
◯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に係る実施状況及び検証結果一覧

Ｎｏ 事業名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業費
交付金
充当額

事業開始
年月日

事業完了
年月日

実績 効果検証 備考

1 公共施設等感染防止対策事業

①公共施設等における感染防止対策として必要な
環境整備
②ⅰマスク、消毒液等の購入、ⅱ小中学校におけ
る牛乳パックのごみ処理手数料、ⅲ子育て施設に
おける次亜塩素酸噴霧器の借上料、ⅳその他備品
購入費
③市役所

14,372,032 10,886,332 R2.5.1 R3.3.12
マスク、消毒液等の購入、小中学校における
牛乳パックのごみ処理、子育て施設における
次亜塩素酸噴霧器の借上、その他備品購入

市役所、小中学校、子どもセンター、図書館
等における感染防止対策として必要な環境整
備をしたことで、公共施設等における感染防
止対策が強化された。

2
公共的空間安全・安心確保事
業

①サーモグラフィーカメラの配置による感染防止
対策、体表面温度チェッカーで発熱者の早期発見
を行う
②赤外線サーモグラフティ購入
③-

491,700 491,700 R2.5.21 R2.5.28 赤外線サーモグラフティ購入３台分

公共施設へのサーモグラフィーカメラの配置
による感染防止対策、体表面温度チェッカー
による発熱者の早期発見により、感染防止対
策が強化された。

3
総合行政情報システムリモー
ト保守環境整備

①感染防止のために総合行政情報システムの保守
業務について、システム保守事業者が来庁せずに
対応可能となるリモート保守の環境整備に伴う委
託料
②リモート保守環境導入費用（機器、SE工数、回
線費用）
③システム保守事業者

1,250,700 1,250,700 R2.5.22 R3.3.31 リモート保守環境導入

総合行政情報システムの保守業務について、
システム保守事業者が来庁せずに対応可能と
なるリモート保守の環境整備をしたことで、
システム保守事業者との接触が軽減された。

4 緊急経営支援金

①休業要請等に応じた事業者並びに厳しい経営を
余儀なくされている事業者に対する支援
②ⅰ休業要請に応じた法人20万円、ⅱ休業要請に
応じた個人事業主20万円、ⅲ午後7時以降の酒類
提供を自粛した飲食店20万円、ⅳⅰ～ⅲ以外の飲
食店10万円、市内の小売店10万円、その他の指定
業種10万円を支給
③市内事業者等

33,400,000 33,400,000 R2.5.1 R3.1.29

①休業要請に応じた法人及び個人事業主20万
円（48件）、②午後7時以降の酒類提供を自
粛した飲食店20万円（36件）、③①～②以外
の飲食店10万円（16件）、④市内の小売業10
万円（79件）、⑤その他の指定業種10万円
（71件）を支給

北海道知事の休業要請等に応じた事業者並び
に厳しい経営を余儀なくされている事業者に
対する経営支援を実施したことで、事業が継
続された。

5
芦別市中小企業等振興臨時給
付金

①売上額が減少している事業者に給付金を支給す
ることにより、事業の継続と安定を図る
②個人事業主10万円、法人20万円を支給
ⅰ（平成30年12月31日までに開業した場合（農林
漁業を除く））令和2年1月1日から令和2年12月31
日までのいずれかひと月分の売上額と、前年同月
の売上額を比較して、その額が20%以上50%未満減
少しており、かつ、その月の売上額が、法人4万
円以上、個人2万円以上の減少となっているもの
ⅱ（平成31年1月1日から令和2年5月31日までに開
業した場合（農林漁業を除く））開業月の翌月か
ら申請月の前月までの任意の連続する3か月の月
平均売上額と令和2年1月1日から12月31日までの
間で最も売上が少ない月の売上額を比較して、そ
の額が20%以上50%未満減少しており、かつ、その
月の売上額が、法人4万円以上、個人事業者2万円
以上の減少となっているもの
ⅲ（農林業者の場合）令和2年1月1日から12月31
日までの売上額の合計額と前年同期間の売上額の
合計額を比較して、その額が20%以上50%未満減少
しているもの
③市内事業者（個人又は法人）

9,800,000 9,717,673 R2.6.11 R3.2.15
個人事業主10万円（38件）、法人20万円（30
件）を支給

前年同月比で売上額が20％以上50％未満減少
している事業者に支援金を支給したことで、
事業の継続と安定につながった。。

6
雇用調整助成金の申請に係る
支援

①雇用調整助成金等の申請書類の作成が困難な事
業者を支援するため、社会保険労務士等に依頼し
た場合の費用を助成
②社会保険労務士等に対する報酬
③雇用調整助成金等を申請する者

- - - - - - 支給実績なし
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7
水道料金減免による緊急経営
支援による負担金

