
 

令和２年度 新型コロナウィルス感染症に関する対応・主な取組み 

[新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金] 

 

【北海道・安平町】 

区    分 総事業費 

１．感染症拡大の防止 102,056千円 

２．雇用の維持と事業の継続 70,536千円 

３．経済活動の回復 45,390千円 

４．強靭な経済構造の構築・ 

地域未来構想やデジタル化関係等 
229,363千円 

合  計 447,345千円 

【充当財源】 

 ・新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金     424,244千円 

 ・各省庁 補助金                      10,024千円 

 ・北海道補助金                       7,000千円 
 

 

【留意事項】 

・総事業費については、第３次新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金事業計画書の提出時（令

和３年２月時点）の金額 

 ・課名は、令和２年度時点 

 

  



（単位：千円） 

１．感染症拡大の防止 

№ 事業名 事業概要 総事業費 備考 

１ 

公共施設等の安全・安心確

保事業 

[総務課・地域推進課] 

 町内公共施設、社会福祉施設、学校
関連施設など社会生活維持のために必
要な施設において、町・指定管理者が
行う感染症対策(マスク・消毒液・飛沫
感染防止板の整備等)・検温体制等の強
化に加え、密室・密接防止に必要とな
る施設改修や費用の一部を負担する。 

10,449千円  

２ 

感染拡大防止個別旅客等運

送緊急対策事業 

[地域推進課] 

 公共交通の利用時の混乗や密集軽減

として、ハイヤーを利用する運送事業

に係る費用を補助する。 
3,370千円  

3 

・ 

38 

医療機関及び社会福祉施設

感染症拡大防止対策事業 

[健康福祉課] 

 感染拡大及び事業継続のため、町内

の医療機関及び社会福祉施設へ一律

30万円の支援金を支給する。 

 ・30万円×15施設×２回 

9,000千円  

８ 
緊急対応感染症予防対策事

業[総務課] 

 感染症予防対策の緊急対応として、

マスク・消毒液を購入する。 343千円  

９ 
図書館パワーアップ等事業 

[教育委員会] 

 感染拡大防止と新しい生活様式への

対応として、インターネットによる町

内図書館の図書予約システムの構築

や、貸出し書籍の除菌装置等の購入を

行う。 

759千円  

13 

・ 

36 

役場庁舎等の安全・安心確

保事業 

[総務課] 

 役場庁舎など、コロナ対策の本部

機能・拠点となる施設において、感染

症対策の強化を行うとともに、新し

い生活様式への対応に向けて、役場

庁舎における WEB 会議やリモート環

境による職員研修や相談業務を行え

るよう、必要な環境整備を行う。 

9,635千円  

15 

安平町職員庶務管理システ

ム導入事業 

[総務課] 

 職員の出退勤状況を把握し、円滑な

業務推進を図るとともに、庁内の紙媒

体による庶務管理手続きの電子化と人

との接触を減らし、感染リスクを抑制

する。 

10,098千円 繰越 

24 

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） 

[教育委員会] 

＊文部科学省補助メニュー 

 学校におけるコロナ感染拡大防止の

ために必要となるマスク等の購入を行

う。 

 ・マスク、手袋、消毒液等 

176千円  

33 

選挙に係る感染拡大防止対

策 

[総務課] 

 各投票所や開票所など、選挙時にお

ける感染症対策、３密回避の徹底を図

るための選挙事務消耗品、選挙備品等

を整備する。 

 

12,825千円  



34 
消防救急感染症対策事業 

 [総務課] 

 様々な感染症患者からの２次感染を

防ぐこと、そして搬送する救急隊員の

負担軽減を目的として、消防組合が購

入する機材整備の経費を負担する。 

 ・感染症防止衣、密閉式カプセル 

5,500千円  

37 
感染症対策用品整備事業 

 [健康福祉課] 

 社会福祉施設など、町内での感染症

拡大に備え、感染対策用品を整備する。 

・防護服セット、フェイスシールド等 
989千円  

42 
高齢者一般介護予防事業 

 [健康福祉課] 

 高齢者一般介護予防教室をはじめと

する高齢者を対象とする事業実施時の

感染症対策や検温体制の強化を行う。 

・サーマルカメラ購入 

304千円  

43 

ぬくもりセンター等の感染

症対策 

 [住民サービス課] 

 ぬくもりセンターにおける感染症対

策の強化を行うため出入口のドアを手

動ドアから自動ドアへ改修する。 
1,330千円  

48 

道の駅新型コロナ感染症対

策事業 

[地域推進課] 

 不特定多数が来訪する道の駅におい

て、来訪者・スタッフ等の感染予防を

徹底するための物品等を整備する。 
2,478千円 繰越 

49 

感染症対応等の学校教育活

動継続支援事業 

[教育委員会] 

＊文部科学省補助メニュー 

 学校における感染症対策を徹底し、

児童・生徒の学びの保障を確保するた

めの物品整備や設備改修を行う。 
4,800千円 繰越 

50 

感染症対応の診療所建設支

援事業 

[健康福祉課] 

