
令和２年度　夕張市新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の事業実績及び効果検証

№

補
助
・
単
独

担当課 事業名

事業の概要（①②③④を必ず明記）
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

経済対策との関係
総事業費
（計画）
単位：円

臨時交付金
充当額
（計画）
単位：円

事業始期～
終期

事業実績（数値）
総事業費
（実績）
単位：円

臨時交付金
充当額

（実績）
単位：円

事業の評価・効果検証

1 単
地域振興課
商工観光係

経営持続化応援給
付金

①新型コロナウイルス感染症による事業への影響を受けている事業
者に対し、感染拡大防止に努めつつ事業を継続するための給付金を
支給する。
②事業経費全般
③237事業者×20万円＝47,400千円
※現段階で31,500千円計上していることから、16,000千円追加計上
し、47,500千円とする。
④感染症による影響を受けている事業者

Ⅱ-３．事業継続に困っ
ている中小・小規模事
業者等への支援

47,500,000 47,500,000
R2.6.18～
R3.3.31

初回給付 190件×100,000円＝19,000,000円
追加給付 186件×100,000円＝18,600,000円
飲食店給付39件×100,000円＝3,900,000円

41,500,000 40,255,158
　コロナの影響により売上が減少した市内事業者に給
付することで、事業の継続に寄与した。

2 単
地域振興課
商工観光係

テイクアウト補助事
業

①－
②－
③テイクアウト等への対応に係る経費
　10万円×35店舗
④飲食事業者

Ⅱ-３．事業継続に困っ
ている中小・小規模事
業者等への支援

3,500,000 3,500,000
R2.6.18～
R3.3.31

申請事業者12件　1,039,000円 1,039,000 1,039,000

　コロナの影響により売上が減少した市内事業者に支
援することで、事業の継続に寄与した。
　申請については、当初は市内の飲食店35店舗を想定
していたが、必要とする事業者12件の申請実績となっ
た。

3 単
地域振興課
商工観光係

夕張市創業等支援
事業

①新型コロナウイルスの影響により落ち込んでいる地域経済の活性
化のため、新規創業者や事業拡大をする事業者に対して初期投資費
用の一部を補助することにより、産業振興や雇用の維持を図る。
②新規創業または事業拡大に係る初期投資費用
③4件×50万円
④新規創業者または事業を拡大する事業者

Ⅲ-２．地域経済の活性
化

2,000,000 2,000,000
R2.6.18～
R3.3.31

7事業者　合計1,985,000円

　　　　※内訳246,000円
　　　　　　　180,000円
　　　　　　　496,000円
　　　　　　　236,000円
　　　　　　　293,000円
　　　　　　　400,000円
　　　　　　　134,000円

1,985,000 1,985,000

　コロナの影響による地域経済の低迷を防ぐため、事
業拡大を行う市内事業者に補助することで、産業振興
と雇用の維持に寄与した。

4 単
地域振興課
商工観光係

地元特産品（夕張メ
ロン）販売促進及び
市内宿泊施設等利
用促進事業

①新型コロナウイルス感染症による事業への影響を受けている地元
特産品販売及び市内宿泊施設等の利用を促進するため、市内で一
定金額以上の夕張メロン等を購入した者に対し、市内宿泊施設等で
利用できるサービス引換券を付与する。
②市内宿泊施設等利用サービス引換券のプレミアム分
③5000円（プレミアム分）×2000セット＋諸経費（印刷代等）500千円
④引換券利用登録事業者

Ⅲ-２．地域経済の活性
化

10,500,000 10,500,000
R2.7.26～
R4.3.3

サービス券5,000円×560セット ＝2,800,000円
印刷製本費　　137,500円

　　　計　　2,937,500円

2,937,500 2,937,500

　コロナの影響による地元特産品販売及び市内宿泊施
設等の利用を促進するため、本事業を実施することに
より、地域経済の活性化に寄与した。
　しかしながら、市内宿泊施設の休業により利用でき
る用途が限られてしまったことにより、予定額より減
少する実績となった。

5 単
保健福祉課
保健係

必要物品供給事業

①高齢化率が全国で最も高い本市において、新型コロナウイルスか
ら市民の生命と健康を守るため、マスクを市民に配布する経費等に
充当するほか、公共性が高い施設や生活交通費等の感染防止対策
に取り組むため、関連する消耗品の購入経費に充当する。
②③マスク等衛生用品費22,476千円、市民等への配布経費（送料、
人件費、封筒代等）1,337千円
④市民、公共施設、観光・交通事業者等

Ⅰ-１．マスク・消毒液
等の確保

23,813,000 23,813,000
R2.7.8～
R3.3.25

令和２年度新型コロナウイルス感染予防対策に要した経費（感染症拡大
防止対策、新型コロナ感染症必要物品供給事業）
①感染症拡大防止対策　14,287,446円
【内訳】会計年度任用職員報酬135,891円、費用弁償（会計年度任用職
員通勤手当）11,000円、消耗品費7,947,003円、通信運搬費590,522円、
庁用備品5,603,030円
②新型コロナ感染症必要物品供給事業　9,490,905円
【内訳】消耗品費4,978,463円、機械器具4,512,442円

