
○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」を充てた事業とその効果・検証 〔単位：千円〕

No 交付金事業の名称

事業内容事業の概要

①目的・効果、②交付金を充当する経費内容

③積算根拠、④事業の対象

事業始期 事業終期 支出済額
交付金充

当額
効果・検証 担当課

1 緊急つなぎ給付金事業

①②2020年2～4月いずれかの月で売上が前年同月比30％以上減少がある飲

食店への支援に係る経費

③一律20万円

・従業員1名につき10万円増額

・最大50万円

・申請数：125件（154件中。81.1％）、支援経費：43,666,000円

・事務費：4,572,910円（需用費、役務費、人件費等）

④伊達商工会議所

令和2年4月 令和2年10月 48,239 48,230
つなぎ資金の給付により、政府等から支援策が施行されるまでの

間、市内飲食店の経営を支援することができた。
商工観光課

2
テイクアウト・デリバリー

支援事業

①飲食店の広告宣伝、利用者拡大のためのハイタク業者配達支援、児童・生

徒への飲食券給付に係る経費

②③広告宣伝3,400,793円、ハイタク配送支援107,050円、

　児童・生徒飲食券6,993,554円

④伊達商工会議所

令和2年4月 令和3年3月 10,501 10,500
テイクアウトの浸透に寄与したとともに、市内の飲食店のPRや売

上向上が図られた。
商工観光課

3 持続化給付金事業

①②経営に影響を受けた中小事業者等に対して国の「持続化給付金」の対象

とならない事業者の事業継続を下支えするための支援金を給付する。

③【売上減少率】

・30％以上40％未満：30万円上限　対象数：34事業者

　　　　　　　　　　 支援経費：9,954,000円

・40％以上50％未満：50万円上限　対象数：29事業者

　　　　　　　　　　 支援経費：13,806,000円

　　　　　　　　　　　　　　計：23,760,000円

・事務費：1,196,701円（需用費、役務費、人件費）

④伊達商工会議所

令和2年6月 令和2年11月 24,957 24,950
国の持続化給付金の対象とならない事業者の事業継続の下支えに資

することができた。
商工観光課

4 地元宿泊支援事業

①②宿泊客数の落ち込みにより影響を受けた宿泊事業者を支援するため、宿

泊者へ配布する市内飲食店で利用できる飲食券に係る経費及び市民が市内の

宿泊施設に宿泊する際の宿泊費一部助成に係る経費を助成する。

③【飲食券交付】

　　登録件数：58件、換金件数：138件、換金枚数：2,074枚、換金金額：

2,074,000円

　【宿泊費助成】

　　5千円/件の助成　助成件数：3,563件、助成額：17,815,000円

　【事務費】

　　1,976,201円（需用費、役務費、委託料）

④伊達商工会議所

令和2年10月 令和3年3月 21,865 21,000
感染症の影響により、落ち込んでいる市内のホテルや飲食店の利用

を後押しし、事業継続を支えることができた。
商工観光課
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5 プレミアム付き商品券事業