①水道事業会計が市内事業者等への緊急経営支援
として水道料金の業務用１種、２種及び３種の水
道料金を減免することに対する同会計への負担金
②水道事業会計に繰り出し、ⅰ業務用１種及び２
種の基本料金の半額免除、ⅱ業務用３種の基本料
金の全額免除に係る費用を交付対象経費とする
③‐

7,849,307 7,849,307 R2.5.1 R3.3.30

水道事業会計に繰り出し、ⅰ業務用１種（延
べ21件）及び２種（延べ25件）の基本料金の
半額免除、ⅱ業務用３種（延べ1,208件）の
基本料金の全額免除

水道事業会計が市内事業者等への緊急経営支
援として水道料金の業務用１種、２種及び３
種の水道料金を減免し、事業者へ経営支援し
たことで、事業が継続された。

8
下水道料金減免による緊急経
営支援に伴う繰出金

①下水道事業特別会計が市内事業者等への緊急経
営支援として下水道料金を減免することに対する
同会計への繰出金
②下水道事業特別会計に繰り出し、ⅰ水道料金に
おける業務用１種及び２種基本料金の半額免除、
ⅱ水道料金における業務用３種の基本料金の全額
免除に要する費用を交付対象経費とする
③‐

3,229,040 3,229,040 R2.5.1 R3.3.30

下水道事業特別会計に繰り出し、ⅰ水道料金
における業務用１種（延べ12件）及び２種
（延べ18件）基本料金の半額免除、ⅱ水道料
金における業務用３種（延べ716件）の基本
料金の全額免除

下水道事業特別会計が市内事業者等への緊急
経営支援として下水道料金を減免し、事業者
へ経営支援したことで、事業が継続された。

9 クーポン券発行事業

①「緊急事態宣言」解除後の市内飲食店等の集客
対策として行うクーポン券の発行
②クーポン券換金費用、事務費
③地域限定商品券の利用可能店舗のうち、飲食
店、タクシー、旅行代理店等

517,458 517,458 R2.5.1 R2.12.4 クーポン券の発券・換金
「緊急事態宣言」解除後の市内飲食店等の集
客対策として行うクーポン券の発行（688
枚）したことで、集客につながった。

10
食べたり・買ったりどんぐり
商品券配布事業

①外出自粛やイベント中止などが相次ぐ中、休業
による減収や大幅な売上低迷により厳しい環境に
ある飲食店、タクシー業、観光関連業の底上げを
図るため商品券を配布
②ⅰ18歳未満の子どもに対し１人5,000円の商品
券を配布
ⅱひとり親世帯に対し5,000円分の商品券を配布
③18歳未満の子ども、ひとり親世帯

6,740,404 6,740,404 R2.6.11 R3.3.18
18歳未満の子ども（1,116人）に対し１人
5,000円の商品券を配布、ひとり親世帯（101
世帯）に対し5,000円分の商品券を配布

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による
学校等の休校により、経済的負担が増加して
いる子育て世帯の影響緩和と消費の低迷によ
り売り上げが大幅に減少している市内飲食店
をはじめとした市内事業者の売上回復を図る
ため、商品券を配布したことで、売上の向上
につながった。

11
芦別で泊まろう！食べよう！
キャンペーン

①市内の旅館又はホテルを宿泊利用する方に、宿
泊割引として利用できる宿泊クーポン券と、市内
で食事ができるクーポン券を配布
②クーポン券換金費用、事務費
③市内の旅館又はホテルを宿泊利用する方

3,839,720 3,839,720 R2.6.25 R3.3.18
各種クーポン券の配布・換金
宿泊クーポン券5,000円（613枚換金）
食事クーポン券1,000円（495枚換金）

観光関連産業の早期回復を目的に市内の旅館
又はホテル等を宿泊利用する方に対し、宿泊
割引として利用できる宿泊クーポン券と市内
飲食店で利用ができる食事クーポン券を発行
したことで、誘客促進につながった。

12
魅力発見モニターツアー催行
業務委託

①観光入込客数は著しい落ち込みにより、早期の
観光復興が喫緊の課題であるため、本市の観光資
源を利活用したモニターツアーを実施し、モニ
ターからの評価を検証し、今後の観光客の増加を
図る
②モニターツアー実施費用
③旅行代理店

1,923,992 1,923,992 R2.6.25 R3.3.18
実施ツアー　4事業（7回実施）、参加者100
名

早期の観光復興を図ることを目的に本市の観
光資源等を利活用した観光モニターツアーを
実施することで本市の魅力を市内外に発信し
たことで、観光客の誘導につながった。

13
求人・求職・短期就労マッチ
ング情報サイト作成業務委託

①短期就労業務の紹介や求職者へのメール通知機
能の追加などによる新型コロナウイルス感染症対
策においても活用できる求人情報サイトの作成業
務委託
②求人情報サイト作成業務委託料
③システム業者