23,778,351 23,778,351

感染予防のために市民へマスクを配布するとともに市
民が集まる公共施設、観光・交通事業者、医療機関、
教育施設への衛生材料の配布やパーテーション等の備
品を設置し、市全体で新型コロナウイルス感染予防対
策を推進し定着化を図ることができた。

6 単
教育課
学校教育係

公共的空間安全・安
心確保事業

①小・中学校(ことばの教室含む)再開等にあたり集団感染のリスクを
避けるため、必要な物資を整備するもの。
②③加湿器付空気清浄機等の備品購入費2,061千円、マスク等衛生
用品費730千円
④－

Ⅰ-８．学校の臨時休業
等を円滑に進めるため
の環境整備

2,791,000 2,791,000
R2.6.1～
R3.3.25

令和3年3月25日までに納品
・手指消毒アルコール（小・中学校）合計343ℓ　357,360円
・ｱﾙｺｰﾙｳｴｯﾄﾃｨｯｼｭ（小・中学校）@2,750円×11個＝30,250円
・タブレット学習用イヤホンマイク（小・中学校）
　@1,100円×133個＝146,300円、@550円×100個＝55,000円
・マスク、ビニール手袋（小・中学校）合計171,490円
・加湿器付空気清浄機（小学校）合計678,403円
・大型モニター（小学校）合計471,614円
・配膳用給食台（小・中学校）@66,000円×9台＝594,000円
　合計　2,504,417円

2,504,417 2,504,417

・新型コロナウイルス感染症が拡大する中、消毒用ア
ルコール及びマスクが入手困難であった時期に購入し
感染症対策に資することができた。
・学校での集団感染リスクを避けるため、空気清浄機
や大型モニター等を用いて密を避けた学習環境を整備
することができた。



7 単
教育課
学校教育係

密集軽減のための
輸送能力増強事業

①小・中学校及び高校の通学にあたり、路線・スクールバスが必要不
可欠であり、密集を避けるため増便に要する経費(修学旅行含む)等
を要求するもの。
②③スクールバス増便経費（＠8,148円×175日＝1,426千円)、添乗員
人件費（＠830円×2名×2H×175日＝581千円)、修学旅行等バス追
加借上（＠132千円×7日＝924千円）
④－

Ⅰ-８．学校の臨時休業
等を円滑に進めるため
の環境整備

2,931,000 2,931,000
R2.6.1～
R3.3.31

・会計年度任用職員（バス添乗員）3名報酬　103,540円
・中学校自主研修（2年生）貸切バス増便補助　79,200円
・スクールバス運行委託料
　6月増便分　@7,407円×22日×1.1　合計179,249円
　7月増便分　@7,407円×21日×1.1　合計171,102円
　8月増便分　@7,407円×11日×1.1　合計89,625円
　9月増便分　@7,407円×19日×1.1　合計154,806円
　10月増便分　@7,407円×22日×1.1　合計179,249円
　11月増便分　@7,407円×19日×1.1　合計154,806円
　12月増便分　@7,407円×19日×1.1　合計154,806円
　1月増便分　@7,407円×10日×1.1　合計81,477円
　2月増便分　@7,407円×18日×1.1　合計146,659円
　3月増便分　@7,407円×19日×1.1　合計154,806円
 合計　1,649,325円

1,649,325 1,649,325

・慢性的に混雑していた本町線路線バスの増便対応に
より、分散乗車が可能となり、新型コロナウイルス感
染対策の密集軽減に効果を発揮した。
・校外学習活動におけるバス移動の際も、増便対応と
することで密を避けた環境を整備できた。

8 単
教育課
社会教育係

図書館パワーアップ
事業

①りすた図書館の蔵書についてインターネットを通じての検索・予約
可能となるよう蔵書システムを改修し、また蔵書を補充し、市民が図
書に触れあう機会を増やすことで、在宅で過ごす時間を少しでも有意
義に過ごしてもらい、外出抑制につなげる。
②③蔵書システムの改修548千円、システム利用料129千円、蔵書の
購入600千円
④－

Ⅰ-６．情報発信の充実 1,277,000 1,277,000
R2.8.1～
R3.3.31

（蔵書システム改修）
　令和2年8月17日契約
　令和2年8月28日完了
　　蔵書ｼｽﾃﾑｲﾝﾀｰﾈｯﾄ対応改修　547,800円
（システム利用料）
　令和2年8月27日契約
　令和3年3月31日完了
　　クラウドシステム利用料　14,300円×7月＝100,100円
（図書購入費）
　令和3年2月22日までに納品
　児童図書・一般図書（370冊）　599,508円

