
（単位：円）

事業費 （うち交付金） 指標 実績

1 漁港使用支援事業
　漁業者が負担する漁港利用料相当額を支援する
ことで、漁業者の雇用及び事業の維持を図る。

297,540 297,540 ・離島地区漁業者数：29漁業者 ・支援漁業者数：29漁業者

2 港湾使用支援事業
　漁業者及び漁業協同組合が負担する港湾使用料
相当額を支援することで、漁業者及び漁業協同組
合の雇用及び事業の維持を図る。

3,695,362 3,695,362
・漁業者数：110漁業者
・漁業協同組合数：1組合

・支援漁業者数：110漁業者
・支援漁業協同組合数：1組合

3
漁業者経営支援事
業

　漁業操業に係る燃料その他の費用の一部とし
て、漁船規模に応じて定額を支援することで、漁
業者の雇用及び事業の維持を図る。

18,243,333 18,243,333 ・漁業者数：135漁業者 ・支援漁業者数：135漁業者

4
農業者経営支援事
業

　営農に係る資材費（種苗、肥料、飼料、その
他）の一部として定額を支援することで、農業者
の雇用及び事業の維持を図る。

23,250,000 23,250,000 ・農業者数：93農業者 ・支援農業者数：93農業者

5
スマート農業推進
事業

　農業の省力化及び効率化による低コスト化への
取組として、農業機械の自動走行等のためのＲＴ
Ｋ基地局（２基）を整備する事業に対し支援する
ことで、農業者の所得の維持向上と強靭な生産基
盤の構築を図る。

