
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を活用した事業の実績

区分 事業名 主な内容 決算額 担当課

一般管理
公共施設新型コロナウイルス感染

症予防対策事業

蛇口タッチレス化改修、保育園・ゆめりあ等への

抗菌剤の噴霧、衛生用品の購入
37,472,050 36,172,000 1,300,050 総務課

一般管理 地域公共交通緊急支援事業
地域公共交通事業者に対し、車両維持固定経

費相当を補助
1,400,000 1,400,000 0 総務課

一般管理
行政区活動新型コロナウイルス感

染症予防対策事業

衛生用品の購入を支援するため、行政区活動

支援交付金を増額
339,500 300,000 39,500 住民課

福祉・医療
社会福祉施設等新型コロナウイル

ス感染症予防対策事業

医療機関・福祉事業所等に対し、オンライン面会

タブレット・衛生用品の購入費を補助
6,494,442 5,900,000 594,442 保健福祉課

福祉・医療
生きがい活動新型コロナウイルス

感染症予防対策事業

ふるさと学園大学送迎バス増便、サーキュレー

ター・冷蔵庫を購入
581,890 500,000 81,890 保健福祉課

福祉・医療 高齢者生活支援事業 高齢者に5千円分の商品券を支給 14,122,992 14,000,000 122,992 保健福祉課

福祉・医療 高齢者ＩＣＴ学習事業
社会福祉協議会に対し、高齢者学習用タブレッ

ト・ノートパソコンの購入費を補助
100,000 90,000 10,000 保健福祉課

福祉・医療
子ども通園センター感染症対策負

担金

子ども通園センター（砂川市）のエアコン整備費

を負担
3,348,989 3,300,000 48,989 保健福祉課

福祉・医療 新生児特別給付金支給事業
令和2年4月28日以降に生まれた子どもに10万

円を支給
3,606,230 3,500,000 106,230 保健福祉課

福祉・医療 子育て世帯生活支援事業
高校生以下の子どもに1万円分の商品券・食事

券を支給
9,014,766 9,000,000 14,766 保健福祉課

財源内訳

臨時交付金
その他の

特定財源
一般財源
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区分 事業名 主な内容 決算額 担当課

財源内訳

臨時交付金
その他の

特定財源
一般財源

福祉・医療
児童館新型コロナウイルス感染症

予防対策事業
エアコンを整備 2,657,600 2,600,000 57,600 保健福祉課

福祉・医療
子育て支援センター新型コロナウイ

ルス感染症予防対策事業
エアコンを整備、ワイヤレスアンプを購入 1,164,900 1,150,000 14,900 保健福祉課

福祉・医療
保育園新型コロナウイルス感染症

予防対策事業
ワイヤレスアンプを購入 357,500 350,000 7,500 保健福祉課

福祉・医療
新型コロナウイルス感染症予防対

策事業

全町民にマスク10枚を配布、準備作業のため会

計年度任用職員を雇用。サーマルカメラ・衛生用

品を購入

6,948,129 6,900,000 48,129 保健福祉課

産業の振興 緊急経済対策事業

補助金により次の経済対策を実施。

①割引クーポン券発行支援事業

②持続化給付金拡大助成、雇用調整助成金

等拡大助成、商工業者感染防止対策支援事

業

③宿泊施設利用促進助成、貸切バス・タクシー

緊急支援事業

④旧ポイントカード景気促進支援事業

⑤新ポイントカード景気促進支援事業

⑥宿泊業・飲食業等経営継続緊急支援事業

93,603,208 89,900,000 3,703,208 産業振興課

道路・住宅・

公園

除雪センター新型コロナウイルス感

染症予防対策事業

換気能力・衛生環境を強化・改善するための改

修
13,750,000 13,000,000 750,000 建設課

消防
滝川地区広域消防事務組合感

染症対策負担金

救急車殺菌装置や空気呼吸器面体などの購入

費を負担
1,316,000 1,300,000 16,000 総務課

消防 避難所感染症予防対策事業
大型送風機・間仕切り・衛生用品等の購入、防

災センターの一部を資材庫に改修。
18,950,734 18,000,000 950,734 総務課
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区分 事業名 主な内容 決算額 担当課

財源内訳

臨時交付金
その他の

特定財源
一般財源

教育
小学校新型コロナウイルス感染症

予防対策事業

蛇口レバー化改修、扇風機・製氷機・衛生用品

を購入
1,352,195 928,000 350,450 73,745 教育委員会

教育
小学校長期休業振替分事務員

配置事業

長期休業振替により生じる学校事務員の勤務

日数追加分の人件費
32,516 32,000 516 教育委員会

教育 小学校空調設備整備事業 エアコンを整備するための実施設計 1,732,500 1,700,000 32,500 教育委員会

教育
小学校ＧＩＧＡスクール構想事

業

ICT支援員雇用のほか、タブレット・Webカメラ等

を購入し、オンライン授業環境を整備
27,477,830 12,543,500 13,973,000 961,330 教育委員会

教育
小学校長期休業振替分臨時講

師等配置事業

長期休業振替により生じる臨時講師の勤務日

数追加分の人件費
604,533 536,000 68,533 教育委員会

教育
中学校新型コロナウイルス感染症

予防対策事業
扇風機・製氷機・衛生用品を購入 875,217 436,000 373,050 66,167 教育委員会

教育
中学校長期休業振替分事務員

配置事業

長期休業振替により生じる学校事務員の勤務

日数追加分の人件費
32,516 32,000 516 教育委員会

教育 中学校空調設備整備事業 エアコンを整備するための実施設計 1,732,500 1,700,000 32,500 教育委員会

教育
中学校修学旅行保護者負担軽

減事業

修学旅行時期変更・見学旅行行程変更による

かかり増し経費を補助
304,710 200,000 104,710 教育委員会

教育
中学校ＧＩＧＡスクール構想事

業

タブレット・Webカメラ等を購入し、オンライン授業

環境を整備
13,582,860 6,499,500 6,733,500 349,860 教育委員会
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区分 事業名 主な内容 決算額 担当課

財源内訳

臨時交付金
その他の

特定財源
一般財源

教育
中学校長期休業振替分臨時講

師等配置事業

長期休業振替により生じる臨時講師・学校司書

の勤務日数追加分の人件費
222,592 200,000 22,592 教育委員会

教育
社会教育団体新型コロナウイルス

感染症予防対策事業

スポーツ少年団に対し、非接触検温計を支給し

たほか、衛生用品等の購入費を補助
232,656 200,000 32,656 教育委員会

教育
図書館新型コロナウイルス感染症

予防対策事業

図書消毒機・扇風機・サーキュレーター・ワイヤレ

スアップを購入
1,668,260 1,600,000 68,260 教育委員会

教育 児童生徒牛乳配布事業 小中学生に牛乳券4リットル分を配布 443,000 400,000 43,000 教育委員会

教育
学校給食センター新型コロナウイ

ルス感染症予防対策事業
調理員のシューズ殺菌庫を購入 1,309,000 1,300,000 9,000 教育委員会

教育
長期休業振替分学校給食提供

事業

長期休業振替により生じる給食日数追加分の

調理を委託
1,234,000 1,100,000 74,040 59,960 教育委員会

教育 学校給食地産地消推進事業 給食に町内産牛肉を使用 259,237 200,000 59,237 教育委員会

合　　　　　　　計 268,325,052 236,969,000 21,504,040 9,852,012
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