合計　1,247,408円

1,247,408 1,247,408

・インターネットを通じて検索・予約できるよう蔵書
システムを改修したことにより、来館時間を短縮させ
感染予防の一助となった。
・図書館の蔵書を補充することで市民が図書に触れあ
う機会を増やすとともに、「新しい生活様式」に対応
した在宅で過ごす時間を少しでも豊かなものすること
により、コロナ禍における外出抑制及び在宅時間の充
実につなげた。

9 単
教育課
学校教育係

学校給食関連事業
者等への応援事業

①4月の一斉臨時休校による給食費返還に係るキャンセルできなかっ
た食材に係る経費を補助するもの。
②③学校給食費返還に係る食材費　1事業者×250千円（3月分実績
見合）
④給食調理場

Ⅰ-８．学校の臨時休業
等を円滑に進めるため
の環境整備

250,000 250,000
R2.10.22～
R2.10.30

令和2年10月22日　夕教第44号指令
・学校給食費返還等事業補助　合計201,154円

201,154 201,154

・一斉臨時休校により、キャンセルできなかった給食
食材に係る経費を補助することができ、保護者の負担
を軽減することができた。

10 単
教育課
学校教育係

学校臨時休業に伴う
学習支援事業

①学校の臨時休業に伴い、児童生徒の家庭学習等を推進するため
に、学習に必要な教材等を作成・送付する。
②③郵送料336千円
④－

Ⅰ-８．学校の臨時休業
等を円滑に進めるため
の環境整備

336,000 336,000
R2.4.1～
R3.3.25

・@10円切手×200枚＝2,000円
・@84円切手×450枚＝37,800円
・@100円切手×190枚＝19,000円
・5月分郵便料　合計111,952円
　合計　170,752円

170,752 170,752

・児童生徒の学習に必要な教材の作成を行ったことに
より、臨時休業時に児童生徒の学習を保障することが
できた。

11 単
教育課
社会教育係

公共施設等の管理
維持体制持続化事
業

①感染症拡大防止に伴う休業及び対策した指定管理者(委託料無し)
に対する対策及び再開時経費として支援する。
②休業協力・感染症対策支援金
③20万円(@5万円×4団体)
④指定管理者4団体

Ⅱ-３．事業継続に困っ
ている中小・小規模事
業者等への支援

200,000 200,000
R2.7.8～
R2.8.13

（支援金対象施設）
　・夕張市民健康会館
　・夕張市紅葉山パークゴルフ場
　・夕張市営球場
　・夕張岳ヒュッテ
　　４施設　４指定管理者
　　＠50,000円×4団体＝200,000円
　　交付日：令和2年8月13日

200,000 200,000

緊急事態宣言に伴う施設休止に伴う運営支援及び再開
後の新型コロナウイルス感染防止対策を行う支援を実
施することにより、施設内における感染予防強化が図
られた。

12 単
教育課
学校教育係

スクールバス等応援
事業

①学校休校等によるスクールバス等の減便や給食の中止に伴い、経
営に大きな影響を生じている公共交通機関等に対して感染防止対策
に協力する経費として支援する。
②感染症対策支援金
③70万円(@10万円×7団体)
④スクールバス関連事業者6社、給食運搬業者1社

Ⅱ-３．事業継続に困っ
ている中小・小規模事
業者等への支援

700,000 700,000
R2.6.1～
R2.7.29

令和2年7月29日　夕教第30号指令
・学校関連交通事業者等応援給付金　@100,000円×7事業者
　合計　700,000円

700,000 700,000

・児童生徒の登下校便を委託している事業者や、給食
運搬事業者に対し、新型コロナウイルス感染症対策経
費を補助し支援することができた。

13 単
建設課
都市計画係

オンライン会議シス
テム導入事業

①外出自粛及びそれに伴うリモートワーク等多様な働き方の拡大に
対応する環境整備
②③オンライン会議システム導入に係る経費（ネットワーク設定変更、
各種機器類）907 千円
④－

Ⅳ-３．リモート化等に
よるデジタル・トラン
スフォーメーションの
加速

907,000 907,000
R2.8.11～
R2.9.28

・令和2年8月11日
　システム導入業務委託及び会議用機器購入契約締結
・令和2年9月30日業務完了、検査

　システム導入業務委託　＠360,000円×1式×1.1＝396,000円
　会議用機器購入　　　　＠440,000円×1式×1.1＝484,000円

　合計880,000円

880,000 880,000

・オンライン会議システムの導入により、業務打合せ
等で来庁する市外民間企業（主に札幌市等のコンサル
タント外）との対面接触機会が減少し、新型コロナウ
イルス感染症対策が図られた。
・また、打合せ等の時間調整が効率的に行えるように
なったことから、業務の効率化が図られている。