5,824,500 5,824,500 R2.7.30 R3.3.30 求人情報サイト作成

新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ
り、密を回避するために市内企業の説明会が
中止されるなど、求職者の情報取得機会が著
しく減少したことに加え、市内の観光関連事
業者の求人が減少したことから、求職・求人
サイトを構築したことで、非接触型での人手
不足の解消と就労促進につながった。
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14
水道料金減免による緊急経営
支援による負担金（追加支援
分(2回目)）

①水道事業会計が市内事業者等への緊急経営支援
として水道料金の業務用１種、２種及び３種の水
道料金を減免することに対する同会計への負担金
（事業番号７に係る追加支援）
②水道事業会計に繰り出し、ⅰ業務用１種及び２
種の基本料金の半額免除、ⅱ業務用３種の基本料
金の全額免除に係る費用を交付対象経費とする
③市内事業者等

13,121,189 13,121,189 R2.7.30 R3.3.30

水道事業会計に繰り出し、ⅰ業務用１種（延
べ35件）及び２種（延べ40件）の基本料金の
半額免除、ⅱ業務用３種（延べ2,036件）の
基本料金の全額免除

水道事業会計が市内事業者等への緊急経営支
援として水道料金の業務用１種、２種及び３
種の水道料金を減免し、事業者へ経営支援し
たことで、事業が継続された。

15
下水道料金減免による緊急経
営支援に伴う繰出金（追加支
援分(2回目)）

①下水道事業特別会計が市内事業者等への緊急経
営支援として下水道料金を減免することに対する
同会計への繰出金（事業番号８に係る追加支援）
②下水道事業特別会計に繰り出し、ⅰ水道料金に
おける業務用１種及び２種基本料金の半額免除、
ⅱ水道料金における業務用３種の基本料金の全額
免除に要する費用を交付対象経費とする
③市内事業者等

5,467,960 5,467,960 R2.7.30 R3.3.30

下水道事業特別会計に繰り出し、ⅰ水道料金
における業務用１種（延べ20件）及び２種
（延べ30件）基本料金の半額免除、ⅱ水道料
金における業務用３種（延べ1,215件）の基
本料金の全額免除

下水道事業特別会計が市内事業者等への緊急
経営支援として下水道料金を減免し、事業者
へ経営支援したことで、事業が継続された。

16
ワーケーション、テレワーク
実施企業に対する補助

①新型コロナウイルス感染症感染防止対策とし
て、首都圏等に事業所を有する市内企業が、本市
においてワーケーション、テレワークを実施する
際に、従業員の旅費等の一部を支援
②首都圏等から本市までの旅費等に対する補助金
③市内事業所

- - - - - - 補助実績なし

17 市民生活応援商品券発行事業

①緊急事態宣言が解除となり経済活動が再開した
ものの、依然としてコロナウイルス感染症の影響
が収束しないことから、秋から年末にかけて消費
喚起及び市民生活の支援として商品券を配布
②市民に対し市内商店等で利用できる飲食券500
円券を10枚（5,000円分）、一般商品券500円券を
10枚（5,000円分）配布
③9月1日現在で住民基本台帳に登録されている市
民

128,753,934 128,753,934 R2.7.30 R3.3.18

市民に対し市内商店等で利用できる飲食券
500円券を10枚（5,000円分）、一般商品券
500円券を10枚（5,000円分）配布（12,821名
分）

緊急事態宣言が解除となり経済活動が再開し
たものの、依然として新型コロナウイルス感
染症の影響が収束しないことから、秋から年
末にかけて消費喚起及び市民生活の支援とし
て商品券を配布したことで、影響を受けてい
る市内事業者及び市民に対して支援をするこ
とが出来た。

18 芦別温泉星遊館利用促進事業

①緊急事態宣言が解除となり経済活動が再開した
ものの、依然としてコロナウイルス感染症の影響
が収束しないことから、利用が低迷している芦別
温泉星遊館の市民利用を高め、今後の集客回復を
図る
②市民に対し芦別温泉星遊館入館券を5枚配布
③9月1日現在で住民基本台帳に登録された市民

18,760,308 18,760,308 R2.7.30 R3.1.15
配布枚数　市民1人につき5枚配布（12,514人
分）、利用実績35,728枚

新型コロナウイルス感染症で減少した芦別温
泉星遊館の利用者の集客回復と温泉利用によ
る市民の健康増進を図ることを目的に無料入
館券の配布したことで、集客の回復につな
がった。
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19
医療・福祉・介護・児童施設
事業者支援事業

