
単位：円

国庫補助額
(C)

交付金充当経費
(D)

その他
(E)

1 防災活動支援事業

避難所で感染者が発生した際の感染者隔離に係る備品・消耗
品等を購入することにより、避難所における感染予防対策の推
進・確保を目的とするもの。
(感染者用間仕切り、クイックパーテーション、段ボールベッドな
ど)

5,100,000 4,787,789 4,787,789 - 4,550,000 237,789 - R2.4.1 R3.8.13

①成果
【令和２年度購入】
大型空気清浄機（2台）、大型扇風機（8台）、トイレハウス（2台、車椅
子対応ワイド）、トイレ台座（2台、マンホール直結折り畳み式）、間仕
切り（12台、屋根なし、1台につき4部屋）、パーテーション（6台、屋根
有り）、フェイスシールド（200枚）、袋式トイレセット（100枚入り×6個）
その他12種消耗品
【令和３年度購入】
ダンボールベッド用間仕切り２個セット（25台）、トイレハウス（2台、車
椅子対応ワイド）、トイレ台座（2台、マンホール直結折り畳み式）、大
型空気清浄機（2台）、ダンボールベッド（25台）、大型扇風機（8台）、
パーテーション（6台、屋根有り）、間仕切り（6台、屋根なし、1台につ
き4部屋）
②検証（評価）
スペースを区切るパーテーションや間仕切りの整備を行うことで密
集、密接を防ぎ、他にもダンボールベッドやトイレハウス・台座、空気
清浄機、扇風機、その他PPE用品等を整備することで避難所を、より
衛生的に運営できる体制となり、避難所開設における新型コロナウ
イルス感染症対策に寄与したと考えられる。

総務課

2 必需品物品購入事業

社会福祉施設や保育施設等の社会生活維持のための活動施
設において感染防止対策に係る必需品を配布するため、上記
活動施設への必需品を購入するもの。
(マスク、アルコール消毒液、フェイスシールド、アクリル板など)

3,600,000  3,966,173 3,966,173 - 3,060,000 906,173 - R2.4.1 R4.2.15

➀成果
　 不織布マスク、アルコール消毒液、次亜塩素酸水、加湿器、フェイ
スシールド、アクリル板等を購入し、村内社会福祉施設や保育施設
等の活動施設に配布。
②検証(評価)
　 不織布マスクやアルコール消毒液、フェイスシールド、アクリル板
等の購入・配布を行うことで社会福祉施設や保育施設等の活動施設
における感染拡大防止対策に寄与した。

総務課

3 業務継続・働き方改革推進事業

役場内の遠隔業務への対応や会議、研修会等などのオンライ
ン化に対応するため、必要物品や備品などを購入し、接触機会
の削減を図るもの。
(電子黒板、PC、タブレット端末など)

2,808,000 2,528,460 2,528,460 - 2,359,000 169,460 - R3.8.18 R3.10.28

①成果
　電子黒板（１台）、カメラ付きマイクスピーカー（1台）、ＰＣ端末（5
台）、タブレット端末（3台）等の購入。
②検証（評価）
　遠隔会議等に対応するためのICT機器等を取り揃えることができ
た。

企画商工課

4 公共的空間安全・安心確保事業

村内公共施設等における隔壁、パーテーションの設置、施設内
の換気や空間設備の整備及び確保を行い、安心・安全を図る
もの。
(障壁・網戸設置、空間除菌脱臭機など)

6,064,000 7,045,423 7,045,423 - 4,984,000 2,061,423 - R2.4.1 R4.2.15

➀成果
　 空間除菌脱臭機(19台)、オゾン発生器(1台)、簡易パーテーション
設置委託、網戸等設置委託
②検証(評価)
　 空間除菌脱臭機等の購入・配置や簡易パーテーションや網戸の
設置委託業務を実施することで公共施設等の空調整備等を強化し、
飛沫感染や市中感染などの感染症拡大防止対策に寄与した。

総務課

5 防災拠点施設感染防止対策事業

救急隊員等、消防職員間の新型コロナウイルス感染症等のま
ん延防止対策として、消防署の仮眠室の個室化及び空調整備
機器導入により衛生面の強化を図るもの。
(富良野広域連合へ負担金として支出)