 民間医療機関において建設整備する

「感染症対応の診療所（感染症に順応

する隔離個別診療エリア）」に係る経費

の一部を補助し、感染症に対応した医

療提供体制の構築を図る。 

30,000千円 繰越 

 小 計 ①  102,056千円  

 

 

  



２．雇用の維持と事業の継続 

№ 事業名 事業概要 総事業費 備考 

２ 

感染拡大防止個別旅客等運

送緊急対策事業【再掲】 

[地域推進課] 

 公共交通の利用時の混乗や密集軽減

として、ハイヤーを利用する運送事業

に係る費用を補助する。 

【再掲】 

「1．感染症拡大

の防止」に掲載 

 

４ 
飲食事業者等支援事業 

[産業経済課] 

 北海道の休業要請・協力依頼対象施

設を営む法人・個人事業者等のうち、

北海道からの支給額が 30 万円を満た

ない事業者を対象に、10万円の上乗せ

をするとともに、北海道の支援金対象

外の酒類の提供がない飲食店等へ 10

万円の独自支援を行う。 

3,700千円  

５ 

経済対策商工事業者等支援

事業 

[産業経済課] 

 町内に事業所を有する全事業者に一

律 10万円を支給するとともに、宿泊事

業者へ上乗せ支援する。 
23,056千円  

10 

経済対策飲食店応援商品券

事業 

[産業経済課] 

 町内飲食店の雇用維持及び事業継続

を目指し、商工会が実施する飲食店利用

を促すためのプレミアム商品券の発行

支援を行う。 

1,957千円  

12 

エリア放送を活用した芸能

活動継続支援事業 

[総務課] 

 地域で活動している町ゆかりの歌

手・演奏者等の映像・動画の制作委託

をし、町内の通信媒体エリア放送で放

映しながら芸能活動継続支援を行う。 

1,100千円  

14 
安平町職員採用事業 

[総務課] 

 コロナを契機に地方で働くことや離

職・転職を考えている人も想定し、安

平町職員の募集周知を幅広く行うた

め、民間求人サイトを活用した募集周

知及び採用支援を行い、アフターコロ

ナに向けた新規採用者の確保を図る。 

681千円  

19 

医療・社会福祉・児童福祉に

係る新型コロナウィルス感

染症対応従事者慰労金交付

事業 

 [健康福祉課・教育委員会] 

 コロナウィルスの感染リスクなど、

心身に負担を抱えながらも事業を継続

している医療機関・社会福祉施設・児

童福祉施設の従事者に対し、１人１万

円の慰労金を支給する。 

 

4,330千円  

20 

・ 

39 

地域医療体制確保支援事業 

[健康福祉課] 

 それぞれの機能や規模に応じた地域

における役割分担の下、必要な医療を

継続して提供できる診療体制の確保を

行うための支援金を支給する。 

 

・病院  1,000千円×１施設 

・診療所（医科）500千円×１施設 

・診療所（歯科）300千円×４施設 

5,400千円  



25 

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・学習保障に係る支

援事業） 

[教育委員会] 

＊文部科学省補助メニュー 

 学校再開に伴う感染症対策・学習保

障に係る消耗品や備品購入を行うとと

もに、３密解消のための修学旅行経費

（バスやホテルにおける３密解消）の

支援を行う。 

12,047千円  

35 

木材ベンチ購入事業 

[産業経済課] 

 

 新型コロナウィルスの影響により、

製材需要の落ち込みを回復するため、

胆振東部の地元木材を活用したベンチ

を購入し、公共施設への設置により利

用促進を図る。 

687千円  

46 

指定管理施設 維持管理事

業 

[地域推進課・教育委員会] 

 

 休館中の対応や感染症対策に配慮し

た円滑な管理を行う観点から、指定管

理者制度を導入している公共施設の運

営管理維持に係る経費に充てる。 

 ・道の駅、スポーツセンター 

12,178千円  

47 

訪問介護事業 持続・継続

事業 

[住民サービス課] 

 

 コロナ等の影響により撤退する事業

所の事務所建物を町が取得し、事業を

継続する別法人へ貸付を行い、切れ目

ない訪問介護事業の継続と雇用維持を

図る。 

5,000千円  

52 

安平町デマンドバス運行に

係る支援事業 

 [地域推進課] 

 

 コロナウィルスの影響による利用者

数の減少や感染症対策に配慮した円滑

な運行を行う観点から、適正なデマン

ドバス運行に係る経費に充てる。 

400千円  

 小 計 ②  70,536千円  

 

 

 

 

 

  



３．経済活動の回復 

№ 事業名 事業概要 総事業費 備考 

６ 

道の駅を拠点とした関係・

交流人口の回復に向けたプ

ロモーション事業 

[地域推進課] 

 道の駅を拠点とした地域観光動画コ

ンテンツの製作やネットショップサイ

トの構築など、複合プロモーションの

実施により、感染症収束後の地域活性

化・経済活動の回復を目指す。 

6,491千円 一部繰越 

７ 

経済対策消費拡大地域活性

化事業（プレミアム商品券

事業） 

 [産業経済課] 