①新型コロナウイルス感染症の感染リスクを抱え
ながら、継続して医療・福祉・介護・児童関連
サービスを提供している市内の事業者に対して、
事業種類及び職員数により支援金を支給
②医療・歯科・薬局・障がい・介護福祉・居宅介
護・児童関連事業所を運営する事業者（職員数
100人以上➡医療・介護福祉事業者100万円、職員
数50人～99人以下➡障がい・介護福祉事業者50万
円、職員数10人～49人以下➡医療・障がい・介護
福祉・居宅介護・児童事業者30万円、薬局事業者
20万円、職員数10人未満➡歯科・介護福祉・居宅
介護事業者20万円、薬局・障がい・児童事業者10
万円
③医療・福祉・介護・児童関連事業所

10,300,000 10,300,000 R2.9.9 R2.11.13

医療・歯科・薬局・障がい・介護福祉・居宅
介護・児童関連事業所を運営する事業者
・職員数100人以上➡医療・介護福祉事業者
100万円（２事業所）
・職員数50人～99人以下➡介護福祉事業者50
万円（１事業所）
・職員数10人～49人以下➡医療・障がい・介
護福祉・居宅介護・児童事業者30万円（９事
業所）、薬局事業者20万円（２事業所）
・職員数10人未満➡医療事業者30万円（1事
業所）、歯科・介護福祉・居宅介護事業者20
万円（１７事業所）、薬局・障がい・児童事
業者10万円（１０事業所）

新型コロナウイルス感染症の感染リスクを抱
えながら、継続して医療・福祉・介護・児童
関連サービスを提供している市内の事業者に
対して、事業種類及び職員数により支援金を
支給し、感染対策や事業運営に対して支援し
たことで、事業が継続された。

20 新生児対応特別給付金事業

①新型コロナウイルス感染症対策に係る国の特別
定額給付金の基準日以降に生まれた新生児に対
し、子育て支援として１人あたり10万円を支給
②令和2年4月28日から令和3年3月31日まで出生し
た者
③市民（新生児）

4,000,000 4,000,000 R2.8.16 R3.3.15
令和2年4月28日から令和3年4月1日まで出生
した者（対象者40人）に支給

新型コロナウイルス感染症対策に係る国の特
別定額給付金の基準日以降に生まれた新生児
に対し、子育て支援として１人あたり10万円
を支給したことで、子育て世帯の支援をする
ことが出来た。

21
学校給食用食材納入事業者支
援事業

①新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により
長期にわたり学校の臨時休業を受け、食材の発注
取消等で影響を受けた学校給食用食材納入事業者
の事業継続を支援するため支援金を支給
②パン・米飯加工委託事業者及び食材納入事業者
に対する支援金（令和２年４月以降の臨時休業期
間、分散登校により学校給食を再開した期間（４
月２０日～５月１５日）を除く）
③市内学校給食用食材納入事業者

697,000 697,000 R2.9.9 R2.10.15

令和2年4月20日から5月15日までの学校臨時
休業に伴い発注を取り消したパン・米飯加工
委託事業者（1件）、食材納入事業者（3件）
に支給

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策によ
り長期にわたり学校の臨時休業を受け、食材
の発注取消等で影響を受けた学校給食用食材
納入事業者の事業継続を支援するため支援金
を支給したことで、経営支援をすることが出
来た。

22 全自動紙折機購入事業

①新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、
各種支援施策に関する対象者への案内や市民周知
用文書の発送業務が増大していることから、全自
動紙折機を購入し事務の効率化を図る
②備品購入経費
③市役所

500,500 500,500 R2.9.24 R2.10.6 ライオン全自動紙折機購入　１台分

新型コロナウイルス感染症に係る、市民向け
各種文書の発送業務の効率化を図るための全
自動紙折機を購入したことで、事務を効率化
することが出来た。

23
Ｗｅｂ会議ツールの環境整備
事業

①新型コロナウイルス感染症対策として、会議等
における３密を避けるため、Ｗｅｂ会議ツール
「Zoom Meeting」ＰＲＯバージョンを導入する
②Web会議に必要な庁用器材等の購入に係る備品
購入費
③システム業者

1,086,800 1,086,800 R3.2.24 R3.3.1
Ｗｅｂ会議に必要な庁用器材等の購入に係る
備品購入（ノートパソコン８台、スピーカ、
液晶モニタ等）

会議等における３密を避けるため、Ｗｅｂ会
議ツール「Zoom Meeting」ＰＲＯバージョン
を導入したことで、感染防止対策が強化され
た。

24
情報セキュリティ対策遠隔保
守ツール導入業務委託

①新型コロナウイルス感染症対策として、職員同
士の接触機会を減らすため、職員用パソコンのト
ラブル対応を遠隔操作するツールを導入する
②職員用パソコンのトラブル対応を遠隔で操作す
るツールの導入業務に係る委託経費
③システム業者

