
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業の実施状況及び効果検証

令和2年度

事業費 （単位：円）

事業分類

［経済対策分野との関係］
［決算額］ 臨時交付金 その他特定財源 一般財源

1 防災活動支援事業 マスク・消毒液等の確保 R2.11 R3.1 2,970,770 2,790,000 180,770 避難所の感染症対策の充実を図る防災備蓄品の購入 簡易間仕切（16セット）、段ボールベッド（80セット）
避難所における感染リスク低減に寄与

した

2 輸送能力増強事業 マスク・消毒液等の確保 R2.12 R3.3 8,690,000 8,160,000 530,000 高校生の感染リスク低減を図る分散登校等に対応する車両の購入 路線バス補完運行等用車両（１台） 高校生の感染リスク低減に寄与した

3
観光客等感染機会削減事

業
マスク・消毒液等の確保 R2.5 R2.8 3,591,500 3,370,000 221,500 観光客等の感染リスク低減を図る洞爺湖畔等の立入規制措置 看板・鉄ピン・バリケード設置及び撤去（1式） 観光客等の感染リスク低減に寄与した

4 必需物品購入事業 マスク・消毒液等の確保 R2.5 R3.2 4,565,994 4,224,800 341,194 公共施設等の感染症対策の充実を図る衛生資材の購入

マスク（58,848枚）、アルコール消毒液（14缶）、非接触型

体温計（10個）、空気循環式紫外線清浄機（4台）、フロ

アー扇風機（2台）、フェイスシールド（140セット）、手指消

毒液（10個）

公共施設等における感染リスク低減に

寄与した

5
医療機関等必需物品購入

支援事業
マスク・消毒液等の確保 R2.5 R3.3 2,400,000 2,250,000 150,000

医療機関等の感染症対策の充実を図る衛生資材購入費の補助

医療機関・老人介護施設：40万円

障がい者福祉施設：20万円

支援事業者（8事業者）
医療機関等の感染症対策の充実に

寄与した

6
地域農産物供給力強化事

業

海外展開企業の事業の円滑

化、農林水産物・食品の輸

出力の維持・強化及び国内

供給力の強化支援

R2.7 R3.3 1,958,000 1,840,000 118,000
農産物供給体制を確立する効率的な水供給施設の整備に向けた農業用水取水施

設の調査
農業用水取水施設調査（1式）

農産物供給体制を確立する効率的な

水供給施設の整備の推進に寄与した

7 事業継続支援事業
事業継続に困っている中小・

小規模事業者等への支援
R2.5 R2.8 17,490,000 16,420,000 1,070,000

商工業者（商工会員）の感染症対策の充実及び事業継続・経営安定を図る助成

金の交付

［基本］法人：20万円、個人：15万円、新規：5万円

［加算①］前年比1カ月間（令和2年1月～5月までの1カ月間）の売上減少50％

以上：10万円

［加算②］前年比1カ月間（令和2年1月～5月までの1カ月間）の売上減少20％

以上50％未満：5万円

支援事業者（76事業者）
商工業者の感染症対策の充実と事業

継続に寄与した

8 事業者負担軽減事業
事業継続に困っている中小・

小規模事業者等への支援
R2.5 R2.7 1,210,294 1,130,000 80,294

観光等事業者の経営環境の改善を図る上下水道料金（令和2年5月～7月請求

分）の全額免除
支援事業者（44事業者） 観光等事業者の事業継続に寄与した

9 図書室パワーアップ事業
リモート化等によるデジタル・ト

ランスフォーメーションの加速
R2.9 R3.1 294,280 280,000 14,280 住民の読書環境の充実を図る図書の購入 図書（199冊） 住民の読書環境の充実に寄与した

