
必需物品提供事業 牟岐町事業継続給付金 チャレンジ支援事業 消費喚起応援還元キャンペーン
内　　　容：各世帯にハンドソープ１本配布。 対　象： ①令和元年12月31日時点において、牟岐町で事 小規模事業者又は個人事業主が主体となって事業 コロナにより影響を受けた宿泊、飲食

実施時期：準備出来次第 業を営んでおり、 今後も事業を継続する意思が 継続のために取り組む事業や収束を見据えて新た 事業者等を利用した費用に対して、還

問合せ先：健康生活課 ある中小企業、小規模事業者、個人事業者の方 に取り組む事業に対し、補助金を交付し、新型コ 元クーポン券(町内事業所で利用できる）

　　　　（０８８４）７２－３４１７ ②令和2年4月から12月までの任意の１ｶ月の事 ロナウイルス感染症の影響を乗り越えて事業展開 を発行する。　

業収入が前年同月比して20％減少していること することを目的とする。 問い合先：牟岐町産業課

③町税において3月末までに未納となっていな 補助率及び補助金の交付額 　　（０８８４）７２－３４１９

コンビニ・コード払いシステム いこと 　補助対象経費の10/10

対　　象：町税・町営住宅家賃・介護保険料・ 　①町内に本社を有する町内本社・

　　　　　 後期高齢者医療保険料・水道料 内　容： 新型コロナウイルス感染症の影響により売上 　　町内事業所・・・上限100万円

内　　容：コンビニ支払いやバーコード決済を が減少し、事業継続に困っている事業者の方に 　②町内に本社を有する町外事業所・ ふるさと応援事業
　　　　　 可能にするため、システムの改修 対し給付金を支給します。 　　町外に本社を有する町内事業所 内　 　容：牟岐町の農水産物や事業者の

　　　　　 と納付書の変更を行う 給付額：一律10万円　　※１事業者1回のみ 　　・・・上限50万円 　　　 　　 商品の詰め合わせを、牟岐町

実施期間：令和2年6月22日～令和3年1月31日 募集〆切：　１０月１２日（月） 　　 　　 　にゆかりのある方に販売する

手作りマスク制作事業 問い合先：牟岐町産業課 相談窓口：牟岐町商工会（０８８４）７２－０１９４ 　　　 　 　ことでPRに繋がり、現地購入

対　　象 ：保育園児・小学生・中学生 　　　　　（０８８４）７２－３４１９ 問い合先：牟岐町産業課（０８８４）７２－３４１９ 　　　　　　や継続購入を促す。

　　　　  　　高校生・75歳以上の方 ※詳しくは別添チラシをご覧ください。 　※詳しくは別添チラシをご覧ください 問い合先：産業課　地方創生室

内    容：新型コロナウイルス感染症の影響 　　　　    　（０８８４）７２－３４２０

　　　　　　を受けた障がい者共同作業所におい ※詳しくはＨＰをご覧ください。

　　　　　　て作成された手作りマスクを配布 感染拡大防止設備等支援事業
　　　　　　した。 対象：中小企業者、小規模事業者又は個人事業主

実施時期：配布済み 各種相談・申請支援事業 内容：新型コロナウイルス感染症対策として、感染 誘客拡大魅力発信事業
問合せ先：健康生活課 対　　象：牟岐町事業継続給付金を申請したい事業者 　　　拡大防止のための設備整備（換気設備、間仕 内　  容：コロナにより客足の低迷した民宿、

　　　　　（０８８４）７２－３４１７ 内　　容：相談・申請支援を商工会・漁協・農協等が行う。 　　　事業に対し、補助金を交付し新型コロナウイ 　　　   　飲食、小売業、観光関連事業者な