①購入額にプレミアム分を上乗せした市独自の商品券を発行し、地域経済再

生のきっかけを創出する。

②7,500円の商品券を5千円で販売し、その差額（プレミアム分）及び事業執

行に係る事務費（商品券の販売、換金、印刷等）を交付対象経費とする。な

お、プレミアム率の10％は北海道からの補助金

③商品券発行額：226,912,500円、うち換金額：226,386,500円、販売額：

151,275,000円

　　プレミアム補助：75,462,166円

　【事務費】

　　28,836,520円(需用費、役務費、人

令和2年7月 令和3年3月 104,299 89,200
外出自粛により冷え込んだ消費を回復させる糧となり、市内事業者

の事業継続を支えることができた。
商工観光課

6 緊急対応型雇用創出事業

①小中学校の清掃・消毒作業に従事する会計年度任用職員の雇用に係る経費

②③会計年度職員雇用分

　　報酬：5,554,080円、手当：372,574円、共済費：864,821円、旅費：

57,710円

④市

令和2年9月 令和3年3月 6,849 5,720

感染症の影響により収入が減った者を、市役所の会計年度任用職員

（臨時職員）として受け入れることで、働き先と所得の確保が図ら

れたと同時に、円滑に小中学校の衛生対策を実施することができ

た。

職員法制課

7
臨時コールセンター運営管

理費

・臨時コールセンターを開設するための委託経費（３か月間）

・委託料2,541,000円

・委託先：株式会社伊達観光物産公社

・契約期間：R2.5.1～R2.7.31（３か月間）

・相談件数：5月　24件、6月　6件、7月　12件　　計　42件

令和2年5月 令和2年7月 2,541 2,530
5月に24件、6月に6件、7月に12件の問い合わせを受け、市民から

の相談に円滑に対応することができた。
総務課

8 衛生用品購入費

①－

②－

③職員の感染防止のため、通常業務や各種検診等で使用するマスク、消毒

液、体温計購入　（約500名分を確保）

④－

令和2年4月 令和3年3月 4,458 3,312
市の施設（保育所、学校、児童クラブ等）の利用者や職員の感染予

防対策を図ることができた。
職員法制課

9
地域公共交通事業継続支援

事業

①地域公共交通事業者の事業継続支援と、３密を回避した移動手段の確保を

目的。

②地域拠点住民へのタクシーチケットの配付等に係る経費。対象者は市街地

から離れた所に居住する高齢者等。

③1.5万円×６月×150人＝1,350万円　伊達ハイヤー、光星タクシー補助

金：2,227,850円

④市街地から離れた所に居住する高齢者等

令和2年10月 令和3年2月 2,228 2,220

タクシーの利用を促すことで、市民同士の接触の低減を図ることが

できたことと併せ、地元の公共交通を担う事業者の支援にもつなげ

ることができた。

企画財政課
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10
伊達市上下水道会計繰出・

補助

①上下水道の基本料金を減免し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて

いる市民や事業者の負担軽減を図る。

②伊達市水道事業会計、伊達市簡易水道事業会計、伊達市公共下水道事業会

計に繰り出し、一般世帯及び事業所等の水道・下水道３か月分の基本料金を

交付対象経費とする。

③下水道　891千円、水道1,421千円（簡水含む）

市民3件、事業者381件分

④伊達市水道事業会計

　　　　　　　　　　市民2件　 事業者193件　 1,257,540円

　 伊達市簡易水道事業会計

　　　　　　　　　　事業者14件　 163,410円

　 伊達市公共下水道事業会計

　　　　　　　　　　市民1件　 事業者174件　 890,800円

令和3年1月 令和3年1月 2,312 2,300

感染症の影響を受けた市民や事業者の上下水道負担を軽減すること

で、持続的、継続的な市民生活の確保、事業経営につなげることが

できた。

企画財政課

11
農業情報共有システム整備

事業補助金

①新型コロナウイルス感染症対策のための取組の強化及び緊急時における連

絡体制の構築を目的にスマートフォンを活用した情報共有システムの構築

②③システム構築費用880千円　システム使用料440千円（R2.10～R3.3の6

か月分）

補助率3/4　1,140,000円×3/4＝858,000円

④伊達市農業協同組合

令和2年7月 令和2年12月 858 850

スマートフォンを活用したシステムを導入したことで、農業者や農

協、行政等の関係機関との連絡体制が強化されたとともに、顔を合

わせた打合せ等を一部システム上のやり取りで行うことで、感染症

対策につなげることができた。

農務課

12
新生児臨時特別定額給付金

給付事業

①国の特別定額給付金の支給対象者となっていない新生児に支給。