14 単
選挙管理事務局
（総務課総務係）

開票事務機器整備

①開票事務機器を整備し開票事務における作業人工の削減及び作
業時間の短縮を図ることで３密状態を回避し、事務従事者への感染を
予防する。
②開票事務機器購入に要する経費
③読取分類機5,500千円、読取集計機1,925千円
④夕張市選挙管理委員会事務局

Ⅰ-１．マスク・消毒液
等の確保

7,425,000 7,425,000
R2.11.20～
R3.1.25

令和2年11月20日　購入契約
令和3年1月25日　納品
読取分類機及び読取集計機　6,600,000円×1.1＝7,260,000円

7,260,000 7,260,000

開票事務を迅速かつ円滑に行えるようになったことに
より、導入前と比較し従事者数を約4%、作業時間を約
42%を減少させ、事務従事者の新型コロナウイルス感染
防止が図られた。

15 単
財政課
管財係

市有財産貸家物件
貸付事業者に対す
る補助

①新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、夕張市所有建物を事
業用として賃貸借している個人及び法人に対し、経済活動支援の対
策として貸付料年額の一律２０％を補助する。
②事業活動支援用としての交付金
③④夕張市所有の建物貸付物件のうち、事業用として貸付している１
５件の個人及び法人に対して貸付料年額の一律20％を補助する。
全体補助額：６１２千円

Ⅱ-３．事業継続に困っ
ている中小・小規模事
業者等への支援

612,000 612,000
R2.11.2～
R2.12.10

・令和２年１１月２日付けで該当する個人及び法人に対して補助金交付
に係る申請書類を送付(申請期間：令和２年１１月１３日)。
・貸家物件契約額の２０％に相当する金額を各個人及び法人へ交付。
・１回目補助金交付⇒令和２年１２月　３日　８件の個人及び法人　４
２４，０００円
・２回目補助金交付⇒令和２年１２月１０日　６件の個人及び法人　１
８８，０００円　　合計１４件　６１２，０００円

612,000 612,000

・新型コロナウイルス感染症の影響下にあっても頑
張って活動していて夕張市所有建物を事業用として借
り受けている個人及び法人に対し、経済活動支援対策
として貸付料年額の２０％分の補助金を交付した。
・事業者へ直接交付したことで速効性の支援効果が得
られた。

16 単
土木水道課
上下水道庶務係

水道料金の基本料
金の一律免除に係
る一般会計から水道
事業会計への充当
経費(4ヵ月分)

①新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、市民及び企業などの
経済活動を支援するため、全契約者(臨時は除く。)を対象に、水道料
金の基本料金を一律免除し、かかる費用を一般会計より繰入するた
めの経費(基本使用料4月分免除)
②水道事業会計に繰り出し、水道料金の基本料金免除にかかる費用
を交付対象経費とする。
③基本料金4ヵ月分(R2.7契約数×97.13％)
家事用(8㎥)＠2,444円×1,801件＝4,401,644円
家事用(9㎥)＠2,722円×213件＝579,786円
家事用(10㎥)＠3,000円×1,741件＝5,223,000円
業務用(8㎥)＠2,444円×149件＝364,156円
業務用(9㎥)＠2,722円×16件＝43,552円
業務用(10㎥)＠3,000円×170件＝510,000円
浴場用(100㎥)＠18,742円×5件＝93,710円
合計11,215,848円×4月＝44,863,392円　　再計44,864,000円
④夕張市水道事業会計

Ⅱ-４．生活に困ってい
る世帯や個人への支援

44,864,000 44,864,000
R2.11.27～
R3.3.31

令和2年12月分～令和3年3月分までの水道基本料金4ヶ月分を免除。
・家事用 8㎥　7,757件　18,000,680円
・家事用 9㎥　　872件　 2,279,595円
・家事用10㎥  6,174件　18,074,467円
・業務用 8㎥　　640件　 1,548,074円
・業務用 9㎥　　 39件　　 101,544円
・業務用10㎥　　599件　 1,790,224円
・浴場用100㎥　　18件　　 337,356円
免除額合計　42,131,940円

42,131,940 42,131,940

4ヶ月分ではあるが、水道料金の基本料金を免除したこ
とにより、コロナ禍において、市民及び企業などの経
済活動を支援することができた。

17 単
土木水道課
上下水道庶務係

水道使用料基本料
金の免除に係るシス
テム改修委託料

①Ｎｏ16の水道料金の基本料金を一律免除するための料金システム
改修費用。
②水道事業会計への繰出金
③
5.0人×45,000円＝225,000円(初回)
2.0人×45,000円＝90,000円×3月
税49,500円　　合計544,500円
④夕張市水道事業会計