10
学校給食関係事業者支援

事業

事業継続に困っている中小・

小規模事業者等への支援
R2.9 R2.9 185,213 170,000 15,213

学校の臨時休業の影響を受けた学校給食関係事業者への支援金の交付

学校給食関係事業者：給食加工に関わる工賃の一部補償（令和2年4月・5月

分）

支援事業者（4事業者）
学校給食関係者の学校臨時休業に

よる影響の緩和に寄与した

11
ＧＩＧＡスクール構想加速

化事業

リモート化等によるデジタル・ト

ランスフォーメーションの加速
R2.9 R3.3 4,791,270 4,500,000 291,270 子どもたちの学習機会の充実を図るタブレット端末の購入 タブレット端末（109台）

子どもたちの学習機会の充実に寄与し

た

12
防災活動支援事業（追

加）
マスク・消毒液等の確保 R2.10 R3.3 17,294,938 16,230,000 1,064,938

感染リスク低減を図る避難所の衛生環境の改善、避難所の分散化に対応する施設の

改修、避難広報等用車両及び防災備蓄品の購入

避難所屋根葺替（1施設）、防災用ストーブ（8台）、避難

広報等用車両（1台）、避難者輸送用車両（1台）、避難

所等トイレ改修（17基）、橋梁添架管ヒーター制御盤改善

（1カ所）

避難所における感染リスク低減に寄与

した

13 野営場快適空間創出事業 マスク・消毒液等の確保 R2.6 R4.3 14,925,900 14,009,000 916,900

野営場の通年休業に伴う立入禁止期間延長措置等の追加対策、快適で良質な環

境・サービスの提供を図る野営場炊事舎の衛生環境の改善、［R3繰越］快適で良

質な環境・サービスの提供を図る野営場管理棟の建替

周知看板設置及び撤去（1式）、炊事舎衛生環境改善（1

カ所）、管理棟建替（1施設）

野営場における感染リスク低減と快適

で良質な環境・サービスの提供に寄与

した

事業効果番号 事業名 事業始期 事業終期 事業概要 事業成果

1 ［令和２年度］



事業費 （単位：円）

事業分類

［経済対策分野との関係］
［決算額］ 臨時交付金 その他特定財源 一般財源

事業効果番号 事業名 事業始期 事業終期 事業概要 事業成果

14
公共施設管理維持体制持

続化事業
マスク・消毒液等の確保 R2.8 R2.8 4,100,000 3,850,000 250,000

指定管理者制度導入施設の感染症対策の充実及び運営管理体制の維持を図る指

定管理者への支援金の交付

感染症対策：1施設10万円

運営管理体制維持：前年比売上減少額の1/2

支援指定管理者（2事業者）
指定管理者の感染症対策の充実と事

業継続に寄与した

15
子育て世帯応援商品券配

布事業
地域経済の活性化 R2.9 R3.3 3,402,943 3,181,000 221,943

子育て世帯の経済的支援及び町内の消費喚起を図る18歳以下の子どものいる世帯

への商工会商品券の配付

子ども1人1万円分の商工会商品券

支援対象者（323人）
子育て世帯の経済的負担の軽減と町

内の消費喚起に寄与した

16
保育所安全・安心確保事

業
マスク・消毒液等の確保 R2.11 R3.2 2,481,380 2,330,000 151,380 保育所の感染症対策の充実を図る備品等の購入

スチームコンベクションオーブン（1台）、給食配膳用台車（1

台）、衛生管理用ゴミ箱（1個）、抗菌調理器具等（1

式）、ランチプレート（60枚）、その他給食用品［抗菌什器

等］（1式）、密着回避ベンチ（16個）、パーティション（2

セット）、防災ピアノガード（1個）、その他保育用品［物品運

搬用リヤカー等］（1式）

保育所における感染リスク低減に寄与

した

17
新生児臨時特別定額給付

金事業

生活に困っている世帯や個人

