
○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」を活用した事業とその効果・検証について 〔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 経済対策事業補助金

①市内飲食店で使用できる市独自のプレミアム付き飲食券を発行し、飲食店

の活性化を図る

②3千円の飲食券を2千円で販売し、その差額（プレミアム分）及び事業執行

に係る事務費（飲食券の販売、換金、印刷等）を交付対象経費とする。な

お、プレミアム率の20％は北海道からの補助金（Ｒ4.1.31換金分まで対象）

③飲食券発行、プレミアム分として12,632,352円（12,743部）

事務費は需用費、役務費、人件費等で4,845,487円

その他収入はプレミアム飲食券販売収入25,486円、北海道からの補助金

2,526千円

④伊達商工会議所

令和3年5月 令和4年3月 17,478 14,950

・プレミアム付き飲食券の発行部数は12,743セット、発行額

38,229,000円（販売額25,486,000円）、換金額は37,897,056円

（換金率99.1％）となった。

・登録のあった79店舗において換金額相当額の消費喚起による経済

効果があり、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環

境におかれている飲食店の経営基盤の安定化と、地域経済の活性化

が図られた。

商工観光課

2
経済対策事業補助金（飲食

店組合会費助成事業）

①②経営に影響を受けた飲食店に対して、飲食店組合に加入する飲食店の会

費を免除する伊達飲食店組合に対し、免除する会費相当額を助成する。

③【助成額】

・2,500円/月×12月×138店＝4,140,000円

④伊達商工会議所

令和3年4月 令和4年3月 4,140 3,695

・本事業により、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経

営環境におかれている飲食店の負担を軽減したことで、会費を免除

した飲食店138店の経営継続の支援が図られた。

商工観光課

3
経済対策事業（飲食店緊急

支援金給付事業）

①②新型コロナウイルス感染症に伴う外食自粛により経営に影響を受けた飲

食店に対して、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50％未満：20万円上限

・50％以上：30万円上限

・新規開業：一律５万円

・対象数：95店

・支援金：25,050,000円（1店×50千円＋32店×20万円＋62店×30万円）

・事務費：1,109,855円（需用費、役務費、人件費等）

④伊達商工会議所

令和3年4月 令和3年8月 26,160 26,159

・新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年度比で30％以

上減少した飲食店のうち申請のあった95件に対して、総額

25,050,000円の給付を行った。

・新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境におかれ

ている飲食店の経営基盤の安定化と、地域経済の活性化が図られ

た。

商工観光課

4
経済対策事業（中小零細事

業者支援金給付事業）

①②新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小零細事業者に対して、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：一律20万円

・対象数：75事業者

・支援金：15,000,000円（75事業者×200千円）

・事務費：1,149,268円（需用費、役務費、人件費等）

④伊達商工会議所

令和3年6月 令和4年3月 16,149 16,149

・新型コロナウイルス感染症の影響により店舗の営業時間を短縮し

たことに加え、外出自粛に伴う客数の減少により、月の売上が前年

同月で30％以上減少し厳しい経営環境にある市内の中小零細企業75

社に対し、一律20万円の支援金の給付を行った。

・用途について、事業全般に広く使えるものとしたことから、各事

業所が抱える事情に柔軟に対応して活用することができ、事業者の

経営の安定化につなげることができた。

商工観光課

5
経済対策事業（電子商品券

システム構築事業）

①②No.1の経済対策事業（プレミアム付き飲食券発行事業）において、飲食

券の一部を電子商品券とすることにより飲食券の販売や決済を非接触型とす

ることでコロナの感染予防を図るため、電子商品券を発行するためのシステ

ム環境を構築する。

③電子商品券決済用電子スタンプ購入　220,000円

　電子飲食券システム使用料　　　　1,856,525円

④伊達市

令和3年5月 令和4年3月 2,077 2,070

・プレミアム付き飲食券の総発行数12,743セットのうち、1,585

セット（12.4％）が電子飲食券で活用された。

・非接触での決済が可能となり、新型コロナウイルス感染症の感染

リスクの低減を図ることができたとともに、市内飲食店へのDX化

の足がかりとすることができた。

・本システムは、旅先納税での活用を想定したものであることか

ら、引き続き、本市で行っている旅先納税に活用している。

商工観光課
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○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」を活用した事業とその効果・検証について 〔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