9,650,000  9,350,000 9,350,000 - 8,000,000 1,350,000 - R3.4.1 R3.11.30

➀成果
　 消防署の仮眠室の個室化及び暖房・冷房設備の整備(3部屋)
②検証(評価)
　 大部屋方式だった仮眠室が個室化され、各個室の空調も整備さ
れたことにより、署員の宿直に伴う感染症拡大の危険性が大きく低
下した。

総務課

6
社会システム維持のための衛生確
保事業

社会システム維持のために必要不可欠な公共施設における衛
生確保・感染防止対策として出入り口の自動ドア化に係る整備
及び各公共施設内に空調整備機器を導入するもの。
(総合センター、コミプラ、道の駅など)

8,900,000 8,074,000 8,074,000 - 7,100,000 974,000 - R3.4.12 R3.10.7

①成果
　総合センターの正面玄関2箇所の自動ドア化、村内公共施設に換
気機能付きエアコン（コミプラ3台、道の駅2台、湯の沢温泉7台）の導
入。
②検証（評価）
　空調整備機器等の導入により、村内公共施設における感染対策に
寄与した。

総務課
企画商工課
教育委員会

7 公共施設等感染防止対策事業
村内公共施設でのソーシャルディスタンスの確保による感染防
止対策としてワイヤレスマイク整備導入により3密の防止を図る
もの。

500,000 403,700 403,700 - 350,000 53,700 - R3.10.8 R3.11.17

➀成果
 　ワイヤレス放送設備の購入
②検証(評価)
　 コロナ禍においてソーシャルディスタンス確保のため、音響設備を
強化し、飛沫感染を防ぐなどの感染対策整備に寄与した。

教育委員会

8 しむかっぷ村民割事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地域経済の回復を
図り、村内循環を活性化させることを目的として商品券を配布
するもの。
(宿泊、アウトドア、飲食、お土産などに使用)

4,200,000 3,920,420 3,920,420 - 3,700,000 220,420 - R2.8.3 R2.10.31

①成果
　村民865人に1人5,000円分の商品券を配布し、宿泊・アウトドアで
1,988,000円分、飲食・お土産で1,632,000円分、計3,620,000円分が
村内事業所で利用された。
②検証（評価）
　村内での消費喚起を促すことにより、村外への消費流出防止や地
域経済の回復に一定程度の効果があった。

企画商工課
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9 新生児特別定額給付金
新生児を持つ子育て世帯へ給付金を支給することで、子育て
支援に寄与するとともに、児童福祉の増進を図るもの。
(対象者：R2.4.28～R3.3.31に生まれた新生児)

1,000,000 800,000 800,000 - 500,000 300,000 - R2.11.27 R3.3.31

➀成果
　 給付対象者(新生児）１人につき10万円
②検証(評価)
 　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として実施された国の特
別定額給付金給付事業の対象とならない新生児について、コロナ禍
で不安を抱えながら出産、子育て生活を送っている家庭を支援。

福祉子育て支援課

10 村営バス衛生確保事業
村民の重要な交通手段として利用されている村営バス車両の
除菌・抗菌処理を行うことで感染防止の推進・確保し安心・安全
に利用することを目的とするもの。

864,000 748,000 748,000 - 700,000 48,000 - R3.6.14 R3.6.30

①成果
 　村営バスの運行に使用する車両5台に対する車内全般の抗菌対
策を実施。
②検証(評価)
　 抗菌作業を実施したことで、利用者に安心安全な乗車環境を提供
することができた。

建設課

11 スクールバス等衛生確保事業
村内の学生等が利用しているスクールバス車両の除菌・抗菌
処理を行うことで感染防止の推進・確保し安心・安全に通学す
ることを目的とするもの。

740,000 495,000 495,000 - 400,000 95,000 - R3.7.9 R3.7.16

①成果
　 スクールバス１台、学校行事及び高校生送迎用バス１台、乗用車
２台、ハイエース１台抗菌消毒実施。
②検証(評価)
　 抗菌作業を実施したことで、児童生徒に安心安全な乗車環境を提
供することができた。

教育委員会

12 図書館パワーアップ事業
村内図書室における読書環境の充実に向けた取組の推進とし
て書籍消毒除菌BOXを購入し、感染防止を図るもの。

600,000 506,000 506,000 - 500,000 6,000 - R2.8.19 R2.11.17

➀成果
　 除菌ＢＯＸ(２台)の購入
②検証(評価)
 　コロナ禍において在宅で過ごす時間が多くなったことに伴い、本を
借りる人が増加したため、返却時の感染対策整備に寄与した。