Ⅱ-４．生活に困ってい
る世帯や個人への支援

545,000 545,000
R2.12.22～
R3.3.31

・令和2年12月28日　上下水道料金システム減免措置対応業務委託契約
締結
・令和3年3月30日　納入
・令和3年3月31日　検査

上下水道料金システム減免措置対応業務委託
　＠490,000円×1式×1.1＝539,000円

539,000 539,000

水道料金の基本料金免除に対応できるように料金シス
テムを改修したことにより、免除作業を円滑に行うこ
とができた。

18 単
市民課
環境生活係

生活館等管理

①新型コロナウィルスが感染した場合の一時収容場所としての施設
整備（生活館・コミュニティセンター）
②③トイレ修繕、ストーブ修繕、避難所5点セット等の経費18,142千円
④指定管理者

Ⅰ-１．マスク・消毒液
等の確保

18,142,000 18,142,000
R2.11.25～
R3.1.29

20施設に備品設置。８施設工事実施。
 整備費　17,833,400円

17,833,400 17,833,400
施設整備により、コロナ禍における、収容場所の確保
が可能となった。

19 単
市民課
環境生活係

墓地葬斎苑管理

①新型コロナウィルス感染拡大防止のため、開閉機能のない窓の更
新や出入口等の網戸の設置を行い、換気機能を増強する。
②③開閉機能のない窓の更新や出入口等の網戸の設置経費275千
円
④夕張市葬祭苑

Ⅰ-１．マスク・消毒液
等の確保

275,000 275,000
R3.3.5～
R3.3.31

窓１カ所、網戸スチールドア２カ所の取付を実施。
　設置費　275,000円

275,000 275,000
利用者の新型コロナウイルス感染対策の改善が図られ
た。

20 単
市民課
環境生活係

共同浴場管理

①新型コロナウィルス感染拡大防止を目的とした、換気対策、抗菌対
策、衛生水準の向上のための環境改善整備
②（暖房設備）現状の暖房設備では換気を行う際の室温低下を防げ
ないため、暖房機能を増強するための設備改修
（ホール及び脱衣室の床改修）感染拡大防止のため抗菌性、速乾性
に優れた床シートへの改修
（屋根）室温維持、衛生水準の向上のための屋根漏水防止工事
③暖房設備の改修工事5,170千円、ホール及び脱衣室の床改修工事
3,476千円、屋根からの漏水防止工事14,740千円
④浴場管理組合

Ⅰ-１．マスク・消毒液
等の確保

23,386,000 23,386,000
R3.3.12～
R3.7.23

3工事実施。
　工事費　23,177,000円

23,177,000 15,570,000
利用者の新型コロナウイルスの感染対策・衛生面の改
善が図られた。



21 単
市民課
環境生活係

富野じん芥埋立処
分地(重機更新)

①新型コロナウイルス感染拡大による、在宅時間が増加したことに伴
い家庭からの廃棄物量が増加したため、処分場における廃棄物の転
圧、覆土、法面整形などの埋立作業を安定的に行うため、重機の増
台を行うもの。
②③バケット容量1m購入額24,530千円
④富野じん芥処理施設

Ⅳ-４．公共投資の早期
執行等

24,530,000 24,530,000
R2.12.3～
R3.4.16

重機１台。
　24,530,000円

24,530,000 16,332,000
作業効率の増加により、廃棄物の増加に
対応可能となった。

22 単
市民課
環境生活係

富野じん芥埋立処
分地(埋立地測量)

①新型コロナウイルス感染拡大による、在宅時間が増加したことに伴
い家庭からの廃棄物量が増加したため、処分地エリアの可視化を図
る基準点測量及び杭打ち測量を行う。
②③基準点測量・杭打ち測量1,364千円
④富野じん芥処理施設

Ⅳ-４．公共投資の早期
執行等

1,364,000 1,364,000
R2.10.23～
R3.1.20

業務委託１件
　1,353,000円

1,353,000 1,353,000 廃棄物の増加に対応可能となった。

23 単
市民課
環境生活係

富野じん芥埋立処
分地（回転円板取替
工事）

①新型コロナウイルス感染拡大による、在宅時間が増加したことに伴
い家庭からの廃棄物量が増加したため、ごみ処分場の汚水の水質に
も変化が生じたため、このままでは生物処理機能を担う回転円板が
処理しきれない状況となるため、機能向上のための更新を行う
②③回転円板取替工事54,824千円
④富野じん芥処理施設

Ⅳ-４．公共投資の早期
執行等

54,824,000 54,824,000
R2.11.13～
R3.8.31

１工事実施。
　50,325,000円

50,325,000 36,502,000
廃棄物の増加に伴う埋立地の水質の安定化が
図られた。

24 － － － － － － － － － － －

25 単 南支所
拠点複合施設りすた
感染症拡大防止対
策

①拠点複合施設りすたにおける感染拡大防止に係る物品等の整備
②③
ア．貸館等の施設を利用する市民への飛沫対策
　　　消耗品　799,462円
イ．三密対策のため、屋外でバス待ちする高齢者等対策
　　ベンチ　4台×＠32,500×1.1＝143,000円
ウ．入館時の衛生保持、施設内の案内、誘導、規制対策
　　室内用マット　等　358,050円
エ．職員の執務室衛生保持
　　掃除機　　2ケ×＠31700×1.1＝69,740円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　1,370,252円
④拠点複合施設　りすた

