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 令和２年６月１１日第２回定例会における議決に基づき、当委員会の所管につい

てこれまでに調査した結果を下記のとおり報告する｡ 

 

 

令和 ２ 年 ９ 月 １ 日  

 

 

 七飯町議会議長 木 下   敏  様 

 

 

総務財政常任委員会       

委員長 池 田 誠 悦   

 

記 

 

【所管事務調査事項】 

 ・地域公共交通について 

 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について 

 ・特別定額給付金事業について 

 

 令和２年６月１７日、７月１日、２７日、８月１８日、２７日、９月１日の６日

間、委員会を開催し、総務部長、政策推進課長の出席を求め、提出資料に基づいた

説明の聴取を行った。 

 

１ 調査の目的 

  地域公共交通のこれまでの経過や現在の取組状況、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金、特別定額給付金事業の実施状況を把握するため、調査

を行った。 

 



 

２ 調査の方法 

  地域公共交通については地域公共交通に関する取組の経過、プロジェクトチー

ム事務局が作成した素案に関する資料等、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金については国に提出した計画に関する資料、当該交付金を充当した

補正予算の内容、進捗状況に関する資料等、特別定額給付金事業については特別

定額給付金事業に対応した人員体制、未申請件数の状況と日別の申請状況に関す

る資料等の提出を求めたほか、総務部長、政策推進課長への聴取を行った。 

 

３ 地域公共交通について 

  地域公共交通については、提出資料に基づき説明を受けたが、調査が十分では

ないことから、継続して調査を行うこととした。 

 

４ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について 

  地方公共団体が作成した新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実

施計画に基づく事業に要する費用に対し、国が交付金を交付することにより、新

型コロナウイルスの感染拡大の防止や感染拡大の影響を受けている地域経済や住

民生活の支援、家賃支援を含む事業継続や雇用維持等への対応、「新しい生活様

式」を踏まえた地域経済の活性化等への対応を通じた地方創生を図ることを目的

としている。 

  これまでに第１次分として１３９，４０８千円、第２次分として４４７，４６

９千円、合わせて５８６，８７７千円が交付限度額として決定され、交付金を充

当して実施する事業の予算総額は６５７，９６４千円となっている。 

  なお、交付限度額については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金制度要綱に基づき、国が決定している。 

  ８月２７日時点での事業の実施状況については、別紙のとおりである。 

 

  委員からは、交付金を充当した事業の進捗状況の把握や事業を執行した結果、

交付金に執行残が生じた場合の対応について質疑があり、町としては、事業の進

捗状況の把握に努め、実施計画の修正も可能であることから、進捗状況を踏まえ

た中で修正を加えていきたいとの回答であった。 

 

５ 特別定額給付金事業について 

  特別定額給付金事業は、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、

簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うために設けられた事業で、基



 

準日である令和２年４月２７日現在において、住民基本台帳に記録されている者

に対し１０万円を支給するものである。 

  町は、４月２１日に関係各課で協議を行い、政策推進課が主体となるものの、

総務部全体として実施体制を構築し、七飯町特別定額給付金等事業実施対策本部

を設置している。国の補正予算が成立した４月３０日以降速やかに国への補助申

請、申請書発送準備を行い、５月の連休後の５月８日には各世帯への申請書の発

送を完了している。 

  ５月１１日から１５日までの５日間は、郵送申請が集中した時期であり、この

間は各課からの職員が３交代制で申請書の確認、入力事務を行っている。申請書

到着の翌日には指定金融機関へ振り込みデータを送付するなど、迅速な対応を行

っている。なお、最終的な給付状況は次表のとおりである。 

 

〔表〕特別定額給付金給付状況 

 世帯数 人 数 備考 

当初 13,837 27,986 4.27 住民登録 

最終（予定） a 13,847 28,009 抽出後の異動等による増減 

申請数    b 13,823 27,985  

申請率   b/a 99.83% 99.91%  

未申請数  a-b 24 24 全て単身世帯 

 