3,070,100 3,070,100 ・ＲＴＫ基地局2基の整備 ・ＲＴＫ整備数：2基

6
施設等感染防止対
策事業（中央公民
館）

　中央公民館大ホールの客席に抗ウイルス・抗菌
効果のある専用液を塗布することで、ウイルスの
不活性化を促し、感染症拡大防止を図る。

1,321,650 1,321,650
・抗ウイルス、抗菌コーティング作業
の実施（中央公民館大ホール客席：一
式）

・抗ウイルス、抗コーティング実施施
設数：1施設

7

施設等感染防止対
策事業（中央公民
館空調機器加湿器
整備）

　中央公民館大ホールの空調機器の加湿器を水ス
プレー式から気化式に機能向上させることによ
り、湿度を一定に保ちウイルスの活性を抑え、感
染拡大防止を図る。

1,320,000 1,320,000 ・大ホール空調機器改修工事　一式 ・空調機器改修工事施設数：1施設

8

施設等感染防止対
策事業（留萌中部
地域子ども発達支
援センター）

　留萌中部地域子ども発達支援センターの開閉用
窓を改修し網戸を設置することで、施設内の換気
対策を図る。

270,000 270,000 ・開閉用窓の改修：11か所 ・改修窓数：11か所

9
公共的空間安全・
安心確保事業

　健康診断業務等での感染症拡大を防止するた
め、非接触式探知機サーモマネージャー、デジタ
ル乳児幼児体重計、体重計専用キャリングケース
を購入する。

257,400 257,400
　非接触式探知機サーモマネー
ジャー、デジタル乳児幼児体重計及び
体重計専用キャリングケースの導入

・非接触式探知機サーモマネー
ジャー：3台
・デジタル乳児幼児体重計：2台
・体重計専用キャリングケース：2台

10
施設等感染防止対
策事業

　観光施設における手洗水栓を非接触式に改修す
ることで、公共施設での接触機会を減らし、感染
症拡大防止を図る。

3,740,000 3,740,000
・観光施設数：2か所
・手洗水栓の改修数：36基

・改修施設数：2施設
・改修個所数：36基

11
指定管理事業継続
支援事業

　いきいき交流センターの指定管理事業者の事業
継続を支援するため、令和3年3月～令和4年2月に
おける収支の前々期差80％を、3千万円を上限に
支援する。

10,398,000 7,594,476 ・指定管理事業者：1事業者 ・支援事業者数：1事業者

12
町内事業者事業継
続支援事業

　町内の大型店、コンビニを除く小売業やサービ
ス業、卸売業などの事業者に対し、固定費等の事
業に係る経費の一部を支援することで、町内事業
者の事業継続を支援する。

5,133,833 5,133,833 ・事業者数：70事業者 ・支援事業者数：70事業者

13
飲食業等事業継続
支援事業

　町内の飲食業事業者の事業継続を支援するた
め、一律200千円の事業継続支援金を支給する。

10,600,000 10,600,000 ・事業者数：53事業者 ・支援事業者数：53事業者

14
離島クーポン券事
業

　離島観光客などに島内で使用できるプレミアム
付きクーポン券を販売することで、離島経済の活
性化を図る。

3,160,480 2,160,480

　事業内容：3,000千円分のクーポン券
を1,000円で販売
　販売数：1,000セット
  特定財源：1,000千円

・ｸｰﾎﾟﾝ券販売数：1,000ｾｯﾄ
・ｸｰﾎﾟﾝ券使用率：98.1％

15 販売促進支援事業
　通信販売等に係る設備費や送料等を負担し、事
業者の販売促進を支援することで、町内事業者の
経営基盤強化を図る。

604,685 604,685
・通信販売専用の商品開発
・令和3年4月～令和3年12月までの通信
販売での送料相当分

・商品開発事業者数：1事業者
・通信販売商品数：3事業者、37商品

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事業に係る事業実績
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事業費 （うち交付金） 指標 実績

16
避難所等感染防止
対策事業

　避難所等における感染予防資機材の整備 4,633,240 4,633,240

・消毒液（750mlﾎﾞﾄﾙ）　32ケ
・消毒液（4L詰替）16ケ
・ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟ（ﾎﾞﾄﾙ）　24ケ
・ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟ（4L詰替）　8ケ
・ｳｴｯﾄﾃｨｯｼｭ（除菌 200個入）　1箱
・避難所用折りたたみﾏｯﾄ　80枚
・飛沫防止用ﾋﾞﾆｰﾙ　3本
・ﾌﾟｯｼｭﾍﾟﾀﾞﾙｺﾞﾐ箱　24ケ
・使い捨てｶﾞｳﾝ(50入)　6ケ
・使い捨て手袋　8ケ
・感染防護服
・ﾊﾝﾃﾞｨ型 AIｻｰﾏﾙｶﾒﾗ　3基
・ﾍﾞﾙﾄﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ　10基
・感染対策用ﾜﾝﾀｯﾁﾃﾝﾄ　2張
・ﾜﾝﾀｯﾁﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ(WT-140)　50張
・ﾜﾝﾀｯﾁﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾙｰﾑ　4張
・離島輸送料

　購入時点において必要な感染予防資
機材を購入し、目的を達成できた。

・ｳｴｯﾄﾃｨｯｼｭ（除菌 200個入）　1箱
・避難所用折りたたみﾏｯﾄ　80枚
・飛沫防止用ﾋﾞﾆｰﾙ　3本
・ﾌﾟｯｼｭﾍﾟﾀﾞﾙｺﾞﾐ箱　24ケ
・使い捨てｶﾞｳﾝ(50入)　6ケ
・使い捨て手袋（100枚入）8ケ
・感染防護服　100枚
・ﾊﾝﾃﾞｨ型 AIｻｰﾏﾙｶﾒﾗ　5基
・ﾍﾞﾙﾄﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ　10基
・感染対策用ﾜﾝﾀｯﾁﾃﾝﾄ　2張
・ﾜﾝﾀｯﾁﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ(WT-140)　50張
・ﾜﾝﾀｯﾁﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾙｰﾑ　7張

17
公共的空間等安
全・安心確保事業

　感染を防止するための消耗品、備品を購入する
ことで、公共的空間等の安全の確保を図る。

1,172,107 1,172,107

・消毒液（750mlﾎﾞﾄﾙ）　30ケ
・消毒液（4L詰替）　40ケ
・ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟ（ﾎﾞﾄﾙ）　30ケ
・ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟ（4L詰替）　10ケ
・漂白剤ﾊｲﾀｰ(5kg) 　20ケ
・水拭きﾓｯﾌﾟ　10本
・ｱｸﾘﾙ板　一式
・養生ﾃｰﾌﾟ　10個
・飛沫防止用ﾋﾞﾆｰﾙ　1本
・ﾋﾞﾆｰﾙ固定用ﾎﾟｰﾙ　10本
・業務用扇風機(ｽﾀﾝﾄﾞ型)　10台
・消毒液ｽﾀﾝﾄﾞ　43台
・離島輸送料　10台
・飛沫防止用ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ　20個