6
市職員テレワーク環境構築

事業

①【目的】テレワークに対応したネットワークを機器整備

　【効果】感染拡大時にテレワークを伴う分散勤務を実施することにより感

染リスクを低減させる

②ネットワーク及び機器整備

③・テスト期間に係るMicrosoft365ライセンス料（340ライセンス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  3,848,202円

　・リモートワーク環境導入に伴うシステム初期設定経費　　26,081,000円

　・リモートワーク環境導入に伴う閉域通信基盤構築経費　　  3,791,221円

　・リモートワーク管区用導入に伴うセキュリティ対策経費　18,920,000円

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　52,640,423円

令和3年10月 令和4年3月 52,640 52,640

・テレワーク（リモートワーク）を行う環境が整備されたことによ

り、テレビ通話やチャットが導入され、ファイルデータのクラウド

化に伴い庁舎外であっても職務の遂行が可能となったことから、新

型コロナウイルス感染症の感染拡大時や災害等の有事の際において

も自宅等からリモート勤務が可能となった。

・令和４年度より、管理職を対象としたリモート勤務の実証実験を

行っており、今後の本格活用について検討を重ねている。

総務課

7
庁内ネットワーク無線化事

業

①【目的】庁内ネットワークを無線化し、状況に応じた窓口及び執務室の配

置を行う

　【効果】感染拡大時に感染リスクを最小に抑えた勤務体制を整備可能にす

る

②ネットワーク及び機器整備

③・アクセスポイント整備　　　　　　　　　　　　　　　　20,350,000円

　　　本庁舎15基、第２庁舎８基、大滝総合支所１基、その他外局等４基

　　　計28基を設置

　・庁内ネットワーク無線化に伴う認証基盤の整備経費　　　  5,555,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　25,905,000円

④市

令和3年7月 令和4年3月 25,905 25,905

・主に、窓口業務を担う部署において使用している端末について

は、個人情報を取り扱うため、セキュリティの関係上有線でのネッ

トワークを使用しており、端末の移動が困難であることから、庁内

の新型コロナウイルス感染症の３密対策に支障をきたしていたが、

本事業により無線化されたことから、端末の移動が容易となり、３

密対策として別室での相談業務等が可能となったことから、感染リ

スクの回避とプライバシーの保護等の対策がより一層図られた。

総務課

8 本庁舎１階窓口等改修事業

①本庁舎１階窓口で隔壁の設置や飛沫防止対策を行い、公共空間での感染機

会を削減する。

②・③

ア）飛沫防止対策（窓口低床化）経費

窓口応対時、座ったまま既存のアクリルパーティション越しの応対を可能と

することで、公共空間での感染機会を削減する。

ローカウンター購入・設置費用　　　　　　　　　　　　　　1,659,691円

イ）隔壁設置経費

住民等の執務室内への入室を制限し、隔壁を設置することで公共空間での感

染機会を削減する。

パーティション購入・設置費用　　　　　　　　　　　　　  　647,900円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　2,307,591円