2,807,200 2,807,200 R2.12.21 R2.12.28 遠隔操作するツールの導入

職員同士の接触機会を減らすため、職員用パ
ソコンのトラブル対応を遠隔操作するツール
を導入したことで、感染防止対策が強化され
た。

－ 4 －



◯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に係る実施状況及び検証結果一覧

Ｎｏ 事業名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業費
交付金
充当額

事業開始
年月日

事業完了
年月日

実績 効果検証 備考

25
救急出動に係る感染防止大対
策事業

①安定した救急搬送業務を維持するため、救急隊
員等をはじめ消防署における感染防止対策を図る
②感染防止資器材及び救急車両汚染防止のための
消毒用薬剤等整備
③消防署

2,900,719 2,900,719 R2.6.9 R3.2.15
感染防止資器材及び救急車両汚染防止のため
の消毒用薬剤等整備（非接触型体温計、飛沫
感染対策パネル、消毒液スタンド等）

安定した救急搬送業務を維持するため、消毒
用薬剤等を整備したことで、救急隊員等をは
じめ消防署における感染防止対策が強化され
た。

26
避難所用ワンタッチパーテー
ション整備事業

①災害時の避難所において、３密に配慮した避難
所の設置を行うため、一定の面積が確保でき、設
置が簡単でプライバシーを確保できるテントを整
備する
②避難所用ワンタッチパーテーション等の購入
③市役所

3,795,000 3,795,000 R2.10.12 R3.3.12
避難所用ワンタッチパーテーション１００個
分等の購入

災害時の避難所において、３密に配慮した避
難所の設置を行うため、一定の面積が確保で
き、設置が簡単でプライバシーを確保できる
テントを整備したことで、避難所における感
染防止対策が強化された。

27
災害対策用簡易テント整備事
業

①災害時に避難所が密になった際の一時避難所や
新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる患
者の屋外検査室等に利用できる簡易テントを整備
する
②災害対策用ワンタッチテント等の購入
③市役所

2,409,000 2,409,000 R2.10.19 R2.12.23 災害対策用ワンタッチテント１０組等の購入

災害時に避難所が密になった際の一時避難所
や新型コロナウイルス感染症への感染が疑わ
れる患者の屋外検査室等に利用できる簡易テ
ントを整備したことで、避難所における感染
防止対策が強化された。

28
福祉避難所手洗所自動水栓設
置事業

①災害時の福祉避難所における新型コロナウイル
ス感染症感染防止対策として各階の手洗所に自動
水栓を設置する
②総合福祉センター自動水栓設置工事費
③総合福祉センター

1,100,000 1,100,000 R2.10.16 R2.11.24 総合福祉センター自動水栓設置
災害時の福祉避難所において各階の手洗所に
自動水栓を設置したことで、福祉避難所にお
ける感染防止対策が強化された。

29
市総合庁舎セミセルフレジ導
入事業

①市総合庁舎に、セミセルフレジを導入すること
で、住民票等の交付の際に発生する金銭の受け渡
しを無くし、新型コロナウイルス感染症の感染リ
スクを抑える
②市民年金係窓口に設置するセミセルフレジの購
入費
③市役所

1,042,800 1,042,800 R2.10.2 R2.10.30
市民年金係窓口に設置するセミセルフレジの
購入　１台分

市総合庁舎において、金銭の受け渡し時の感
染リスクを抑えるためセミセルフレジを導入
したことで、感染リスクが軽減された。

30 指定避難所空調設備整備事業

①災害時の指定避難所における新型コロナウイル
ス感染症対策として換気機能を有しているエアコ
ンを設置する
②本町地区生活館及び啓南多目的研修センターへ
のエアコン設置工事費
③本町地区生活館及び啓南多目的研修センター

6,248,000 6,248,000 R2.9.28 R3.3.18
本町地区生活館及び啓南多目的研修センター
へのエアコン設置

災害時の指定避難所において換気機能を有し
ているエアコンを設置したことで、指定避難
所における感染防止対策が強化された。

31 共同浴場空気清浄機設置事業

①共同浴場における新型コロナウイルス感染症対
策として、菌やウイルスを分解除去できる加湿空
気清浄機を設置する
②公衆浴場３か所への加湿空気清浄機設置に係る
購入費用
③市内共同浴場（渓水湯、西芦別共同浴場、頼城
共同浴場）

293,920 293,920 R2.10.13 R3.1.15 公衆浴場３か所への加湿空気清浄機設置

共同浴場において菌やウイルスを分解除去で
きる加湿空気清浄機を設置したことで、市内
共同浴場における感染防止対策が強化され
た。

32 福祉避難所空調設備整備事業

①災害時の福祉避難所における新型コロナウイル
ス感染症対策として空調設備を除菌機能を搭載し
た設備へと更新する
②総合福祉センター空調設備の整備に係る機械器
具費
③総合福祉センター

