
◯令和３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 市民生活応援商品券発行事業

①新型コロナウイルス感染拡大の影響により景気
の低迷が長引いていることから、市民生活の安定
と市内経済活性化のため商品券を配布
②市民に対し市内商店等で利用できる商品券
3,000円分及び飲食券2,000円分　計5,000円分を
配布
③6月1日現在で住民基本台帳に登録されている市
民

64,914,397 64,914,397 R3.4.13 R4.2.10
市民に対し市内商店等で利用できる商品券
3,000円分及び飲食券2,000円分（計5,000円
分）を配布（12,518名分）

新型コロナウイルス感染拡大の影響により厳
しい経営環境にある市内事業者の支援及び市
民生活の安定と市内経済の活性化が図られ
た。

2
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➡医療・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市内医療・福祉・介護・児童関連事業所

10,300,000 10,300,000 R3.4.1 R3.5.14

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（10事業所）、薬
局事業者20万円（１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（16事業
所）、薬局・障がい・児童事業者10万円（１
１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。

3
情報ネットワーク環境整備事
業

①新型コロナウイルス感染症対策として、Ｗｅｂ
会議用のパソコン等を整備したが、会議で利用す
るネットワーク環境を整備する（自治体情報セ
キュリティ対策として既存の業務用ネットワーク
と分離）
②VLANの機能を利用したネットワーク環境整備
（VLAN用HUB機器、ファイアウォール機器、LAN工
事、SE作業費用）
③市庁舎他

2,838,000 2,838,000 R3.11.12 R3.11.30 情報ネットワーク環境整備

新型コロナウイルス感染症対策として、会議
で利用するネットワーク環境を整備したこと
で、職員間及び外部との接触機会が軽減され
た。

4 災害避難所感染防止対策事業

①災害時の避難所における３密対策等、感染防止
対策のための備品整備
②間仕切りテント、ラップポントイレ（専用バッ
テリー含む）、対流型石油ストーブの購入
③市役所

4,477,000 4,477,000 R3.5.11 R3.6.28 間仕切りテント７０張等の購入
災害時の避難所における３密対策等、感染防
止対策のための備品整備をしたことで、感染
対策が強化された。

5
市立病院の医療提供体制整備
に対する負担金

①市立病院において検査対象を拡大するために必
要な医療機器等の購入に係る病院事業会計への負
担金
②抗原定量検査装置及びベッド用簡易フードの購
入
③市立病院

6,033,000 6,033,000 R3.4.1 R3.11.15 抗原定量検査装置１台等の購入

市立病院において検査対象を拡大するために
必要な医療機器等を整備したことで、迅速な
検査の実施による感染拡大リスクが軽減され
た。

6 公衆浴場経営者支援金

①新型コロナウイルスの感染拡大防止策を講じな
がら公衆浴場の営業を継続している経営者に対し
支援金を支給
②市内公衆浴場の感染防止対策に対する支援金
③公衆浴場

900,000 900,000 R3.4.1 R3.4.28
市内公衆浴場の感染防止対策に対する支援金
３０万円（３浴場）

新型コロナウイルス感染症が拡大及び長期化
する中において、公衆浴場の営業を引き続き
継続しなければならない経営者を支援したこ
とで、事業が継続された。
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7
観光物産センターレストラン
テーブル・椅子購入事業

①新型コロナウイルス感染拡大による長引く景気
低迷により地元製品であるペーパーウッド製品
（デザイン性に優れた道産材を活用した合板）の
需要が落ち込んでいることから、道の駅にある観
光物産センターにペーパーウッド製のテーブル・
椅子を整備することにより、林業・木材産業など
の関連事業者を支援する。さらには、本製品を市
民や観光客に対して広くPRすることで利用促進を
図るなど販路拡大に繋げる。
②観光物産センターレストランへのペーパーウッ
ド製テーブル、椅子等の購入
③観光物産センター

4,988,720 4,988,720 R3.4.27 R3.9.30
ペーパーウッド製のダイニングテーブル３３
台・ダイニングチェア６８脚等の購入

新型コロナウイルス感染拡大による長引く景
気低迷により地元製品であるペーパーウッド
製品の需要が落ち込んでいることから、観光
物産センターにペーパーウッド製のダイニン
グテーブル・ダイニングチェアを整備したこ
とにより、林業・木材産業などの関連事業者
への支援及び本製品を市民や観光客に対して
広くＰＲすることで利用促進が図られた。