④事業の対象（交付対象者、対象施設等）：伊達市

令和3年10月 令和4年3月 2,308 2,300

・既存のカウンターは起立してやり取りを行うことを前提とした背

の高いものであり、奥行きが短く職員と来庁者との距離が短いこと

から、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高く、なおかつ、

立ちっぱなしとなることから、特にご高齢の来庁者には負担の多い

ものであった。

・背の低いローカウンターを導入することで、奥行きが長くなった

ことから職員と来庁者との十分に距離を置くことが可能となり、感

染リスクの低減が図られたとともに、パーテーションを立てても書

類を広げるのに十分なスペースが確保しつつ、着座にてやり取りが

可能となったことから、来庁者の負担軽減が図られ市民サービスの

向上につなげることができた。

総務課
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9
新成人応援

事業

①②令和３年８月14に開催を予定していた成人式を新型コロナウイルス感染

拡大防止のため中止としたことから、式典に代わりお祝いをするため、新成

人に対し祝金を支給する。

　また、貸衣装等事業者から貸衣装等を取消したことにより費用負担が発生

した成人式の参加対象者及び父母等に対し、その費用の一部を助成し負担軽

減を図る。

③祝金：10,000円×261人＝　　　　　　　　　　　　　　  2,610,000円

　 取消料補助：15人（1人あたり上限30千円）　　　　　　　399,500円

④平成12年４月２日から平成13年４月１日生まれで、本市の住民基本台帳に

記載されている者及び事前に出席する旨を申し出た者

令和3年9月 令和4年1月 3,010 3,007

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のためやむなく成人式を中止

したことから、参加できなかった新成人に対し祝金を支給を行った

ことで、式典に代わるお祝いとすることができた。

・また、成人式用の貸衣装等のキャンセルに伴う費用負担が発生し

た新成人や父母等に対し、その費用の一部を助成することで、負担

軽減が図られた。

生涯学習課

10 オンライン会議用備品購入

①【目的】新型コロナウイルス感染症対策として、非対面でのオンライン会

議開催時に使用する機器を整備する

 【効果】大型ディスプレイを導入することでオンライン会議を行う室内の

ソーシャルディスタンスを確保するとともに、会議に係る設営時間の減を図

ることで感染リスクを低減させる。

②機器整備

③オンライン会議用ディスプレイ（31.5型3台、43型1台、65型1台）

320,980円（税込）

　ディスプレイスタンド　５台　99,550円（税込）

　WEBカメラ　6,050円×５台＝30,250円（税込）

　　　　　　　　　　　　　計　450,780円（税込）

④市

令和3年12月 令和4年1月 451 450

・新型コロナウイルス感染症の影響により、庁内外での顔と顔を合

わせた会議等の実施が困難な状況となったことから、オンライン会

議用のモニターやwebカメラ等の備品を購入し、オンライン会議を

実施できる環境を整備した。

・感染リスクのない中、遠方とのやり取りが可能となり、合わせて

出張の負担軽減、事務の効率化、感染症対策が図られた。

総務課

11 プレミアム付き商品券事業

①新型コロナウイルス感染症の影響により冷え込んだ消費を喚起するため、

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。

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20％は北海道からの補助金（Ｒ4.1.31換金分まで対象）

　・登録店舗数　　　　　 　311店

　・販売冊数　　　　　 　43,141冊

　・換金枚数　　　　 　644,893枚

　・換金率　　　　　　 　　　99.7％

　・換金総額　　　322,446,500円

③商品券発行部数43,141部（2部/人、世帯上限6部）、プレミアム分として

107,853千円（43,141部×2,500円）

　・プレミアム補助経費　　　　　　　　　　　：　107,482,166円

　・事務費　需用費、役務費、人件費等　：　  23,290,580円

　・北海道補助金　：　9,540,966円

④伊達商工会議所

令和3年10月 令和4年3月 130,773 120,000

・昨年度に引き続き、「だてのまち応援券（第３弾）」としてプレ

ミアム付き商品券を実施したところ。

・プレミアム率50％として、発行部数は43,141冊、発行額

323,557,500円（販売額215,705,000円）、換金総額322,446,500円

（換金率99.65％）となった。

・登録のあった311店舗において換金額相当額の消費喚起による経

済効果があり、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営

環境におかれている事業者の経営基盤の安定化と、地域経済の活性

化が図られた。

商工観光課
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12
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休業協力や感染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