17,050,000 17,050,000 R2.11.27 R3.1.12 総合福祉センター空調設備の整備
災害時の福祉避難所において、空調設備を除
菌機能を搭載した設備に入れ替えたことで、
福祉避難所の感染防止対策が強化された。
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33
子どもセンター手洗所自動水
栓等設置事業

①子どもセンター（保育所、子育て支援センター
等）における新型コロナウイルス感染症感染防止
対策として手洗所に自動水栓と電動ノータッチ式
ディスペンサーを設置する
②自動水栓設置工事費、電動ノータッチ式ディス
ペンサー購入費用
③子どもセンター

6,420,920 6,420,920 R2.10.29 R3.3.9
電動ノータッチ式ディスペンサー購入　48台
分、自動水栓設置

子どもセンター（保育所、子育て支援セン
ター等）における感染症感染防止対策として
手洗所に電動ノータッチ式ディスペンサー及
び自動水栓を設置したことで、子どもセン
ターの感染防止対策が強化された。

34
留守家庭児童会空調設備整備
事業

①マスク着用時における熱中症防止及び臨時休校
となった場合の利用時間の増加に対応するため換
気機能を有しているエアコンを設置する
②留守家庭児童会空調設備の整備に係る機械器具
費
③留守家庭児童会

2,442,000 2,442,000 R2.9.28 R3.3.2 留守家庭児童会空調設備の整備

マスク着用時における熱中症防止及び臨時休
校となった場合の利用時間の増加に対応する
ため換気機能を有しているエアコンを設置し
たことで、留守家庭児童会の感染防止対策の
強化及び熱中症の予防をすることが出来た。

35
観光消費回復誘客促進業務委
託

①緊急事態宣言が解除となり経済活動が再開した
ものの、依然として新型コロナウイルス感染症の
影響が収束しないことから、市内宿泊施設の誘客
促進及び地元特産品のＰＲとして実施する観光消
費回復誘客促進事業を委託する
②市内宿泊施設利用者に対して宿泊クーポン券
5,000円分と特産品1,500円分をプレゼント
③一般社団法人芦別観光協会

6,949,000 6,949,000 R2.9.30 R3.3.18
宿泊割引額　旅館・ホテル5,000円（850人利
用）、民泊3,000円（229人利用）
特産品クーポン券1,500円（1,031枚換金）

コロナ禍による外出自粛などの影響により減
少した観光客を回復することを目的に市内の
旅館又はホテル等を宿泊利用する方に対し、
宿泊割引と市内の特産品クーポン券を発行し
たことで、宿泊誘客と消費喚起につながっ
た。

36 芦別温泉星遊館利用促進事業

①緊急事態宣言が解除となり経済活動が再開した
ものの、依然として新型コロナウイルス感染症の
影響が収束しないことから、12月から翌年2月の
閑散期における芦別温泉星遊館の集客を図り観光
入込客の増加に繋げる
②芦別温泉の指定管理者と協働した入館料の割引
に対する市の負担金
③芦別温泉星遊館利用者

1,500,000 500,000 R2.9.9 R3.3.31
割引額200円（市と指定管理者で折半）、市
負担金分の支払い　毎月5,000名分上限×100
円×3ヶ月

新型コロナウイルス感染症により減少した芦
別温泉星遊館の利用者の集客回復と1月から3
月における閑散期の集客促進を図ることを目
的に指定管理者と協働し、日帰り入浴利用者
に対する入館料の割引事業を行うことで、閑
散期の集客につながった。

37 指定避難所空調設備整備事業

①災害時の指定避難所である緑地等管理中央セン
ターにおいて空調設備、換気設備の機能が著しく
低下し、避難民の受け入れ環境が不十分であるこ
とから、エアコン及び高機能換気設備を導入し、
新型コロナウイルス感染症の大規模感染リスクを
抑える
②エアコン及びロスナイ換気設備整備に係る機械
器具費
③緑地等管理中央センター

23,650,000 23,650,000 R2.11.10 R3.3.8 エアコン及びロスナイ換気設備整備

災害時の指定避難所である緑地等管理中央セ
ンターにおいて空調設備、換気設備の機能が
著しく低下し、避難民の受け入れ環境が不十
分であることから、エアコン及び高機能換気
設備を整備したことで、避難民受入環境が向
上した。

38 修学旅行支援事業

①新型コロナウイルス感染症の影響により修学旅
行を中止した際のキャンセル料等や実施した場合
の感染防止対策として密を避けるための借上げバ
スの増車等に伴う追加負担に対する補助
②キャンセル料等（小学校２校分、中学校２校
分）、バス借上料（小学校２校分）
③市内小中学校

- - - - - - 未実施
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39
市民会館・青年センタートイ
レ改修事業