実施時期：令和2年6月22日～令和3年1月31日 　　　ルス感染症の影響を乗り越えて事業展開する 　　  　 　どを対象に動画撮影をし、ケー

インフルエンザ予防接種事業 問い合先：牟岐町産業課（０８８４）７２－３４１９ 　　　ことを目的とする。 　　  　 　ブルテレビで放映することで、

対 象 者：①65歳以上の方 　　   　　誘客拡大に取り組む。

　　　 　　  ②60歳以上65歳未満の方で、心臓や 補助率及び補助金の交付額

　　　   　　じん臓、若しくは呼吸器の機能又 町内事業者情報発信・未来チケット事業 　補助対象経費の10/10 問い合先：牟岐町産業課

　　   　　　はヒト免疫不全ウイルスによる免　 内　　容：新型コロナウイルス感染症により影響を受けた、 　①町内に本社を有する町内本社・ 　　　　　（０８８４）７２－３４１９

　　   　　　疫の機能に障害を有する方 　　　　　 外食事業者や宿泊事業者、観光事業者等を支援 　　　町内事業所・・・上限50万円

内　　容：インフルエンザ予防接種手数料を 　　　　　 するため、テイクアウトマップチラシ配布、県 　②町内に本社を有する町外事業所・

　　　  　　助成する。個人負担無料。 　　　　　 内ショッピングセンターでの写真パネル展の 　　町外に本社を有する町内事業所・・上限25万円

実施時期：令和2年1０月1日から 　　　　　 開催等、フリーペーパーへの情報掲載を行う。 ８月２４日から受付中、先着４０件（予定）

　　　　    　　令和3年1月15日まで 問い合先：牟岐町産業課 相談窓口：牟岐町商工会（０８８４）７２－０１９４

問合せ先：健康生活課(0884)72-3417 　　　　      　（０８８４）７２－３４１９ 問い合先：牟岐町産業課（０８８４）７２－３４１９

　※詳しくは別添チラシをご覧ください

　新型コロナウイルス感染症対応施策のお知らせ　　　　　牟岐町

町民の皆さんへ 事業者の方へ

ー裏面もご覧ください＝



地元農産物ＰＲ・販売力強化事業 給食費助成事業
対象：各種農業団体 対 象 者：牟岐小学校児童・牟岐中学校生徒 避難所感染予防対策

新型コロナウイルス感染症対策対応マニュアル 内容：出荷・販売・ＰＲ・イベント等に係 内　  容：令和2年8月分の給食費に対して

の作成、就業規則（テレワークなどの労務管理 　　　 る費用及び店頭販売等における新型 　　　　　 助成する。 被災者生活再建支援システム
等）の見直しに係る経費の一部を助成する。 　　 　コロナウイルス感染拡大防止のため 問い合せ先：教育委員会

　　 　の費用の補助を行う。 　　　　　  （０８８４）７２－０１０７ 図書館感染症予防事業
相談窓口：牟岐町商工会 問い合先：産業課

　　    　　　（０８８４）７２－０１９４ 　　　　　（０８８４）７２－３４１９ 子育て応援事業
問い合先：産業課 牟岐町出身学生等応援給付金
　　   　　　（０８８４）７２－３４１９ 対象：次の全てに該当する者 公立学校タブレット等整備事業

滞留原木支援対策事業 ①令和2年4月1日時点で18歳から30歳まで

　　　の大学生等で申請時において引き続き在学し 保育園感染症予防対策

牟岐町あきない融資給付金 滞留原木の買い取り支援を行う。 　　　ている者（高校生不可）

対象者：売上が50％以上減少している事業者 問い合先：産業課 　　　②牟岐町内小学校又は町内中学校のどちらか 中学校特別教室空調設備設置
内　容：新型コロナウイルス感染症特別貸 　　　　　（０８８４）７２－３４１９ 　　　を卒業している大学生等

　　　 　付・新型コロナウイルス対策マル経 　　　③令和２年１０月５日において保護者が牟岐町 小・中学校網戸新設工事
　　 　　融資に対する利子補給のため給付金 　　　内に住民登録があり、その世帯から大学等に

　　 　　を支給する。 食のオンライン交流イベント 　　　進学している大学生等（県内、県外大学等を問 小学校感染症予防事業
　　 　　給付金額：借入資金の10％（上限30万円） 内容：コロナの影響で価格が低迷している 　　　わない）

問い合先：産業課 　　　 農水産物をＰＲ及び商談に結び付け 内容：継続して修学維持するための給付金を大学 中学校感染症予防事業
　　　　　（０８８４）７２－３４１９ 　 　　るため、生産者（農家・漁師）と食 　　　生等本人に支給する。給付金額：10万円

　　 　を取り扱う事業者をオンラインでつ 問い合先：産業課　地方創生室 海の総合文化センターネットワーク回線工事

魅力発掘モニターツアー 　　 　ないだ交流会を開催する。アフター 　　　　（０８８４）７２－３４２０

内　 　容：県内在住リモートワーカーやサ 　　 　コロナを見据えた商談になるように ※詳しくは別添チラシをご覧ください 投票用紙読取分類機購入
　　　　  　テライトオフィス希望者などを 　 　　農水産物をＰＲ、試供品として食材

　　　  　　対象したモニターツアー（サテ 　 　　を提供する。 ウェブ会議環境整備
　　　  　　ライトオフィス巡り＆レジャー 問い合先：産業課 学生応援プロジェクト
　　　  　　体験＆食の交流）を実施する。 　　　　　（０８８４）７２－３４１９ 対象：牟岐町出身の学生（大学生・大学院 イノベーション人材集積拠点創出事業
問い合先：産業課（０８８４）７２－３４１９ 　　　生・専門学校生等）牟岐町の地域課

　　　題に向き合う団体等の学生 海の総合文化センター空調更新

漁業協同組合事業継続支援事業 内容：生活応援セットを送付（お米等）

特産品応援事業 令和2年4月～12月の売上が前年同月に対し 問い合先：産業課　地方創生室 海南荘コロナ対策費
内容：コロナの影響を受けて販売の低迷や て20％以上減少している漁業組合に対して 　　　　（０８８４）７２－３４２０

　　 　販売機会が減少している農水産物や 給付金を支給する。

　 　　特産品を購入し、ＰＲ及び販売促進、 問い合先：産業課

　　 　販路開拓・拡大を図る 　　　　　（０８８４）７２－３４１９

問い合先：産業課

　　　　　（０８８４）７２－３４１９

新型コロナウイルス感染症対応施策のお知らせ　　　　　牟岐町

その他事業

新型コロナウイルス感染症対策対応
マニュアル等作成支援

子育て中の方へ事業者の方へ

ー裏面もご覧ください＝