8
水道料金減免による緊急経営
支援による負担金

①新型コロナウイルス感染拡大の影響により厳し
い経営を余儀なくされている市内事業者等への緊
急経営支援として水道事業会計が事業者等に対し
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市内事業者等

7,622,237 7,622,237 R3.4.1 R4.3.30

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21件）の基本料金の
半額免除、ⅱ業務用３種（延べ1,196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。

9
下水道料金減免による緊急経
営支援に伴う繰出金

①新型コロナウイルス感染拡大の影響により厳し
い経営を余儀なくされている市内事業者等への緊
急経営支援として下水道事業特別会計が事業者等
に対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市内事業者等

3,251,340 3,251,340 R3.4.1 R4.3.30

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727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。

10 図書館空調設備等整備事業

①新型コロナウイルス感染症予防対策として、館
内の空調機能を強化するほか、自動水栓を設置す
る
②館内の空調設備整備工事、自動水栓設置費
③図書館

49,005,000 49,005,000 R3.4.21 R3.10.29 館内の空調設備整備及び自動水栓設置

新型コロナウイルス感染症予防対策として、
館内の空調機能が強化されたほか、自動水栓
を設置することで、接触機会の軽減が図られ
た。

11
百年記念館手洗所自動水栓設
置事業

①百年記念館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を設置する
②男子・女子・身障者トイレ自動水栓設置費
③百年記念館

990,000 990,000 R3.4.21 R3.8.19 百年記念館トイレ手洗自動水栓設置
新型コロナウイルス感染症予防対策として、
手洗所に自動水栓を設置することで、接触機
会の軽減が図られた。

12
学校保健特別対策事業費補助
金

（感染症対策等の学校教育活動継続支援事業）
①市内小中学校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市内小中学校へのエアコン設置費
③市内小中学校

3,344,000 1,672,000 R3.5.14 R3.9.10 エアコン４台等の購入

市内小中学校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
ンの設置をすることで、感染防止対策が強化
された。
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13
火災出動に係る感染防止対策
事業

①消防隊員が火災時に使用する個人防護装備品を
整備することにより新型コロナウイルスの感染拡
大防止を図る
②消防隊員の感染防止対策に必要な備品購入費
③消防署

3,509,000 3,509,000 R3.6.25 R3.9.24 空気呼吸器５台、拡声器２１個等の購入
消防隊員が火災時に使用する個人防護装備品
を整備することで、新型コロナウイルスの感
染拡大防止が図られた。

14
救急出動に係る感染防止対策
事業

①救急隊員の2次感染防止対策のために必要な救
急資器材の整備
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

3,278,000 3,278,000 R3.6.29 R3.12.1 救急用空気調整器１台等の購入
救急隊員の２次感染防止対策のために必要な
救急資器材の整備することで、新型コロナウ
イルスの感染拡大防止が図られた。

15
市庁舎手洗所自動水栓及び網
戸設置事業

①市庁舎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を設置するほ
か、換気対策として各階に網戸を設置する
②市庁舎手洗器自動水栓設置費及び網戸設置費
③市庁舎

2,771,019 2,771,019 R3.7.13 R3.10.14 市庁舎手洗器自動水栓及び網戸の設置

市庁舎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を設置す
ることで、接触機会の軽減を図るとともに、
換気対策として各階に網戸を設置することで
感染防止対策が強化された。

16 滞在体験型観光誘客促進事業

①新型コロナウイルス感染症による社会変化を踏
まえ、新たな観光のあり方を検証するためワー
ケーションモニターツアー及び観光モニターツ
アーを実施する
②ワーケーションモニターツアー及び観光モニ
ターツアー業務委託料
③観光協会

