32
修学旅行の中止に伴うキャンセル

料への支援

新型コロナウイルス感染症の影響により中止と

なった、修学旅行のキャンセル料に対し補助を

行い、保護者の負担軽減を図った。

R2.4.1 R3.2.22 498,573 498,000

コロナ収束も見えず、地域経済が混乱する中で、出

費が嵩む保護者への生活負担軽減を図る事ができ

た。

合計 590,753,344 409,149,000