教育委員会

13 占冠村事業者感染防止対策支援金

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている村内各事
業者を対象に店内等アルコール消毒液や非接触型体温計の
設置等の感染防止対策における費用等を支援金として交付。
(各業種毎に定額交付。)

23,700,000 23,290,000 23,290,000 - 22,000,000 1,290,000 - R2.6.19 R3.5.31

①成果
　延べ243事業者に対し、計4回支援金を交付。
②検証（評価）
　本支援金の交付により、村内事業者等が行う感染対策の実施に寄
与した。

企画商工課

14
占冠村新型コロナウイルス感染拡大
防止協力金

国の緊急事態宣言の趣旨に鑑み、村の緊急的な休業要請等
に応じた事業者に対する協力金を交付することにより、感染拡
大防止、事業継続及び経済活動の回復を図るもの。
(対象事業者毎に定額交付。)

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 - - R2.4.29 R2.5.29

①成果
　10事業者に対し、一律30万円を交付。
②検証（評価）
　公共施設等を休館とすることで人流抑制を図り、効果的に感染対
策を講じることができた。併せて、施設の休館により売上減少等の影
響を受けた事業者に対する支援を実施することができた。

企画商工課

15 占冠村事業継続支援金

新型コロナウイルス感染症の流行により、村内の多くの事業者
が売上の減少等深刻な影響を受けていることに鑑み、支援金
を交付することにより、村内事業者の事業継続と雇用を確保
し、もって地域経済の維持発展を図るもの。
(各事業者売上減少率に応じて定額交付。)

35,000,000 32,520,000 32,520,000 - 29,000,000 3,520,000 - R2.6.19 R3.5.31

①成果
　延べ183事業者に対し、計4回支援金を交付。
②検証（評価）
　本支援金の交付により、コロナ禍の影響により売上が減少している
村内事業者の事業継続や雇用の確保に寄与した。

企画商工課

16
金利、保証料などの金融面での支援
事業

新型コロナウイルス感染症流行の影響を受け、売上や顧客の
減少、事業の緊縮や休業等により経営に支障を来している村
内事業者に対し必要な金融支援を行うことにより、地域事業者
の維持継続及び商工観光振興を図るもの。
(各事業者毎の金利、保証料に応じて交付。)

2,200,000 2,047,035 2,047,035 - 1,950,000 97,035 - R2.6.19 R3.2.25

①成果
　13事業者に支援金（利子補給額1,927,938円、信用保証料119,097
円）を交付。
②検証（評価）
　本金融支援により、村内事業者等の維持継続に寄与した。

企画商工課

17 占冠村農業持続化支援金

新型コロナウイルス感染症の拡大により、村内農業者の売上
げ減少等の影響を受けていることに鑑み、支援金を交付するこ
とにより、事業継続の下支えをし、もって地域経済の維持発展
を図るもの。
(各農業者売上減少率に応じて定額交付。)

3,300,000 3,300,000 3,300,000 - 3,300,000 - - R2.7.30 R2.10.15

➀成果
　 農畜産物の価格低迷により、経営に不安を抱える農業者に対する
緊急支援措置として、農業持続化給付金を実施。(実施農家11戸（経
営継続）)
②検証(評価)
 　新型ウィルスの影響を受け、売り上げ減少により経営に支障をき
たしている村内の専業農家を事業継続の下支えをし、地域経済の維
持発展が図られた。

農林課

18 学校保健特別対策事業

児童生徒・教職員等の感染症対策に必要となる物品の購入を
支援するとともに、感染症対策等を徹底しながら感染状況や児
童生徒の状況に応じた教育活動や家庭学習等を実施する際に
生じる備品購入や物品購入などの経費を支援するもの。
(アルコール消毒液、電子黒板、PC、デジタル教科書など)