1,223,256 1,223,256 44,377 44,592

滞在体験型観光誘客促進事業の実施
【芦別体験型観光モニターツアー】
　委託先　（一社）芦別観光協会
　◯とっておきの芦別自然体験モニター
　　ツアー
　　令和３年１０月２日～１０月３日
　　　　　　　　　　　　　参加１２名
　◯星の降る里あしべつ星空観望会モニ
　　ターツアー
　　令和３年１０月１０日　参加１２名
　◯炭鉱遺産モニターツアー五山めぐり
　　令和３年１０月２３日　参加１５名
　　令和３年１１月　６日　参加１５名
　　　　　　　　　　　参加合計５４名
【ワーケーションモニターツアー】
　新型コロナウイルス感染症感染拡大防
止のため中止。

新型コロナウイルス感染症による社会変化を
踏まえ、新たな観光のあり方を検証するため
のモニターツアーを実施したことで、本市の
魅力を市内外に発信し、観光客の誘導につな
がった。

17 抗原定量検査費用助成金

①新型コロナウイルス感染症のクラスター発生を
予防するため、医療、福祉及び介護施設を運営す
る事業者が行う新型コロナウイルス感染症に係る
抗原定量検査費用の一部を助成
②医療、福祉及び介護施設等の事業者が従事者並
びに入院及び入所者（予定者含む）に対して行う
抗原定量検査に要した費用への助成
③医療、福祉及び介護施設

- - - - - - 未実施

18 飲食業経営支援金

①新型コロナウイルス感染拡大の影響により厳し
い経営を余儀なくされている飲食店等に対する支
援
②ⅰスナック・バー10万円（年間売上高に応じて
10万円～30万円を加算）ⅱ飲食店10万円、ⅲ酒類
小売業20万円
③市内飲食店等

11,000,000 2,489,669 R3.5.21 R4.3.31

①スナック・バー（年間売上800万円以上）
40万円（3件）、（同500万円以上800万円未
満）30万円（9件）、（同500万円未満）20万
円（10件）、②飲食店10万円（45件）、③酒
小売業20万円（3件）を支給

新型コロナウイルス感染拡大の影響により厳
しい経営を余儀なくされている飲食店等に対
する支援を行うことで、事業が継続された。
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19
児童デイサービスセンター加
湿空気清浄機購入

①児童デイサービスセンター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児童デイサービスセンターへの加湿空気清浄機
購入費用
③児童デイサービスセンター

71,720 71,720 R3.4.13 R3.4.23 加湿空気清浄機２台の購入

児童デイサービスセンターにおける新型コロ
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の設置をし
たことで、感染防止対策が強化された。

20 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
物品を整備
②ⅰ災害避難所、ⅱ市庁舎、ⅲ児童施設、ⅳ小中
学校、ⅴ図書館、ⅵ百年記念館、ⅶ体育館への必
需物品購入費
③市役所

2,652,732 2,601,732 R3.4.7 R4.3.30 消耗品の購入（消毒液、マスク等）
公共施設等における感染防止対策として必要
な物品を整備をすることで、公共施設等にお
ける感染防止対策が強化された。

21 市内小学校等換気対策事業

①市内小学校等における換気対策として新たに網
戸を設置することにより新型コロナウイルスの感
染拡大を防止する
②市内小学校、Ｂ＆Ｇ海洋センタープールへの網
戸設置費
③市内小学校等

922,680 922,680 R3.6.22 R3.9.4
市内小学校、Ｂ＆Ｇ海洋センタープールへの
網戸設置

市内小学校等における換気対策として新たに
網戸を設置したことにより、新型コロナウイ
ルスの感染拡大の防止が図られた。

22
水道料金減免による緊急経営
支援による負担金（２回目）

①新型コロナウイルス感染拡大の影響により厳し
い経営を余儀なくされている市内事業者等への緊
急経営支援として水道事業会計が事業者等に対し
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８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

9,875,840 9,875,840 R3.9.9 R4.3.30

水道事業会計に繰り出し、ⅰ業務用１種（延
べ28件）及び２種（延べ24件）の基本料金の
半額免除、ⅱ業務用３種（延べ1552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。

23
下水道料金減免による緊急経
営支援に伴う繰出金（２回
目）

①新型コロナウイルス感染拡大の影響により厳し
い経営を余儀なくされている市内事業者等への緊
急経営支援として下水道事業特別会計が事業者等
に対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９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

4,221,390 4,221,390 R3.9.9 R4.3.30

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16件）及び２種
（延べ20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935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。

198,189,331 187,956,000

－ 4 －