への支援
R2.9 R3.3 903,520 853,000 50,520

子育て世帯の経済的支援及び子どもの健やかな成長を応援する新生児のいる世帯へ

の給付金の交付

新生児1人10万円

支援対象者（9人）
子育て世帯の経済的負担の軽減に寄

与した

18
再生可能エネルギー安定供

給事業

海外展開企業の事業の円滑

化、農林水産物・食品の輸

出力の維持・強化及び国内

供給力の強化支援

R2.11 R3.3 19,030,000 17,870,000 1,160,000
戦略的かつ安定的、持続的な農産物の生産を可能とする再生可能エネルギーの持つ

ポテンシャルの機能強化を図る非常用発電機の設置
非常用発電機設置（1式）

戦略的かつ安定的、持続的な農産物

の生産を可能とする再生可能エネル

ギーの機能強化に寄与した

19
高収益作物生産土づくり推

進事業

海外展開企業の事業の円滑

化、農林水産物・食品の輸

出力の維持・強化及び国内

供給力の強化支援

R2.9 R2.12 669,000 630,000 39,000

新たな生活様式や流通環境に適した生産体制の基礎となる土づくりの推進を図る堆

肥購入費の補助

バラ堆肥：購入代金の1/3

袋詰め堆肥：購入代金の3/10

支援農業者（49人）

新たな生活様式や流通環境に適した

生産体制の基礎となる土づくりの推進

に寄与した

20 有害鳥獣対策事業 地域経済の活性化 R2.7 R3.3 3,346,975 3,130,000 216,975

人との接触機会を低減する鳥獣害対策の構築を図る電気柵購入費の補助及び機器

の購入等

電気柵購入補助：過去活用者1/3以内、新規活用者1/2以内

電気柵購入支援農業者（34人）、箱罠（20台）、くくり罠

（7台）、監視カメラ（1台）、有害鳥獣処分（84頭）

人との接触機会を低減する鳥獣害対

策の構築に寄与した

21
事業継続支援事業（追

加）

事業継続に困っている中小・

小規模事業者等への支援
R2.8 R2.11 37,576,000 35,280,000 2,296,000

商工業者（商工会員）の新生活スタイルへの転換・定着及び事業継続・経営安定を

図る助成金の交付

［基本］10万円

［加算］前年比2カ月間（令和2年4月～7月までの連続する2カ月間）の売上減

少20%以上の観光等事業者に対し、売上減少額の10%の額

支援事業者（82事業者）
商工業者の新生活スタイルへの転換・

定着と事業継続に寄与した

22 地域経済活性化事業

観光・運輸業、飲食業、イベ

ント・エンターテインメント事業

等に対する支援

R2.8 R3.2 27,476,723 24,260,000 1,642,125 1,574,598
地域経済の活性化を図るプレミアム付商品券の発行及び昭和新山地区駐車料金の

実質無償化（地域限定商品券配布）

プレミアム付商品券換金枚数（500円×57,725枚）、昭和

新山ビジットキャンペーン商品券換金枚数（500円×17,736

枚）

地域経済の活性化に寄与した

23 道の駅衛生環境改善事業 マスク・消毒液等の確保 R2.12 R3.3 1,162,700 1,090,000 72,700 観光客等の感染リスク低減を図る道の駅トイレの改修 道の駅トイレ改修（2基） 観光客等の感染リスク低減に寄与した

24 移住定住環境整備事業 地域経済の活性化 R2.6 R3.3 12,276,000 11,530,000 746,000 移住者の受入環境の充実を図る町有住宅の修繕 町有住宅修繕（7戸） 移住者の受入環境の充実に寄与した

25 観光地誘客環境整備事業 地域経済の活性化 R3.3 R3.4 1,991,000 1,991,000
［R3繰越］安全で快適な魅力ある観光拠点の形成を図る昭和新山地区入口付近