②③令和２年４月28日から令和３年３月31日までに生まれ、出生により伊達

市に住民登録された者。　給付額１人につき100,000円×147人

　（R3.3月中に支出負担行為済分までを充当対象としている）

④令和２年４月28日から令和３年３月31日までに生まれた新生児の保護者

令和2年7月 令和3年3月 14,700 14,000

国の特別定額給付金基準日の翌日以降に生まれた新生児に対し、国

と同水準の支援を行うことで、感染症対策をしながら将来を担う子

どもの世話を行う世帯の支援を図ることができた。

社会福祉課

13 学校臨時休業対策費補助金

①学校が臨時休業となったことによる牛乳、パン及び麺の委託加工業者の現

状を鑑み、学校給食の安定的な供給をはかるために実施する。

②③

イ　学校臨時休業対策費補助金の地方負担分に充当

ロ　令和元年度小中学校及び義務教育学校休業に伴う児童生徒分

パン　小学生＠37.26×55食+中学生＠43.74×374＝18,407円

麺（ラーメン）小学生＠53.43×1,511食+中学生＠55.13×536食＝110,283

円　(スパゲティ）小学生＠56.89×1,507食+中学生＠58.27×536＝116,966

円　計227,249円

牛乳　小学生＠17.44×22,750本+中学生＠17.44×8,677本＝548,086円

廃棄した食材　小学生4,522食分（2/27～3/2までの3日分）362,036円+中学

生2,520食分（2/27～3/2までの3日分）249,477円＝611,513円　　合計

1,405,255円

その他分は、特別交付税措置対象一般財源153千円

④牛乳、パン及び麺の委託加工業者

令和2年5月 令和2年7月 199 190

学校給食用の食材を納入している業者を支援することで、継続的な

事業経営が可能となり、安定的な学校給食の供給につなげることが

できた。

食育センター
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14 学校給食安定供給補助金

①学校が臨時休業となったことによる牛乳、パン及び麺の委託加工業者の現

状を鑑み、学校給食の安定的な供給をはかるために実施する。

②③令和元年度小中学校及び義務教育学校休業に伴う児童生徒以外の教職員

等分

パン　小学校＠37.26×60食+中学校＠43.74×80食＝5,734円

麺（ラーメン）小学校＠53.43×230食+中学校＠55.13×104食＝18,021円

(スパゲティ）小学校＠56.89×230食+中学校＠58.27×104＝19,144円

牛乳　小学校＠17.44×3,574本+中学校＠17.44×1,495本＝88,402円　合計

131,301円

④牛乳、パン及び麺の委託加工業者

令和2年5月 令和2年7月 131 130

学校給食用の食材を納入している業者を支援することで、継続的な

事業経営が可能となり、安定的な学校給食の供給につなげることが

できた。

食育センター

15 学校給食安定供給補助金

①学校が臨時休業となったことによる牛乳、パン及び麺の委託加工業者の現

状を鑑み、学校給食の安定的な供給をはかるために実施する。

②③令和２年度小中学校及び義務教育学校休業に伴う児童生徒及び教職員等

分

パン　5,176食×37.26円+2,530食×43.74円+5,177食×49.53円+2,917食×

50.25円＝706,514円

めん　1,719食×60.88円+966食×63.01円+3,457食×65.53円+1,951食×

67.23円+1,719食×60.47円+966食×63.05円＝688,074円

牛乳68,879本×17.76円=1,223,291円

合計2,617,879円≒2,618千円

2,618千円-185千円（構成町負担金）＝2,433千円

④牛乳、パン及び麺の委託加工業者

令和2年7月 令和3年3月 2,618 2,200

学校給食用の食材を納入している業者を支援することで、継続的な

事業経営が可能となり、安定的な学校給食の供給につなげることが

できた。

食育センター

16
新型コロナウイルス感染拡

大防止事業

①感染症予防のための資材を配布し、感染及び感染拡大への予防を徹底す

る。

②マスク、消毒液等の購入を対象経費とする。

③児童生徒及び教職員等約2600名分（単独事業分）

　　　マスク、消毒液等の購入　1,467,262円

　上記のうち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）に係る補助対象経費（773千円）を除く。

④市内小学校8校及び中学校３校、義務教育学校１校

令和2年10月 令和3年3月 1,467 1,320
市内小中学校にマスクや消毒液等の感染対策消耗品を用意すること

で、予防を図ることができた。
学校教育課
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17
修学旅行及び宿泊研修支援