６ まとめ 

  地域公共交通については、継続して調査を行うこととする。 

  特別定額給付金事業については、最終的に１３，８２３世帯、９９．８３パー

セントの給付状況となった。申請を行っていない世帯に対しては、文書による通

知や職員が戸別訪問を行うなどの取組を行ったが、基準日以後に死亡、居所不明、

本人の受取拒否などにより２４世帯が未申請となった。町民にいち早く給付する

ため、政策推進課を中心に総務部が一丸となって取り組んだことは評価できる。 

  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金については、新型コロナウ

イルスの感染拡大の防止、地域経済や住民生活の支援など、予算計上までは迅速

に行われている。今後も予算計上されている事業の進捗状況の把握に努め、速や

かな事業の実施を望むものである。また、今後、当該交付金のように複数の課が

関係する場合には、事業の進捗状況や工程について予算成立後から当該交付金の

担当課が把握するよう努めるとともに、各部が連携して事業を実施することを望

み、委員会報告とする。 



 

 

 

 

 



実績額 実施状況 残事業費 最終見込額

 R2.5
～R2.10

25,600  

■休業要請等協力支援金給付状況
　            25,600千円117件/43,300千円203件
①個人  　　 　2,800千円 28件/ 6,300千円 63件
②酒類提供   　7,800千円 39件/10,000千円 50件
③非酒類提供　15,000千円 50件/27,000千円 90件

1,500   27,100  実施中

 R2.5
～R3.3

555     
■商工業経営安定資金融資保証料補助金交付状況
　555千円11件/575千円10件

20      575     実施中

 R2.5
～R3.3

-       
■商工業経営安定資金融資利子補給状況
　0千円/1,362千円
※上半期、下半期に実績に応じ一括支給のため、現時点における補給実績なし

1,362   1,362   実施中

 R2.6
～R2.11

24,239  

■クーポン券発行事業実施状況
①クーポン券換金　16,573千円/83,226千円
②印刷製本費　　　 1,373千円/1,682千円（R2.7.6契約/R2.7.17納品）
③郵便料　　　　 　6,293千円/7,754千円（R2.7.22郵送開始13,871世帯）
④クーポン券換金委託料 0千円/  833千円（換金額の1%）
※クーポン券換金委託料は確定時に支払うため、現時点では実績なし

69,256  93,495  実施中

 R2.7
～R3.3

12,900  

■持続化給付金給付状況
　　　 12,900千円94件/163,000千円1,170件
①個人　5,900千円59件/ 71,000千円  710件
②法人　7,000千円35件/ 92,000千円  460件

150,100 163,000 実施中

 R2.8
～R3.3

13,512  

■団体旅行誘客促進事業申請受付状況
①宿泊旅行　12,752千円70団体1,600人/13,750千円50団体2,500人
②日帰旅行　   760千円13団体  368人/ 3,250千円50団体2,500人
※9月1日以降の催行分が対象であり、現時点で支出は発生していないが、申請ど
おりの催行により左記実績額となる見込み

3,488   17,000  実施中

 R2.7
～R3.3

-       
※国のGO TOトラベルキャンペーンと自治体の助成等キャンペーンの併用が可能と
なったため、実施しない見込み

-       -       未着手

 R2.7
～R3.3

15,330  

■宿泊促進事業（商品券配布）実施状況
①商品券配布 15,000千円5,000人分/30,000千円10,000人分
※R2.7.31町内宿泊施設に商品券を配布
②商品券発行等事務手数料330千円/660千円

15,330  30,660  実施中

上
下
水
道
課

 R2.7
～R2.12

550     

■水道料金減免実施状況
①水道料金減免　0千円0件/58,893千円12,023件
※基本料金の減免は9月～11月検針分
②システム改修委託料550千円（R2.7.28契約/R2.12.15迄）

58,893  59,443  実施中

 R2.6
～R2.8

9,900   
■社会福祉施設等従事者商品券支給状況
　9,900千円990人/9,900千円990人（R2.7.20完了）

-       9,900   完了

 R2.7
～R3.3

5,665   

■介護・障害福祉サービス等事業者支援金実施状況
　　　　5,500千円28件/5,500千円28件（R2.7.27完了）
①個人　　100千円 1件/  100千円 1件（R2.7.27完了）
②法人　5,400千円27件/5,400千円27件（R2.7.27完了）
■啓発ポスター印刷発注状況等
　165千円1,000枚（R2.7.13契約、R2.7.15納品）
※介護・障害福祉施設、医療機関、飲食店等へ配布済