 外出自粛等により落ち込んだ消費活

動の回復を目指し、商工会が実施する

プレミアム商品券の発行支援を行う。 

 プレミアム率 30％×7,000 セット 

22,500千円  

11 

経済対策飲食店インターネ

ット販売促進応援事業 

 [産業経済課] 

 町内飲食店の雇用維持及び事業継続

を目指し、インターネットを活用した

飲食店の利用促進を促すための取組み

を支援する。 

410千円  

16 

ふるさとあびら学生応援事

業 

[政策推進課] 

 休校や帰省自粛等の対応に追われて

いる町外で就学している学生に向けて

特産品を送り、生活を応援する。 

・特産品経費等 計 76件 

472千円  

17 

移住定住プロモーション戦

略事業 

[政策推進課] 

 リモートワークやワーケーションな

ど遠隔地における就業の需要と新しい

生活様式の対応に向け、移住定住プロ

モーションを実施する。 

・ニーズ調査、Webコンテンツ制作 

605千円  

18 
アサヒメロン販売促進事業 

[産業経済課] 

 需要が落ち込み価格が低迷している

特産品「アサヒメロン」の販売促進活

動を支援することで需要を喚起し価格

の回復に努める。 

・販売促進経費に対する補助経費 

665千円  

21 

鉄道等利用促進活動助成事

業 

[地域推進課] 

 アフターコロナに向けて、日本遺産

「炭鉄港」や民族象徴空間ウポポイの

などと連携した町民自主企画による鉄

道等の利用促進活動に係る経費を助成

する。 

・利用促進を行う団体助成金 

・モデルコース作成等委託 

934千円  

23 

公衆浴場を活用したコロナ

後の町民の健康支援事業 

[住民サービス課] 

 外出自粛による体力や筋力低下等を

危惧することから、高齢者をはじめと

した地域住民を対象としたサロン等を

開催し、体力回復と健康増進を図る。 

・インボディ測定機器購入等 

1,660千円  

40 

年末年始に係る飲食事業者

等支援事業 

[産業経済課] 

 年末年始の外出自粛や忘年会新年会

の開催自粛を踏まえて、経営に大きな

負担を受けている飲食事業者と宿泊事

業者へ、経営基盤の安定のため支援金

を支給する。 

10,800千円  

41 
飲食事業者換気対策事業 

[産業経済課] 

 飲食店での換気対策として、二酸化

炭素濃度測定器を配備し、こまめな換

気を心掛け感染防止を図る。 

412千円  



45 

公衆浴場を活用した健康増

進・経済活動回復事業 

[住民サービス課] 

 コロナ渦による運動不足解消をはじ

め、アフターコロナ後の町内の回遊交

流や経済活動回復に向けて、公衆浴場

をメインとしてランニングやサイクル

ステーション化に必要となる備品や設

備を整備する。 

441千円  

 小 計 ③  45,390千円  

 

 

４．強靭な経済構造の構築・地域未来構想やデジタル化関係等 

№ 事業名 事業概要 総事業費 備考 

26 

GIGA スクール端末整備事業

（公立学校情報機器購入事

業） 

[教育委員会] 

 国が進める GIGA スクール構想の実

現のために必要となる学習環境の構築

を行う。 

・端末の購入、無線 LAN 環境の拡張構

築、端末保管庫の購入等 

2,948千円  

27 

GIGAスクール ICT 環境整備

事業 

[教育委員会] 

 国が進める GIGA スクール構想の実

現のために必要となる学習環境の構

築、ICT環境の整備を行う。 

12,375千円  

28 

公立学校情報機器整備費補

助金（GIGA スクールサポー

ター配置支援事業） 

[教育委員会] 

＊文部科学省補助メニュー 

 学校 ICT 化を進めていくため、専門

的知識を有した人材による教育現場へ

の GIGA スクール構想実現に必要な機

器、仕組みの円滑な導入を行う。 

3,080千円  

30 

・ 

31 

無線システム普及支援事業

費補助金（高度無線環境整

備推進事業） 

[総務課] 

 

＊総務省補助メニュー 

 民設民営の一部自治体負担方式によ

る町内情報通信基盤の整備を行うもの

であり、整備を行う民間事業者に対し

て、事業費の一部を負担する経費に充

てる。 

＊総事業費は、町の負担額を記載 

190,074千円 繰越 

44 

高齢者施設のオンライン相

談支援機器整備事業 

 [住民サービス課] 

 新しい生活様式の対応に向け、高齢

者施設や介護事業所間での各種相談業

務をリモートで行う環境を整備する。 

928千円  

51 

チャレンジショップ整備事業 

[産業経済課] 

 

 外出自粛等により落ち込んだ消費活

動の回復と、コロナ後を見据えた地域

経済の活性化を目指し、トレーラーハ

ウスを活用したチャレンジショップを

整備する。 

19,958千円 繰越 

 小 計 ④  229,363千円  

 

 合 計（①＋②＋③＋④）  447,345千円  

 