Ⅰ-１．マスク・消毒液
等の確保

1,371,000 1,371,000
R2.10.13～
R3.2.18

除菌用ｱﾙｺｰﾙ6ケ×@10,000円×1.1＝66,000円
ｱﾙｺｰﾙｸﾘｰﾝB75　4ｹ×@9,000円×1.08＝38,880円
ﾋﾞﾆｰﾙ袋　　6箱×@5,964円×1.1＝39,362円
持続性除菌剤　2ｹ×@20,000円×1.1＝44,000円
体温計非接触型3ケ×@12,000円×1.1＝39,600円
透明ｱｸﾘﾙ板50枚×@9,000円×1.1＝495,000円
ｱｸﾘﾙ保存ﾗｯｸ2ｹ×@8,900円×1.1＝19,580円
ベンチ　4台×@23,980円×1.1＝105,512円
室内用マット（90×1800）1枚×@19,700円×1.1＝21,670円
室内用マット（90×1500）2枚×@16,200円×1.1＝35,640円
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ（2個組）12ｹ×@20,900×1.1＝275,880円
掃除機　　2ケ×@31,000円×1.1＝68,200円
合計＝1,249,324円

1,249,324 1,249,324

拠点複合施設りすたを利用する方々に新型コロナウイ
ルス感染対策を実施することにより、施設内での感染
予防強化が図られた。

26 単
保健福祉課
保健係

地域医療連携ネット
ワーク構築事業

①感染症(疑い)患者の移送をはじめ、救急搬送等の様々な場面にお
いて、市内各医療機関が持っている診療情報を、消防本部や搬送先
医療機関と相互共有できるよう情報ネットワークを構築し、情報取得
迅速化と患者や医療スタッフの負担軽減を図る。
②③市立診療所のネットワークシステム初期導入費用（補助金）
14,080千円・消防本部閲覧用機器等整備費用920千円
④市立診療所（指定管理者）・地方公共団体

Ⅰ-３．医療提供体制の
強化

15,000,000 15,000,000
R2.11.18～
R3.3.18

令和3年1月27日　市立診療所の指定管理者である医療法人社団豊生会か
ら補助金交付申請書を受理
令和3年2月24日　交付決定
令和3年3月25日　補助金交付

　補助金　14,080,000円

消防本部閲覧用機器等整備費　216,810円

14,296,810 14,296,810

市内各医療機関が持っている診療情報を、消防本部や
搬送先医療機関と相互共有できるよう情報ネットワー
クを構築したことにより、情報取得迅速化と患者や医
療スタッフの負担軽減が図られた。

27 単
保健福祉課
保健係

在宅医療対応のた
めの設備整備事業

①市中感染の懸念から医療機関受診控えが進む中、在宅医療による
診断や病状把握等のニーズへの対応のため、市内民間医療機関に
対し、ポータブル型の医療機器や訪問先での感染防止対策機器等の
新規購入経費を補助し、在宅医療対応体制の整備促進を図る。
②③医療機器等の新規購入経費補助　4,000千円
　　　上限1,000千円×4ヶ所
④市内民間診療所（医科・歯科）

Ⅰ-３．医療提供体制の
強化

4,000,000 4,000,000
R2.10.26～
R3.2.17

令和2年11月13日までに補助金交付申請を受け付け
令和2年11月25日　交付決定
令和3年2月25日までに事業者に補助金を交付　交付件数：4事業者
　補助金　＠999,900×1件＝999,900円
　　　　　＠998,745×1件＝998,745円
　　　　　＠995,000×1件＝995,000円
　　　　　＠1,000,000×1件＝1,000,000円

　合計　3,993,645円

3,993,645 3,993,645

市内民間医療機関に対し、ポータブル型の医療機器や
訪問先での新型コロナウイルス感染防止対策機器等の
新規購入経費を補助し、在宅医療対応体制の整備促進
が図られた。

28 単
保健福祉課
保健係

市立診療所感染対
策等設備整備事業

①市立診療所内における各種検査時などにおける感染防止対策及
び、受診控えの増加に対し、在宅医療体制を促進する必要があり、感
染対策と在宅医療体制整備を図るための医療機器等を整備するため
の経費を補助する経費。
②③医療機器等の新規購入経費（補助金）21,210千円
④市立診療所（指定管理者）

Ⅰ-３．医療提供体制の
強化

21,210,000 21,210,000
R2.10.26～
R3.3.25

令和3年2月24日　市立診療所の指定管理者である医療法人社団豊生会か
ら補助金交付申請書を受理
令和3年3月2日　交付決定
令和3年3月25日　補助金交付

　補助金　21,210,000円

21,210,000 21,210,000

市立診療所内における新型コロナウイルス感染対策と
在宅医療体制整備を図るための医療機器等を整備した
ことにより、感染拡大を防止しながら地域で必要な医
療を提供する体制が整備された。