-       5,665   完了

（千円）

163,000    

　七飯町団体旅行支援事業（誘客促進）

担当課 地方創生臨時交付金充当事業名

　商工業経営安定資金融資利子補給

　介護・障害福祉サービス等事業者支援事業

　七飯町団体旅行支援事業（商品造成）

　町内観光施設等の利用料金割引に係る助成金を旅行会
社等に交付し誘客促進を図る
（宿泊）110,000円/団体、飲食等300円/人
　　　　宿泊3,000円/人
（日帰）50,000円/団体、飲食等300円/人

商
工
観
光
課

17,000     

5,665      

　七飯町宿泊促進事業

　七飯町クーポン券発行事業
　町内全世帯を対象に町内で使用できるクーポン券を
配布（6千円/世帯）

　商工業経営安定資金の融資を受けた者の利子を補給

事業概要

　新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休業要請等に協
力した町内事業者に対し、支援金を給付
（個人）　　　100千円
（酒類提供）　200千円
（非酒類提供）300千円

福
祉
課

　七飯町持続化給付金事業

　水道料金減免事業

　社会福祉施設等における新型コロナウイルス
　感染症予防対策支援事業

　休業要請等協力支援金

　商工業経営安定資金融資保証料補助金

事業費
（実施計画）

59,498     

9,900      

事業期間
（実施計画）

3,000      

43,300     

進捗状況（8月27日現在）

575        

1,362      

進捗状況

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している状
況を鑑み、町民及び町内事業者に対し水道料金（基本料
金）3ヶ月分を減免する

　商工業経営安定資金の融資を受けた者の保証料を補助

　町内観光施設等のツアー催行促進のため、旅行会社等
に対し新型コロナウイルス感染防止費用を支援
（宿泊30,000円/団体、日帰10,000/団体）

　町内宿泊施設に宿泊した者に対し商品券を配布し、町
内宿泊施設の利用促進を図る（3,000円/人）

　新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けた町
内事業者を対象に、七飯町持続化給付金を給付
（個人）100千円
（法人）200千円

　町内社会福祉施設等に勤務する従事者を対象に商品券
を支給（10,000円/人）

94,276     

　町内介護・障害福祉事業者への支援金
（個人）100千円
（法人）200千円

30,660     

令和２年度　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業進捗状況 別紙



実績額 実施状況 残事業費 最終見込額

 R2.6
～R2.8

7,410   
■医療機関等従事者商品券支給状況
　7,410千円741人/7,410千円741人（R2.6.30完了）

-       7,410   完了

 R2.6
～R2.8

2,160   
■子育て施設等従事者商品券支給状況
　2,160千円216人/2,160千円216人（R2.6.30完了）

-       2,160   完了

 R2.6
～R3.3

3,068   

■公共施設等備品購入状況　3,068千円（R2.8.4完了）
①マスク（不織布タイプ）29,900枚（R2.7.3契約ほか）
　うち15,000枚（R2.7.14納品）うち 1,900枚（R2.7.29納品）
　うち13,000枚（R2.8.4納品）
②アルコール消毒液110本（R2.7.3契約ほか）
　うち60本（R2.7.14納品）うち50本（R2.8.4納品）
③非接触型電子体温計35台（R2.6.19契約、R2.6.30納品）
④防護服200着（R2.7.3契約ほか）
　うち100着（R2.7.14納品）うち100着（R2.8.4納品）
⑤フェイスシールド100枚（R2.6.12納品）
⑥医療用ガウン100着
　うち50着（R2.7.10納品）うち50着（R2.7.21納品）
⑦防塵マスク400枚（R2.7.27契約、R2.8.4納品）
⑧保護メガネ100個（R2.7.27契約、R2.8.4納品）
⑨シューズカバー100足（R2.7.27契約、R2.8.4納品）
⑩アウター手袋100双（R2.7.27契約、R2.8.4納品）
⑪インナー手袋600双（R2.7.27契約、R2.8.4納品）
※七飯消防署及び火葬場に配布済。その他公共施設や医療機関等への配布は今後
の感染症拡大時における各施設の状況に対応するため、現時点では子育て健康支
援課において管理