　購入時点において必要な感染防止用
消耗品及び備品を購入し、目的を達成
できた。

・消毒液（4L詰替）　20ケ
・消毒液（5L詰替）2ケ
・ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟ（4L詰替）　6ケ
・ｱｸﾘﾙ板外（ｶｯﾀｰ・両面ﾃｰﾌﾟ）一式
・養生ﾃｰﾌﾟ　20個
・飛沫防止用ﾋﾞﾆｰﾙ　1本
・ﾋﾞﾆｰﾙ固定用ﾎﾟｰﾙ　10本
・業務用扇風機(ｽﾀﾝﾄﾞ型)　10台
・消毒液ｽﾀﾝﾄﾞ　43台
・飛沫防止用ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ　15個

18
社会システム維持
のための衛生確保
事業

　救急活動等における社会システム維持のため、
北留萌消防組合消防署において感染防止対策用消
耗品等を購入し救急隊員等への感染症対策を図
る。

300,019 300,019

・感染防止衣（上）　90着
・感染防止衣（下）　60着
・ｻｰｼﾞｶﾙﾏｽｸ　45箱
・ｱｲｿﾚｰﾀｰ用ﾌｨﾙﾀｰ　3缶
・ｱｲｿﾚｰﾀｰ用ｸﾞﾛｰﾌﾞｾｯﾄ　3セット
・ﾆﾄﾘﾙｸﾞﾛｰﾌﾞ　20箱
・ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ　2箱
・N95ﾏｽｸ　5箱
・次亜塩素酸600ml　5本
・ｸﾞﾙｺﾝ酸ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ　5本
・消毒用ｱﾙｺｰﾙ　10本
・除菌ｳｪｯﾄｼｰﾄ　15袋

　購入時点において必要な感染防止用
消耗品等を購入し、目的を達成でき
た。

・ｻｰｼﾞｶﾙﾏｽｸ（50枚×40箱）3箱
・ｱｲｿﾚｰﾀｰ用ﾌｨﾙﾀｰ　3缶
・ｱｲｿﾚｰﾀｰ用ｸﾞﾛｰﾌﾞｾｯﾄ　3セット
・ﾆﾄﾘﾙｸﾞﾛｰﾌﾞ　20箱
・ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ　2箱
・消毒用ｱﾙｺｰﾙ（5L）2本
・除菌ｳｪｯﾄｼｰﾄ（300枚入）8袋

19 バス運行支援事業
　バス運行事業者に対しバス運行に係る経費の一
部を支援することで、地域住民の交通手段の維
持・確保を図る。

27,010,000 27,010,000

・燃料費（都市間ﾊﾞｽ：羽幌⇔札幌　往
復）
　1便あたり 7,000円×1,801便
・感染防止対策費（都市間ﾊﾞｽ：羽幌⇔
札幌　往復）
　1便あたり 3,000円×1,801便
・車両維持管理費（都市間バス、貸切
バス）
　1台あたり 50,000円×15台×12カ月

・対象都市間ﾊﾞｽ便数：1,801便
・対象都市間ﾊﾞｽ及び貸切ﾊﾞｽ数：15台

20
ハイヤー運行支援
事業

　ハイヤー運行事業者に対し事業継続を目的に支
援することで、地域住民の交通手段の維持・確保
を図る。

1,200,000 1,200,000 ・支援対象車両数：6台　　　　　　　　　　　　　　　入浴料166人×400円＝66,400円・支援対象車両数：6台

21
子育て支援応援金
給付事業

　コロナ禍において妊娠、出産を迎える世帯に対
し新生児一人当たり10万円の応援金を給付するこ
とで、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外
出自粛による経済的及び精神的な負担の軽減を図
る。