6,000,000円×1施設、3,000,000円×2施設、2,000,000円×1施設、1,000,000

円×2施設

④指定管理者

令和3年12月 令和4年3月 16,000 16,000

・新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う休業及び利用者の減によ

り厳しい経営状況に陥っていた指定管理者に対し、施設の規模と施

設数から算出した補助金を交付することで、指定管理者の経営安定

と施設の管理運営体制の保持がなされた、

生涯学習課

13
伊達市タクシー活用実証事

業

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地域公共交通を担う市内のタク

シー業者を支援するとともに、タクシーを活用することで市民同士の接触機

会を低減した移動手段の確保を推進する。

②タクシーチケット交付申請者への助成

③延べ18,724枚×500円＝9,362,000円

　消耗品　15,840円

④郊外（黄金、稀府、有珠地区）に住所を有する75歳以上の世帯

　対象世帯数：1,057世帯　うち申請世帯数：362世帯

令和3年4月 令和4年3月 9,362 8,032

・市内郊外に居住する75歳以上の市民を対象に「だてタクシーチ

ケット」として、延べ18,724枚を交付し、総額9,362,000円分の利

用がなされ、地域の公共交通を担うタクシー会社の支援と合わせ、

公共交通の利用実態の把握及びニーズの検証が図られた。

企画財政課

14 個人番号カード交付等経費

①マイナンバーカードやキャッシュレス決済の普及促進により、各種手続き

を簡略化することで、職員と市民との接触機会の低減を図る。

②カードの普及促進を図るため、ノベルティグッズ（商品券）の配付を行う

が、その費用に国の補助金のほか独自に上乗せを行う。

③商品券2,000円分×2,250人 ＝ 4,500,000円

　うち、国補助金1,000円×2,250人＝　2,250,000円を除く額

　※その他経費内訳

　　・人件費（会計年度任用職員３名）　　　　 　：　6,163,303円

　　・PR用経費（チラシ印刷、新聞折込等）　　 ：  　684,126円

　　・マイナカード裏書印字システムリース料　：　  232,320円

④伊達市内に住所を有する、令和3年7月以降のカード新規交付者

令和3年7月 令和4年3月 4,400 2,000

・マイナンバーカードの普及促進について、国を挙げて取り組んで

いるところであり、当市においても国のマイナポイント政策に加

え、独自に2000円分の商品券を上乗せ交付することで、交付率の向

上を図っているところ。

・交付率については、令和２年度末現在で24.0％であったところ、

令和３年度末現在では40.2％と令和３年度の１年間で16.2％の増加

につながった。

市民課

15 出産お祝い金支給事業

①②新型コロナウイルス感染症の不安を抱えながら妊娠期を過ごした世帯に

対し、次世代を担う子供の誕生を祝うとともに、子育てをする家庭を支援す

るため、出産特別祝金を支給する。

③出生数　141人×10万円＝14,100,000円

④出生時に市内に住民登録した者の父母又は養育者

令和3年4月 令和4年3月 14,100 13,300

・新型コロナウイルス感染症の感染リスクと向き合い、不安を抱き

ながら新生児の保育養育等を行う子育て世帯に対し支援を行うこと

で、コロナ禍における感染症対策等による経済的負担の軽減が図ら

れた。

・出生届の提出時にお祝い金の案内を併せて行うことで、対象者に

対し100％の交付を行うことができた。

子育て支援課
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○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」を活用した事業とその効果・検証について 〔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

16
疾病予防対策事業費等補助

金

（マイナンバー情報連携体制整備事業）

①マイナンバー制度を活用し、健（検）診結果等の電子化した情報を転居時

に市町村間で引き継がれる仕組みや、個人が一元的に確認できる仕組みを構

築することで、速やかに本人の健康状態を把握することができ、新型コロナ

ウイルス感染症罹患時等に迅速な対等が可能となる。

②行動電算システム整備のために必要な経費

③均等割　98,560円、人口割　1,816,554円

　　　計　1,915,114円

④西いぶり広域連合（共同電算）

令和3年11月 令和4年3月 1,915 1,180

・マイナンバーカードを活用することにより、健（検）診結果等が

転居先に引き継がれることから、速やかに当該人の受診履歴等を把

握することが出来るとともに、新型コロナウイルス感染症罹患時に

迅速な対応を行うことが可能となった。

健康推進課

17
公立学校情報機器整備費補

助金

（学校からの遠隔学習機能の強化事業及びGIGAスクールサポーター配置支

援事業に限る）

①文部科学省が提唱する「GIGAスクール構想」に基づき、市内小中学校の

児童生徒に対し１人１台のタブレット端末を整備したところであるが、コロ

ナ対策としてのリモート授業の実施等ICT技術を教職員がスムーズに活用で

きるよう、その支援体制を構築する

②③GIGAスクールサポーター派遣委託料　25,740,000円

④市内小中学校の教職員等

令和3年4月 令和4年3月 25,740 12,870

・コロナ禍におけるリモート授業を実施するに当たり、ＧＩＧＡス

クールサポーター（ＩＣＴ支援員）３名を市内の小中学校に派遣を

行った。

・ＩＣＴ技術の専門家による学校内の環境整備や端末の使用マニュ

アル・ルールづくり等の初期対応を行うことで、リモートであって

も質の高い授業の提供の実現に加え、リモート授業実施により接触

機会の低減にもつなげることができた。

学校教育課
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