-       3,068   完了

 R2.7
～R3.4

2,600   
■出産支援金給付状況
①出産支援金　2,600千円26人/17,200千円172人
②事務費　　　    0千円/100千円

14,700  17,300  実施中

 R2.9
～R3.3

-       

■インフルエンザワクチン予防接種実施状況
　0千円0人/78,400千円22,400人
※予防接種事業については10月1日から実施予定とし、現在、渡島医師会等と委託
契約内容について協議中

78,400  78,400  実施中

 R2.7
～R3.3

8,500   

■医療機関等支援金給付状況
　　　　　　　　　　8,500千円48件/8,500千円48件（R2.7.30完了）
①医科・歯科・薬局　7,400千円37件/7,400千円37件（R2.7.30完了）
②整骨院・治療院　　1,100千円11件/1,100千円11件（R2.7.30完了）

-       8,500   完了

 R2.6
～R2.8

6,709   
■換気用扇風機購入状況
　6,709千円196台/6,860千円196台（R2.6.17契約、R2.6.30納品）

-       6,709   完了

 R2.6
～R2.9

3,097   
■小中学校保健室冷暖房機整備状況
　3,097千円6校/3,151千円6校（R2.6.22契約、R2.8.6完了）

-       3,097   完了

 R2.7
～R2.11

2,094   
■小中学校水道蛇口取替工事実施状況
　2,094千円389箇所/2,530千円389箇所（R2.6.30契約、R2.11.30完了期限）

-       2,094   実施中

進捗状況
進捗状況（8月27日現在）

6,150   -       

　町立学校冷暖房機設置工事
　夏季休業返上の授業に対する児童生徒の体調管理のた
め、町内小中学校の保健室に冷暖房機を整備

3,151      

担当課 地方創生臨時交付金充当事業名 事業概要
事業費

（実施計画）
事業期間

（実施計画）

環
境
生
活
課

　授業再開後の換気機能向上のため、町内小中学校の各
教室に扇風機を2台配置

6,860      

2,530      

　社会システム維持のための衛生確保事業

　教室換気用扇風機購入事業

6,150   

　小中学校水道蛇口取替工事

　地域の感染状況等を踏まえたきめ細かい
　医療提供体制等構築事業（医療機関等支援）

8,500      

6,150      

7,410      

2,160      

3,070      

　町内子育て支援施設等に勤務する従事者を対象に商品
券を支給（10,000円/人）

　感染予防対策必需物品を確保し町内公共施設や小中学
校、医療機関等へ配布

　町内小中学校における新型コロナウイルスの集団感染
リスク低減のため、水道蛇口460箇所を横レバー方式に
交換

　新型コロナウイルス感染症と症状が類似するインフル
エンザについて、ワクチン接種により予防することで、
医療現場における新型コロナウイルス感染症受入体制整
備に資することから、インフルエンザワクチン予防接種
に係る費用を全額（3,500円程度）負担する

　町内医療機関等への支援金
（医科・歯科・調剤薬局）200千円
（整骨院・治療院）　　　100千円

 R2.6
～R2.8

17,300     
　令和2年4月28日～令和3年4月1日に出生した新生児の
保護者に給付金（100,000円）を給付

完了
　一般廃棄物処理事業者、産業廃棄物処理事業者、葬祭
事業者、理容院、美容院、ランドリー、温浴施設を対象
に商品券を支給（50,000円）

■一般廃棄物処理事業者等商品券支給状況
　6,150千円123件/6,150千円123件（R2.7.21完了）

　町内医療機関等に勤務する従事者を対象に商品券を支
給（10,000円/人）

　子育て施設等従事者支援事業

　各種相談・支援窓口開設事業

　出産支援金給付事業

　地域の感染状況等を踏まえたきめ細かい
　医療提供体制等構築事業
　（院内感染防止に必要な支援等）

78,400     
　地域の感染状況等を踏まえたきめ細かい
　医療提供体制等構築事業（予防接種事業）

子
育
て
健
康
支
援
課

学
校
教
育
課



実績額 実施状況 残事業費 最終見込額

 R2.6
～R2.10

10,996  
■GIGAスクール構想に係る教師用パソコン購入状況
　10,996千円245台/12,128千円245台（R2.7.10契約、R2.10.31納品）