29 単
生活福祉課
生活福祉係

住まいの困窮者緊
急支援事業

①新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、解雇等による住宅
困窮者に対する居住支援として、市営住宅（シルバー専用住宅）の空
き戸を改修し、緊急受け入れ先として整備する。（入居修繕）
②事業経費全般
③6,941千円（6戸）
④シルバー専用住宅

Ⅱ-４．生活に困ってい
る世帯や個人への支援

6,941,000 6,941,000
R2.11.26～
R3.3.3

解雇等による住宅困窮者への居住の場の提供（6戸）

・令和2年11月26日　市営住宅入居修繕工事請負契約締結
・令和3年2月24日　設計変更（天井塗装時の内部足場、養生の追加。電
気工事の追加。設備工事の追加。）
・令和3年2月26日納入
・令和3年3月3日検収

　請負代金　6,809,000円

6,809,000 6,809,000

新型コロナウイルス感染症の影響によって、解雇など
により住居を失い、居住の場を必要とする方に居室を
提供する体制が整えられた。

30 単
生活福祉課
生活福祉係

公共施設等の管理
維持体制持続化事
業

①新型コロナウイルス感染拡大防止のため、老人福祉会館の手洗い
場の蛇口を非接触型の自動水栓化する。
②事業経費全般
③990千円（5箇所）
④老人福祉会館

Ⅰ-１．マスク・消毒液
等の確保

990,000 990,000
R2.11.6～
R2.12.18

老人福祉会館の手洗い場の自動水洗化（計6箇所）

・令和2年11月6日　老人福祉会館水栓自動水洗化工事請負契約締結
・令和2年11月16日　設計変更（自動水洗化すると大量の水量が獲得で
きないことが判明したため、工事箇所を変更）
（当初　身障者用・男性用・女性用トイレ、浴場、陶芸室の計5箇所

　　　↓
　実施　身障者用・男性用・女性用トイレ、浴場、廊下、休憩室の計6箇所）
・令和2年12月18日納入、検収

　請負代金　968,000円

968,000 968,000

新型コロナウイルス感染症対策として、不特定多数の
接触がある、手洗い箇所の水栓を自動化したことによ
り、感染症予防と施設利用者への安心感を与えること
ができた。

31 単
教育課
学校教育係

密集軽減のための
輸送能力増強事業
（スクールバス新車
購入）

①新型コロナウイルス感染症対策として、密着状態を解消し感染リス
クを大幅に削減させることに加え、児童生徒が毎日安心安全かつゆと
りのあるスクールバスでの通学体制を確保する必要があることから、
新たなスクールバスの購入を要求するもの。
②③スクールバス1台　ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ3台等　　合計 41,862千円
④夕張市教育委員会

Ⅰ-８．学校の臨時休業
等を円滑に進めるため
の環境整備

41,862,000 41,862,000
R2.10.1～
R3.9.30

（R3繰越事業）
令和2年10月30日　スクールバス1台購入等契約
令和2年11月4日　マイクロバス2台購入等契約
令和3年4月28日　スクールバス1台、マイクロバス2台納入完了
令和3年3月29日　マイクロバス1台購入等契約
令和3年8月31日　マイクロバス1台納入完了
・スクールバス　@14,998,000円＋保険等91,880円
・マイクロバス　@7,279,000円×2台＋@7,120,000円
　　　　　　　　＋保険等150,600円
・自動車損害共済基金分担金　30,577円
・外装デザイン委託料　合計3,344,000円
　合計　40,293,057円

40,293,057 33,176,000

・スクールバスを利用する児童生徒の密集状態を解消
し、新型コロナウイルス感染症対策に大きく寄与する
ことができた。
・児童生徒がアイデアを出し合いデザインした車両外
装ラッピングも好評を博し、郷土愛を醸成する機会に
もつながった。

32 単
教育課
学校教育係

公共的空間安全・安
心確保事業

①小・中学校再開等にあたり集団感染のリスクを避けるため、教室内
の加湿及び空気清浄に必要な物資を整備するもの。
②③加湿器付空気清浄機【小：5台、中：11台】
　　　95,000×16台×消費税＝1,672,000円
④夕張市立小・中学校

Ⅰ-８．学校の臨時休業
等を円滑に進めるため
の環境整備

1,672,000 1,672,000
R2.10.1～
R3.2.25

令和2年11月19日　加湿器付空気清浄機購入契約
令和3年2月5日　小・中学校に納入完了
・加湿器付空気清浄機（小・中学校）
　・小学校　@81,675円×5台＝408,375円
　・中学校　@81,675円×11台＝898,425円
　合計　1,306,800円