①新型コロナウイルス感染症対策として、市民会
館・青年センターの男女トイレの便器の更新、ト
イレ手洗器の自動水栓化、トイレ照明の自動化を
行う
②男女トイレ便器の更新（15箇所）➡トイレ便器
を非接触型の多機能自動洗浄タイプに取替、併せ
て個室スペースを拡張する、男女トイレ手洗器の
自動水栓化（23箇所）➡洗面器台手洗器を非接触
型の自動水洗に取替、男女トイレ照明の自動化➡
天井及び壁付け蛍光灯をＬＥⅮ照明器に取替し天
井センサーにより自動化に係る工事費
③市民会館・青年センター

24,970,000 24,970,000 R2.12.21 R3.3.26

男女トイレ便器の更新（15箇所）、個室ス
ペースを拡張、男女トイレ手洗器の自動水栓
化、洗面器台手洗器を非接触型の自動水洗に
取替、男女トイレ照明の自動化

市民会館・青年センターの男女トイレの便器
の更新、トイレ手洗器の自動水栓化、トイレ
照明を自動化したことで、市民会館・青年セ
ンターにおける感染防止対策が強化された。

40
Ｂ＆Ｇ海洋センター換気設備
整備事業

①Ｂ＆Ｇ海洋センタープールの換気扇機能が著し
く低下しており十分な換気ができていないことか
ら、新型コロナウイルス感染症対策として、既存
の換気扇より能力のある製品に交換する
②Ｂ＆Ｇ海洋センタープールの換気扇取替に係る
修繕費用
③Ｂ&Ｇ海洋センタープール

385,000 385,000 R2.9.16 R2.9.25 Ｂ＆Ｇ海洋センタープールの換気扇取替

Ｂ＆Ｇ海洋センタープールの換気扇機能が著
しく低下しており十分な換気ができていない
ことから、既存の換気扇より能力のある製品
に交換したことで、Ｂ＆Ｇ海洋センターにお
ける感染防止対策が強化された。

41
総合体育館空調設備等整備事
業

①現在の救護室は、空調・換気設備がなく密の状
態となっていることから、新たに換気の良い場所
に救護室を整備し室内温度を一定に保つため空調
設備を設置する。
②救護室の空調設備整備費用
③総合体育館

1,408,000 1,408,000 R2.10.2 R2.11.18 会議室の空調設備整備

会議室に空調・換気設備がなく密の状態と
なっていることから、新たに空調設備を設置
し換気機能の向上させたことで、感染防止対
策が強化された。

42
星の降る里百年記念館空調設
備整備事業

①新型コロナウイルス感染症予防対策として、マ
スク着用での来館者が増加しているが、館内の空
調機能が著しく低下し、夏場は室温が30度以上に
なり熱中症患者が発生する恐れがあることから空
調設備を更新し適切な温度管理を維持する
②館内展示スペース冷暖房機器整備に係る機械器
具費
③星の降る里百年記念館

14,850,000 14,850,000 R2.10.2 R3.3.26 館内展示スペース冷暖房機器整備

館内の空調機能が著しく低下し、夏場は室温
が30度以上になり、マスク着用による熱中症
患者が発生する恐れがあることから、適切な
温度管理を維持するため空調設備を更新した
ことで、星の降る里百年記念館における感染
防止対策が強化された。

43 GIGAスクール端末導入等事業

①「ＧＩＧＡスクール構想」を踏まえ、小中学校
の児童生徒に１人１台の端末を整備するととも
に、ネットワーク環境を整備
②生徒用タブレット端末603台、教員用タブレッ
ト46台、PC教室等整備（ソフトウエア、ファイル
サーバー、周辺機器等）、無線ルーター100台、
設定手数料603台
③市内小学校2校、中学校2校

54,170,000 54,170,000 R2.12.23 R3.3.30 市内小中学校GIGAスクール端末導入等

「ＧＩＧＡスクール構想」を踏まえ、小中学
校の児童生徒に１人１台の端末を整備すると
ともに、ネットワーク環境を整備したこと
で、感染拡大に伴う休校時等の学習支援体制
が強化された。

44
緊急経営支援金（追加支援
分）

①令和2年4月から5月にかけて北海道知事からの
休業要請に応じた事業者等に対する追加支援（事
業番号4に係る追加支援）
②ⅰ休業要請に応じた法人20万円、ⅱ休業要請に
応じた個人事業主20万円、ⅲ午後7時以降の酒類
提供を自粛した飲食店20万円、ⅳⅰ～ⅲ以外の飲
食店10万円、市内の小売店10万円、その他指定業
種10万円
③市内事業者等

33,200,000 33,200,000 R2.12.21 R3.1.29

①休業要請に応じた法人及び個人事業主20万
円（49件）、②午後7時以降の酒類提供を自
粛した飲食店20万円（35件）、③➀～②以外
の飲食店10万円（17件）、④市内の小売業10
万円（76件）、⑤その他の指定業種10万円
（71件）を支給