-       10,996  実施中

 R2.8
～R3.3

774     

■大沼岳陽学校送迎実施状況
①バス　　　624千円11日/11,445千円170日
②タクシー　150千円11日/ 3,290千円170日
（R2.7.14契約、R2.7.15～R2.7.31の請求分として）

13,961  14,735  実施中

 R2.7
～R2.9

2,244   
■小中学校ドラム式洗濯乾燥機購入状況
　ドラム式洗濯乾燥機2,244千円7台/2,310千円7台
（R2.8.25契約、R2.9.15納品）

-       2,244   実施中

 R2.7
～R2.9

935     

■新型コロナウイルス感染症拡大防止授業用備品購入状況
　935千円/1,098千円（R2.8.25契約、R2.9.15納品）
①ポータブルハンズフリーマイク8台
②ハンズフリー拡声器スピーカー5台
③スピーカー＆アンプ内蔵マイク10本
④スピーカー＆アンプ内蔵マイク用ヘッドマイク5台

-       935     実施中

 R2.7
～R2.12

4,220   

■小中学校学校施設改善事業実施状況
①網戸　3,190千円132枚/5,214千円132枚
（R2.8.6契約、R2.11.6完了期限）
②病弱学級エアコン　1,030千円2台/1,058千円2台
（R2.7.27契約、R2.8.5完了）

-       4,220   実施中

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

 R2.8
～R2.10

-       

■学校給食費減免実施状況
①小学校　0千円0人/7,186千円1,097人
②中学校　0千円0人/5,199千円  546人
※給食費減免は8月9月分が対象。後払い制のため、金額の移動は9月及び10月に発
生

12,385  12,385  実施中

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

 R2.7
～R2.10

449     

■スポーツ合宿送迎バス借上事業実施状況
　449千円5チーム/738千円9チーム
①ユニバーサルエンターテインメントＡＣ（7/1～7/10）
　函館空港～函館大沼プリンスホテル（往復）82千円
②デンソー女子陸上長距離部（8/3～8/15）
　函館空港～ステーションホテル旭屋（入）　34千円
　ステーションホテル旭屋～苫小牧市（帰） 122千円
③エディオン女子陸上部（8/13～8/28）
　苫小牧市～函館大沼プリンスホテル（入） 140千円
④ノーリツ女陸上競技部（8/18～8/31）
  函館空港～函館大沼プリンスホテル（入）　30千円
⑤ＧＭＯアスリーツ（8/24～9/4）
　函館空港～函館大沼プリンスホテル（入）　41千円

289     738     実施中

 R2.7
～R2.12

3,704   

■公共施設等備品購入状況 3,704千円
①パーテーション等 2,149千円（R2.7.6契約、R2.7.28納品）
　窓口パーテーション83枚、間仕切パネル10枚
②消毒用充電式噴霧器（2台）93千円（R2.7.20契約、R2.7.27納品）
③マスク、消毒液等 1,226千円（R2.7.20契約ほか、R2.8.20納品）
　マスク4,500枚、アルコール消毒液66個、除菌剤200ケ、
　フェイスシールド300枚等
④避難者スペース確保用テント（20ケ）236千円
　（R2.7.22契約、R2.11.30納品）

909     4,613   実施中

 R2.7
～R3.3

4,637   
■会計年度任用職員採用状況　4,637千円3名/21,840千円10名
①R2.7.13採用　　　   1人   1,612千円
②R2.9. 1採用（予定） 2人   3,025千円

17,203  21,840  実施中

　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
　学校施設改善事業

　小中学校における新型コロナウイルス感染症
　予防衛生環境整備事業

学
校
教
育
課

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響長期化に伴う各
家庭の収入減や非常事態宣言に伴う小中学校の休校によ
る食費など支出増の緩和を図るため、令和2年8月及び9
月の2ヶ月分の学校給食費を免除（減免）