経費

①宿泊学習や修学旅行を実施するにあたり、3密を回避するための貸切バス

の増便や1室に泊まる人数を制限するための宿泊経費が増額となるため、保

護者負担を軽減する。また、中学生の就学旅行については、道外であること

から、生徒及び教職員が新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合等

も含めて、速やかに対応するため、随行旅費も併せて計上する。

②③宿泊学習及び修学旅行を行う市立学校の貸切バス、宿泊費を補助及び市

教委随行旅費（2名分）

・就学旅行

　バス増便・大型へ変更費用：2,630,000円

・宿泊研修

　児童・生徒523名×補助上限額8,000円/人＝4,184,000円

・随行旅費（2名分×2回）

　旅費、燃料代、レンタカー代　385,780円

④伊達市ＰＴＡ連合会

令和2年9月 令和3年3月 7,184 7,100

貸切バスの増便や１部屋当たりの宿泊者数を減らすことで密を回避

することができた。また、道外の修学旅行へ随行することで、生徒

等の感染が疑われるような体調不良時にも速やかに対応することが

可能となり、円滑に宿泊学習や修学旅行を実施することができた。

指導室

18 農業経営継続事業補助金

①新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済対策として、経営の継続

及び強化を図る農業者を支援する伊達市農業協同組合に対し、事業費の一部

を補助

②③スマート農業用機械装置等導入経費…補助率2/3、上限800千円、

20,446,584円

有害鳥獣対策経費…補助率1/2、上限額300千円、9,795,094円

④伊達市農業協同組合

令和2年9月 令和3年3月 30,242 30,240
有害鳥獣対策及びスマート農業に係る経費の一部を助成すること

で、農業経営の基盤強化が図られた。
農務課

19 漁業振興対策事業補助金

①新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済対策として、水産物の消

費拡大を図るために販売促進事業（直売会等）を行ういぶり噴火湾漁業協同

組合に対し、事業費を補助

②③養殖ホタテ貝（2年貝）購入経費及び会場運営費、事務費等から販売収

入額を除いた額を補助　補助率10/10　上限額30,000千円　２回開催

④いぶり噴火湾漁業協同組合

令和2年10月 令和3年3月 18,676 18,670
市内で水揚げされた養殖ホタテの直売会を実施することで、感染症

の影響を受けている市内漁業者の所得の確保を図ることができた。
水産林務課

20
社会教育施設管理運営体制

持続化事業

①指定管理者制度により運営する市の社会教育施設の経営が休業による収入

減や感染対策経費の増等により厳しいことから、財政的支援を行い、指定管

理者の経営安定と施設の持続的な管理運営体制維持を目指す。

②休業協力や感性症対策に対する支援金

③施設規模等に応じた基準額×対象施設

12,000千円×１施設、3,000千円×１施設、2,000千円×１施設、1,000千円

×３施設

④指定管理者（伊達市体育協会及び道南スコーレ共同事業体、有珠振興会）

　→総合体育館、武道館、館山野球場、関内パークゴルフ場、アルトリパー

クゴルフ場、まなびの里パークゴルフ場

令和2年12月 令和3年3月 20,000 20,000

本市の社会教育施設を指定管理する業者に対し、休館等による利用

者低迷と感染症対策費として委託費を上げ、経営の安定化を図っ

た。

生涯学習課
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21
GIGAスクール構想への支援

事業（３人に１台購入分）
令和2年7月 令和3年3月 113,240 31,530

1人1台のタブレット型PCを導入することで、リモート授業が可能

となり、感染症対策を円滑に進めることができた。
学校教育課

22
バスロケーションシステム

導入支援事業

①「バス停における３密防止及び利用者の待ち時間短縮対策」、「新たなシ

ステムの導入による管理の効率化及び効果的な配車体制の構築」を目的と

し、市内を運行する路線バス事業者に対し支援を行い、ウィズコロナ時代に

適応した公共交通の整備を目的とする。

②バスロケーションシステムの導入経費

バス事業者がウェブ上で路線バスの運行状況、遅延状況を把握出来るほか、

利用者も利用する路線バスの車両位置、運賃検索を確認できる。