の道路サイン（多言語）の設置及び路面標示等の整備
道路サイン設置・路面標示等（1式）

安全で快適な魅力ある観光拠点の形

成に寄与した

26
事業者負担軽減事業（追

加）

事業継続に困っている中小・

小規模事業者等への支援
R2.8 R3.3 3,668,864 3,440,000 228,864

観光等事業者の経営環境の改善を図る上下水道料金（令和2年8月～令和3年3

月請求分）の全額免除
支援事業者（45事業者） 観光等事業者の事業継続に寄与した

27
ＧＩＧＡスクール構想加速

化事業（追加）

リモート化等によるデジタル・ト

ランスフォーメーションの加速
R2.9 R3.3 3,134,450 2,940,000 194,450 子どもたちの学習機会の充実を図るタブレット端末及びタブレット端末保管庫の購入 タブレット端末（55台）、タブレット端末保管庫（3台）

子どもたちの学習機会の充実に寄与し

た

28 学校衛生環境改善事業 マスク・消毒液等の確保 R2.12 R3.3 1,723,700 1,620,000 103,700 児童等の感染リスク低減を図る小学校トイレの改修 学校トイレ改修（5基） 児童等の感染リスク低減に寄与した

29 生涯学習活動推進事業 マスク・消毒液等の確保 R2.10 R2.12 4,453,078 4,180,000 273,078 住民のあらゆる学習機会における感染リスク低減を図る生涯学習活動用車両の購入 生涯学習活動用車両（1台）
住民の生涯学習活動における感染リ

スク低減に寄与した

2 ［令和２年度］



事業費 （単位：円）

事業分類

［経済対策分野との関係］
［決算額］ 臨時交付金 その他特定財源 一般財源

事業効果番号 事業名 事業始期 事業終期 事業概要 事業成果

30 緊急雇用対策事業 雇用の維持 R2.10 R3.3 1,672,981 1,570,000 102,981
就労機会を失った住民等の生活の安定化及びコロナ禍の役場業務の多様化への対応

を図る町の臨時的職員の任用
会計年度任用職員（4人）

就労機会を失った住民等の生活の安

定化とコロナ禍の役場業務の多様化へ

の対応に寄与した

31

学校保健特別対策事業費

補助金（感染症対策のため

のマスク等購入支援事業）

マスク・消毒液等の確保 R2.5 R2.6 76,000 38,000 38,000 学校の感染症対策の充実を図る衛生資材の購入 マスク（1,152枚）
学校における感染リスク低減に寄与し

た

32

学校保健特別対策事業費

補助金（学校再開に伴う感

染症対策・学習保障等に係

る支援事業）

マスク・消毒液等の確保 R2.5 R3.3 6,548,242 3,274,242 3,274,000 学校の感染症対策の充実及び子どもたちの学習機会の保障を図る物品の購入等

アルコール消毒液（30缶）、非接触型体温計（30個）、フェ

イスシールド（100セット）、ユニットコーン（21セット）、ユニット

コーンバー（20本）、ポリエチレン手袋（3,000枚）、飛沫防

止ボード（5枚）、指導書（38冊）、カルトン（10枚）、アル

コール消毒用オートディスペンサー（20個）、ハンドソープ用オー

トディスペンサー（29個）、パーティション（8セット）、マスク

（2,020枚）、加湿空気清浄機（27台）、サーキュレーター

（15台）、サーマルカメラ（1台）、サーマルカメラ用三脚（1

脚）、ビデオカメラ（1台）、テーブル（10台）、加湿器（3

台）、テント（6張）、湯沸器設置（1施設）、網戸設置（1

施設）、郵券（1式）、その他衛生用品［ペーパータオル等］

（1式）

学校における感染リスク低減と子どもた

ちの学習機会の保障に寄与した

33
学校臨時休業対策費補助

金

学校の臨時休業等を円滑に

進めるための環境整備
R2.9 R2.9 97,958 24,958 73,000

学校の臨時休業の影響を受けた学校給食関係事業者への支援金の交付

学校給食関係事業者：廃棄食材費及び給食加工に関わる工賃の一部補償（令和

2年2月・3月分）

支援事業者（10事業者）
学校給食関係者の学校臨時休業に

よる影響の緩和に寄与した

合計 216,159,673 198,456,000 5,027,125 12,676,548

3 ［令和２年度］