　学校給食費減免事業

1,098      

14,735     

2,310      

　新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る
　スクールバス等増車運行事業

　新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る
　スポーツ合宿誘致体制整備事業

738        

　GIGAスクール構想指導者用端末購入事業 12,128     
　遠隔授業等GIGAスクール構想に係る教師用パソコンを
整備（245台）

　新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とした学校内
の換気を促すため、町内小中学校に必要な網戸を整備す
るとともに、七重小学校の病弱学級にエアコンを整備

　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
　授業用備品購入事業

　大沼岳陽学校スクールバス利用児童・生徒の三密状態
を防ぐため、スクールバスを増車

　町内小中学校における除菌作業用タオル、保健室タオ
ルケット等寝具の衛生環境向上のため、ドラム式洗濯乾
燥機を整備

　ソーシャルディスタンスを意識した授業や教職員が大
声を出さなくて良い環境を整えることで飛沫を抑制する
ことを目的として、ヘッドマイク等備品を整備

　スポーツ合宿の受入体制整備のため、チーム送迎用車
両の三密状態を回避するため大型バスを借上げて送迎を
実施

12,385     

担当課 地方創生臨時交付金充当事業名 事業概要
事業費

（実施計画）
事業期間

（実施計画）

進捗状況（8月27日現在）
進捗状況

6,272      

総
務
財
政
課

　公共的空間安全・安心確保事業
　役場庁舎等の窓口パーテーション及び消毒液、除菌
剤、マスク等感染防止対策必需物品を確保する

4,613      

　緊急対策型雇用創出・研修事業
 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による失職者等
を対象に緊急雇用対策として会計年度任用職員10名を採
用

21,840     



実績額 実施状況 残事業費 最終見込額

 R2.7
～R3.3

-       

■災害避難所における新型コロナウイルス感染症対応備品等整備状況
①防災備蓄用倉庫建設工事（R2.9入札及び契約実施予定、R2.11完了予定）
②防災備蓄品（R2.9入札及び契約実施予定、R3.3納品予定）
※パーテーション180セット、ｱﾙｺｰﾙ消毒80L、防護服40枚　ほか消耗品

14,615  14,615  実施中

 R2.7
～R3.3

52      
■町有バス運行補完事業バス借上状況
　52千円 1回/1,967千円 26回
（R2.7.28契約、契約期間R2.7.29～R3.3.31）

1,915   1,967   実施中

 R2.6
～R2.8

500     
■公共交通事業者商品券支給状況
　500千円10件/500千円10件（R2.6.23完了）

-       500     完了

 R2.7
～R3.3

996     
■公立はこだて未来大学学生支援等負担金支出状況
　996千円（R2.8.14支払済）

-       996     完了

586,877 179,546 454,326 633,872 

（千円）

586,877

657,964

179,546

454,326

633,872

交付限度額 657,964 

未着手 １事業

実施中

完　了

合　計

２２事業

１１事業

３４事業

 地方創生臨時交付金交付限度額

 事業費（計画額）

 令和2年8月27日現在における事業費

 今後執行見込みの事業費

 最終事業見込額

情
報
防
災
課

　災害避難所等における新型コロナウイルス
  感染症対策事業

14,615     

　新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る
　町有バス運行補完事業

1,967      

500        政
策
推
進
課

　社会システム維持のための公共交通事業者
　支援事業

　公立はこだて未来大学新型コロナウイルス
  感染症対策事業

 公立はこだて未来大学における学生支援、遠隔授業実
施環境整備に係る費用を広域連合運営費として構成市町
で負担する

996        

 タクシー事業者、路線バス事業者を対象に商品券
（50,000円）を支給

 町有バスの運行にあたり、三密状態による新型コロナ
ウイルスの集団感染を回避するため、民間バス借上げに
よる分散乗車により運行を補完する

 災害避難所の新型コロナウイルス感染症対策として、
災害避難時の集団感染リスク低減に必要な物品を確保す
るとともに、格納に必要な倉庫を整備

担当課 地方創生臨時交付金充当事業名 事業概要
事業費

（実施計画）
進捗状況

事業期間
（実施計画）

進捗状況（8月27日現在）