8,200,000 10,069,389 8,000,000 4,000,000 3,000,000 1,000,000 2,069,389 R2.4.1 R3.3.31

①成果
　 感染症対策物品（消毒液、手洗い石鹸、雑巾、使い捨て手袋な
ど）を購入。ウイルスを付着予防のための環境衛生の取組（保健室
布団のクリーニング・購入）。感染症対策のための換気の取組（教室
カーテンクリーニング・購入、学校全教室・職員室に網戸設置）。熱中
症対策（扇風機購入）を実施など。授業中、密になることを避けること
を考慮し、または遠隔授業や効率的な授業を行うため電子黒板、デ
ジタル教科書等を購入。
②検証(評価)
 　感染対策、対策のための環境整備、熱中症を考慮した取組を行っ
た。

教育委員会



単位：円

国庫補助額
(C)

交付金充当経費
(D)

その他
(E)

【令和2年度】　占冠村　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事業及び効果・検証シート

実績額(A)
効果・検証

➀成果(具体的な数値等記載)
②検証(評価)

所管課

補助対象事業費
(B)＝(C)+(D)+(E)

Ｎｏ 交付対象事業の名称 事業の概要
総事業費

(当初予定額)

補助対象外経
費

(A)-(B)
事業
始期 事業
終期

19 公立学校情報機器整備費補助金

国が進めるGIGAスクール構想に係るICT環境整備のため、必
需品を購入し、緊急事態宣言時や臨時休校時の際の学校から
の遠隔学習の強化を図るもの。
(テレビ会議システム)

612,000 306,900 306,900 42,000 - 264,900 - R3.3.18 R3.3.25

➀成果
　 カメラ付きマイクスピーカー(3台)の購入。
②検証(評価)
 　学級閉鎖等に備え、遠隔授業ができる環境整備を実施。

教育委員会
企画商工課

20 GIGAスクール構想への支援事業

国が進めるGIGAスクール構想を推進するため、村内小中学校
のICT環境の整備や緊急事態等における臨時休校時に子ども
たちへの学びを確保するための環境整備を図るもの。
(電子黒板、PC、タブレット端末、その他必要物品など)

20,000,000 19,910,550 19,910,550 - 17,893,000 2,017,550 - R3.10.20 R4.3.23

➀成果
　 電子黒板(4台)、PC端末(13台)、タブレット端末(67台)、タブレット保
管庫(12台)等の購入のほか、村立学校におけるインターネット環境
の整備を実施。
②検証(評価)
 　学級閉鎖等に備え、自宅でも学習ができる環境を整備できた。

教育委員会
企画商工課

21 学校臨時休業対策費補助金
緊急事態宣言時における臨時休校中の学校給食費について、
学校が保護者への返還やキャンセル料等に要した費用に対
し、補助金を交付するもの。

155,000 154,809 154,809 39,000 - 115,809 - R2.4.1 R2.12.31

①成果
 　学校臨時休校の際の学校給食の食材費の補填を行った。
②検証
　 食材費補填を行い、業者の不利益にならないよう考慮。

教育委員会

22 公立学校情報機器整備事業
国が進めるGIGAスクール構想に係るICT環境整備のための必
要端末を購入するもの。
(児童生徒用タブレット端末)

2,890,000 1,696,838 1,696,838 1,560,000 - 136,838 - R3.4.1 R4.3.31

①成果
　 児童生徒用タブレット(34台)の購入
②検証(評価)
 　児童生徒一人一台端末を実現し、効率的な授業を行うことができ
ている。

教育委員会

23
家庭学習等のための通信機器整備
事業

インターネット環境が整備されていない子育て世帯へ緊急事態
等における臨時休校時に子どもたちへの学びを確保するため
の環境整備を図るもの。
(モバイルルーター)

136,000 138,600 138,600 70,000 - 68,600 - R3.3.18 R3.3.25

➀成果
　 モバイルルーター(7台)の購入。
②検証(評価)
 　感染症による学級閉鎖など、いつでも安心して自宅学習をするこ
とのできる環境が整った。

教育委員会
企画商工課

24 学校保健特別対策事業費補助金
学校再開等にあたり、集団感染のリスクを避けるため、校内に
感染防止対策に必要な衛生用品の設置を行い感染防止対策
を図るもの。
(マスク、アルコール消毒液など)

16,000 22,934 22,934 8,000 - 14,934 - R2.4.1 R3.2.10

①成果
　 感染症拡大防止のためアルコール消毒液、手洗い石鹸等を購入
②検証(検証)
 　各学校における感染症拡大防止対策に寄与した。

教育委員会

合計 143,235,000 139,082,020 137,012,631 5,719,000 116,346,000 14,947,631 2,069,389 