③事業費 5,070千円（326台導入）

【内訳】

　システム構築・整備に係る経費　　　　　　　　2,030,000円

　ハードウェア（車載器等）整備に係る経費　　3,040,707円　　計

5,070,707円

④道南バス株式会社

※本事業は、胆振管内４市（登別市、室蘭市、苫小牧市、伊達市）で連携し

て事業を実施する。

令和2年12月 令和3年3月 5,071 5,070

バスロケーションシステムを導入することで、バス停での密回避に

よる衛生対策が図られたことに加え、効率的な配車体制の構築のた

めの足がかりとなっている。

企画財政課

23

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）

（感染症対策のためのマスク等購入支援事業）

①市立学校に通う児童・生徒が感染症対策のためのマスク等購入支援事業

②③市立学校全児童・生徒数に感染症対策のためマスク等を購入する経費を

対象とする。全児童・生徒2,275名分

　マスク＠3,400円×100箱（50枚/1箱）×1.10＝374,000円

　　　　　＠2,300円×100箱（50枚/1箱）×1.10＝253,000円

　　　　　＠3,200円×100箱（50枚/1箱）×1.10＝352,000円　　計

979,000円

④市

令和2年4月 令和2年5月 979 387
市内小中学校にマスクを用意することで、感染症対策を行うことが

できた。
学校教育課

24
新型コロナウイルス感染拡

大防止事業

①新型コロナウイルスの影響をきっかけに、オンラインによる会議や打ち合

わせが行われるようになり、今後はWeb会議が主流となることが想定される

ことから、執務スペースを施工型パーテーションで仕切り、換気性のある少

人数用Web会議スペースを複数増設し対応にあたる。また、庁舎内における

感染拡大防止対策として、飛沫防止パーテーションを購入し、窓口業務での

感染リスクの軽減につなげる。

②間仕切壁設置工事費及び飛沫防止パーテーション購入費

③・本庁舎２階小会議スペース仕切壁設置工事　1,728,000円

・飛沫防止パーテーション購入　166枚　1,925,000円　　計 3,663,000円

④市

令和2年12月 令和3年3月 3,663 3,660

市民と職員との間の飛沫感染のリスクを低減することができたこと

に加え、WEB会議室スペースを設けることで、オンラインの会議を

円滑に行うことができ、感染症対策に資することができた。

総務課
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25 指定避難所感染症対策事業

①指定避難所の感染症対策に万全を期するため必要な物資を購入する。

②テント、エアマット、マンホールトイレ、サーマルカメラ（体温計）

③・屋内用テント：300張、屋外用テント：20張、エアマット：320セッ

ト、

　マンホールトイレセット（テントM付）：5セット、

　マンホールトイレ用パーソナルテントLサイズ：1張　　9,820,800円

・ハンディタイプサーマルカメラセット：12セット

　ターレット型サーマルカメラ・システム：2基　　1,466,850円

・ハンディタイプサーマルカメラセット：20セット

　ターレット型サーマルカメラ・システム：5基　　2,864,400円　　計

14,152,050円

④市

令和3年2月 令和3年2月 14,152 14,150 避難所の感染対策の充実が図られた。 総務課

26

ＧＩＧＡスクール構想への

支援事業（タブレット設定

費）

令和2年12月 令和3年3月 7,095 7,090
1人1台のタブレット型PCを導入することで、リモート授業が可能

となり、感染症対策を円滑に進めることができた。
学校教育課

27 施設管理システム導入事業

①感染症対策に万全を期するため、職員と利用者間の接触機会を軽減するた

め施設予約システムを導入する。

②③施設予約システム構築及びデータ設定に係る費用1,980,000円。

④市

令和2年11月 令和3年3月 1,980 1,980
予約システムを導入することで、職員と利用者の接触機会を低減

し、感染症対策を円滑に進めることができた。
総務課

31
プレミアム付き商品券事業

（２回目）

①地元事業者の経営支援及び地域経済活性化を目的とするため、購入額にプ

レミアム分を上乗せした市独自の商品券を発行し、地域経済再生のきっかけ

を創出する。

②10,000円の商品券を5,000円で販売し、その差額（プレミアム分）及び事