北海道知事の休業要請等に応じた事業者並び
に厳しい経営を余儀なくされている事業者に
対する経営支援を実施したことで、事業の維
持・継続につながった。
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Ｎｏ 事業名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業費
交付金
充当額

事業開始
年月日

事業完了
年月日

実績 効果検証 備考

45
水道料金減免による緊急経営
支援による負担金（追加支援
分(3回目)）

①水道事業会計が市内事業者等への緊急経営支援
として水道料金の業務用１種、２種及び３種の水
道料金を減免することに対する同会計への負担金
（事業番号７に係る追加支援）
②水道事業会計に繰り出し、ⅰ業務用１種及び２
種の基本料金の半額免除、ⅱ業務用３種の基本料
金の全額免除に係る費用を交付対象経費とする
③市内事業者等

7,496,384 7,496,384 R3.3.24 R3.3.30

水道事業会計に繰り出し、ⅰ業務用１種（延
べ21件）及び２種（延べ22件）の基本料金の
半額免除、ⅱ業務用３種（延べ1,137件）の
基本料金の全額免除

水道事業会計が市内事業者等への緊急経営支
援として水道料金の業務用１種、２種及び３
種の水道料金を減免し、事業者へ経営支援し
たことで、事業が継続された。

46
下水道料金減免による緊急経
営支援に伴う繰出金（追加支
援分(3回目)）

①下水道事業特別会計が市内事業者等への緊急経
営支援として下水道料金を減免することに対する
同会計への繰出金（事業番号８に係る追加支援）
②下水道事業特別会計に繰り出し、ⅰ水道料金に
おける業務用１種及び２種基本料金の半額免除、
ⅱ水道料金における業務用３種の基本料金の全額
免除に要する費用を交付対象経費とする
③市内事業者等

3,202,280 3,202,280 R3.3.24 R3.3.30

下水道事業特別会計に繰り出し、ⅰ水道料金
における業務用１種（延べ12件）及び２種
（延べ18件）基本料金の半額免除、ⅱ水道料
金における業務用３種（延べ707件）の基本
料金の全額免除

下水道事業特別会計が市内事業者等への緊急
経営支援として下水道料金を減免し、事業者
へ経営支援したことで、事業が継続された。

47 議会中継ライブ配信事業

①議会の中継ライブ配信環境を整備し、傍聴者等
による３密回避を図る
②本会議のライブ配信整備費等
③市役所（議場）

2,251,040 0 R3.3.24 R3.3.30 本会議のライブ配信整備等

議会の中継ライブ配信環境を整備したこと
で、インターネットで議会傍聴が可能とな
り、傍聴者等による３密を回避することが出
来た。

48 除雪作業員詰所設置事業

①冬期間の市道の除排雪業務を行うにあたり、多
くの除雪作業員が詰所に待機することになるた
め、新たに詰所用としてプレハブを設置し、３密
回避を図る
②除雪作業員詰所（プレハブ）設置費用
③市車両センター

502,260 502,260 R2.12.15 R3.3.15 除雪作業員詰所（プレハブ）設置

冬期間の市道の除排雪業務を行うにあたり、
多くの除雪作業員が詰所に待機することにな
るため、新たに詰所用としてプレハブを設置
したことで、除雪作業印詰所における３密回
避させることが出来た。

49
救急出動に係る感染防止大対
策事業

①安定した救急搬送業務を維持するため、救急隊
員の感染防止対策を図る
②救急隊員の感染防止対策に必要な備品購入費
③消防署

154,000 154,000 R2.12.10 R3.3.15
救急隊員の感染防止対策に必要な備品購入
（ベイシェントシールド４台分）

安定した救急搬送業務を維持するため、感染
防止対策に必要な備品を購入したことで、救
急隊員等をはじめ消防署における感染防止対
策が強化された。

50 避難所換気対策事業

①災害時の避難所における換気対策として扇風機
を配置する
②避難所用扇風機の購入
③市役所

275,000 275,000 R2.11.10 R2.11.19 避難所用扇風機の購入　２０台分
災害時の避難所における換気対策として扇風
機を配置したことで、避難所における換気対
策の向上につながった。

51
無線システム普及支援事業費
等補助金

①「新北海道スタイル」等の実践を通じた感染リ
スク低減と社会経済活動に対応するために必要な
情報通信基盤を整備する
②光ファイバに係るケーブル敷設費、無線システ
ム普及支援事業費等補助金の地方負担分に充当
③市内

610,626,000 114,063,000 R2.9.18 R4.12.14
光ファイバに係るケーブル敷設、無線システ
ム普及支援等

「新北海道スタイル」等の実践を通じた感染
リスク低減と社会経済活動に対応するために
必要な情報通信基盤を整備したことで、市全
域に光ファイバを普及させることが出来た。

1,104,025,067 600,643,000
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