2,200,000 2,200,000 ・対象新生児数：22人 ・対象新生児数：22人

22
準要保護世帯臨時
特別支援費支給事
業

　準要保護世帯の家計費負担が増大していること
から、準要保護世帯に給食費相当額を助成するこ
とで負担の軽減を図る。

9,792 9,792 ・対象児童数：4人 ・対象児童数：4人

23
消費活性化対策事
業

　町民1人あたり3千円の町内で使用可能な町民利
用クーポン券を配布することで、緊急事態宣言解
除後の町内経済の活性化を図り、広く町内事業者
を支援する。

20,575,013 20,575,013
・対象町民数：6,556人
・ｸｰﾎﾟﾝ券使用率：94.5％

・対象町民数：6,556人
・ｸｰﾎﾟﾝ券使用率：94.5％

24
施設等感染防止対
策事業（羽幌中学
校）

　授業で使用する教室に網戸を設置し、各教室の
換気対策を講じることで、感染症の感染防止を図
る。

891,000 891,000 ・網戸設置個所数：32箇所 ・網戸設置個所数：32箇所

25
施設等感染防止対
策事業（天売高校
学生寮）

　学生寮の換気対策として、玄関用の網戸を増設
する。

123,970 123,970 ・網戸設置個所数：3箇所 ・網戸設置個所数：3箇所

26
子育て世帯への臨
時特別給付金事業

　子育て世帯への臨時特別給付の支給対象者とな
らない家庭に対し給付金を支給することで、その
生活を支援する。

4,400,000 4,400,000 ・対象児童数：44世帯 ・対象児童数：44世帯

27
消費活性化対策事
業②

　町民1人あたり5千円の町内で使用可能な町民利
用クーポン券を配布することで、緊急事態宣言解
除後の町内経済の活性化を図る。

33,958,196 33,000,000
・対象町民数：6,526人
・ｸｰﾎﾟﾝ券使用率：98.6％

・対象町民数：6,526人
・ｸｰﾎﾟﾝ券使用率：98.6％

№ 事業名称 事業概要
経費内訳 事業評価



事業費 （うち交付金） 指標 実績

28
公立学校情報機器
整備費補助金

　学校における教職員のICT活用に関しての支援
をすることで、ICTを活用した教育活動の充実を
図る。（国庫補助事業）

167,000 167,000 ・対象となる学校数：4校 ・対象となる学校数：4校

29
公立学校情報機器
整備費補助金に係
る任意負担金

　上記国庫補助事業における羽幌町負担額 42,000 42,000 ・対象となる学校数：4校 ・対象となる学校数：4校

30
子ども子育て支援
交付金

　一時預かり事業において感染防止用のマスク等
を購入し、感染防止を図る。（国庫補助事業）

34,000 34,000 ・対象となる施設数：1施設 ・対象となる施設数：1施設

31
疾病予防対策事業
費等補助金

　健康診断等データを管理している既存健康管理
システムに、マイナンバー情報連携ロタウイルス
対応パッケージを追加する。（国庫補助事業）

30,000 30,000 ・追加ﾊﾟｯｹｰｼﾞ数：1 ・追加ﾊﾟｯｹｰｼﾞ数：1

32
疾病予防対策事業
費等補助金

　健（検）診の情報について、マイナンバー制度
を活用し、マイナンバーポータルでの閲覧や市町
村間での情報連携を開始するため、自治体中間
サーバに情報を登録するにあたり、既存の健康管
理システムに必要なパッケージ改修を行う。（国
庫補助事業）

147,200 147,200 ・改修ﾊﾟｯｹｰｼﾞ数：1 ・改修ﾊﾟｯｹｰｼﾞ数：1

33
疾病予防対策事業
費等補助金に係る
任意負担金

　上記国庫補助事業における羽幌町負担額 36,800 36,800 ・改修ﾊﾟｯｹｰｼﾞ数：1 ・改修ﾊﾟｯｹｰｼﾞ数：1

34
施設等感染防止対
策事業（羽幌中学
校）

　特別教室や会議室等に網戸を設置し、夏期間に
おける各部屋の換気対策を講じることにより感染
症拡大防止を図る。

946,000 946,000 ・網戸設置個所数：34箇所 ・網戸設置個所数：34箇所

35
避難所等感染防止
対策事業

　避難所等における感染予防対策資機材の整備 660,000 660,000 ・感染防護服購入数：200着 ・感染防護服購入数：200着
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