業執行に係る事務費（商品券の販売、換金、印刷等）を交付対象経費とす

る。なお、プレミアム率の10％は北海道からの補助金

③商品券発行冊数46,298冊、換金額：461,664,000円、販売額：231,490,000

円

　　プレミアム補助：230,832,000円

　【事務費】

　　43,323,121円（需用費、役務費、人件費等）

④伊達商工会議所

令和2年10月 令和3年3月 274,155 240,910
外出自粛により冷え込んだ消費を回復させる糧となり、市内事業者

の事業継続を支えることができた。
商工観光課

32 観光物産館衛生対策費

①指定管理者制度により運営する伊達市観光物産館において、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大防止対策として買い物かごとカートの消毒作業を実

施する。

②感性症対策（消毒作業）に対する委託料

③委託料　803,000円

④伊達観光物産公社

令和3年1月 令和3年3月 803 800

道の駅で道内有数の集客数を誇る伊達市観光物産館内の消毒作業等

の衛生管理を徹底することで、感染症対策を円滑に進めることがで

きた。

商工観光課
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33

ＧＩＧＡスクール構想への

支援事業（公立学校情報通

信ネットワーク環境施設整

備事業単独分）

①休校時の学びの保障のため、文部科学省のGIGAスクール構想の前倒しの

方針に沿って、学習用端末一人一台環境に応じた校内外ネットワーク環境の

整備を行う。（単独事業分）

②

・校内ネットワーク環境の整備として無線ネットワークやタブレットＰＣの

充電保管庫の整備工事に係る費用。

・校外ネットワーク環境のクラウド型運用基盤システム（メール、資産管

理、グループウェア等）の構築に係る費用。

③・単独事業分：43,345千円

　　・委託料（環境整備、実施設計）：15,081,000円

　　・工事請負費（環境整備工事）：97,350,000円

④市内小学校８校及び中学校３校、義務教育学校１校

令和2年6月 令和3年3月 122,540 37,754
1人1台のタブレット型PCを導入にあたり、リモート授業を行うた

めの環境整備を円滑に行うことができた。
学校教育課

35

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

援事業に限る)

(学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業）

①学校再開に伴い、児童及び生徒の学びの保障を目的とした感染防止対策、

学習支援のため、それに係る消耗品や備品購入等を行う。

②

・感染防止対策として、衛生用品等の購入に係る費用。

・学習支援として、高校受験を控えインターネット環境がない中学３年生を

対象に、スマートフォンを貸与し自宅でインターネットを利用した学習環境

を構築するためにかかる費用及び休校時等における遠隔学習等に活用する教

職員用タブレットＰＣの購入に係る費用。

③

・感染防止対策に係る消耗品一式（マスク、消毒液等）：3,778,881円

・感染防止対策に係る備品一式（体温計等）：16,323,100円

・学習支援に係る教職員用タブレットPC（244台）：10,977,560円【GIGA

スクール分】

④市内小学校８校及び中学校３校、義務教育学校１校

令和2年8月 令和3年3月 32,062 15,514
リモート用タブレット及び衛生用品等の購入より、衛生対策が図ら

れ、円滑に授業等を行うことができた。
学校教育課

36

ＧＩＧＡスクール構想への

支援事業（ソフトウェア導

入費）

①ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けて、児童・生徒及び教職員等が円滑に

端末を活用するため、管理運用を支援するソフトウェアの導入を行う。

②ソフトウェア導入に係る経費

③ソフトウェア導入費　2,517台分　委託費　　6,050,000円

④市内小学校8校及び中学校３校、義務教育学校１校

令和3年3月 令和3年3月 6,050 6,050
リモート用タブレットの運用管理ソフトの設定を行うことにより、

環境整備を円滑に行うことができた。
学校教育課
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