1,306,800 1,306,800

・小・中学校に加湿器付空気清浄機を導入したこと
で、児童生徒が安心して授業に臨み、コロナ禍におい
ても学習活動ができる環境を整備することができた。

33 単
教育課
学校教育係

公共的空間安全・安
心確保事業

①ことばの教室での指導を実施するにあたり、感染予防に係る備品・
消耗品の購入
②③感染予防備品・消耗品　232千円
④夕張市立小学校

Ⅰ-８．学校の臨時休業
等を円滑に進めるため
の環境整備

232,000 232,000
R2.10.1～
R3.3.31

令和3年3月31日までに納品
・加湿器付空気清浄機（ことばの教室）@52,000円×2台＝104,000円
・小さめマスク園児・低学年用　合計39,050円
・フェイスシールド @380円×10個＝3,800円
・非接触型体温計　合計5,380円
・透明衛生マスク　合計17,600円
・アクリル衝立　@11,000円×5枚＝55,000円
・ペーパータオル　合計5,993円
　合計　230,823円

230,823 230,823

・新型コロナウイルス感染症予防として、ことばの教
室に通う子どもたちが安心して滞在できるよう、環境
整備を行うことができた。

34 単
教育課
学校教育係

オンライン・遠隔教
育のためのタブレッ
ト端末購入支援

①小中学校の１人１台タブレット端末（GIGAスクール構想）を学校臨時
休業中など緊急時に家庭学習で使用できるよう、全てクラウド管理と
するため、タブレット80台の更新
（小学校40台、中学校40台）
②③タブレット1式　80台整備　6,013,920円
④夕張市立小・中学校

Ⅰ-８．学校の臨時休業
等を円滑に進めるため
の環境整備

6,014,000 6,014,000
R2.11.9～
R3.3.10

令和2年11月9日　端末80台（小40台、中40台）購入等契約
令和3年3月10日　小・中学校に納入、設定完了
・端末　＠48,840円×80台＝3,907,200円
　（保護カバー、ライセンス料含む）
・ipad初期設定及びMDMソフト設定等　合計1,922,800円
　合計　5,830,000円

5,830,000 5,830,000

・GIGAスクール構想に基づき、必要な機器の導入を完
了することができた。
・クラウド対応とすることで、文部科学省が提唱する
環境を構築することができた。

35 単
教育課
学校教育係

夏季開校に向けた
教室・給食施設等の
熱中症対策支援（新
しい生活様式）

①夏季休業期間短縮等に伴う熱中症対策及び感染症対策として換
気に必要な網戸の購入経費。
②③小・中学校舎網戸購入
【小】737,000円
【中】504,900円　　合計　1,241,900円
④夕張市立小・中学校

Ⅰ-８．学校の臨時休業
等を円滑に進めるため
の環境整備

1,242,000 1,242,000
R2.10.1～
R3.1.21

令和2年11月2日　網戸購入契約
令和2年11月28日　小・中学校に納入、設置完了
・小学校網戸一式　583,000円
・中学校網戸一式　407,000円
　合計　990,000円

990,000 990,000

・教室での学習活動の際、熱中症対策及び新型コロナ
ウイルス感染症対策に有効な換気の徹底により、児童
生徒が安心して授業に臨める環境を整備することがで
きた。



36 単
教育課
学校教育係

夏季開校に向けた
教室・給食施設等の
熱中症対策支援（新
しい生活様式）

①夏季休業期間短縮等に伴う熱中症対策及び感染症対策として保
健室（小・中）、共同調理場（控室）にエアコン設置　計3台
②③・小学校保健室エアコン設置　1,257,300円
・中学校保健室エアコン設置　1,179,200円
・共同調理場（控室）エアコン設置　789,800円　計3,226,300円
④夕張市立小・中学校、夕張市ゆうばり小・夕張中共同調理場

Ⅰ-８．学校の臨時休業
等を円滑に進めるため
の環境整備

3,227,000 3,227,000
R2.10.1～
R3.1.7

令和2年11月13日　エアコン設置業務契約
令和3年1月7日　小・中学校に納入、設置完了
・小学校保健室　一式1,026,300円
・中学校保健室　一式975,700円
・共同調理場控室　一式678,700円
　合計　2,680,700円

2,680,700 2,680,700

・保健室及び給食調理員の控室について、空調機器を
導入し熱中症対策及び新型コロナウイルス感染症対策
に寄与することができた。

37 － － － － － － － －

38 単
教育課
学校教育係

感染症対策・学習保
障等に係る支援事
業

①学校休業時等、家庭等との連絡円滑に進めるため、学校における
連絡体制強化に必要な電話設備の増設
②③小・中学校電話機更新一式
　小学校　835千円
　中学校　431千円　　計1,266千円
④夕張市立小・中学校

Ⅰ-８．学校の臨時休業
等を円滑に進めるため
の環境整備

1,266,000 1,266,000
R2.10.1～
R3.3.15

令和2年11月2日　ビジネスホン追加設置（中学校）業務契約
令和2年11月25日　中学校に納入、設置完了
令和3年3月1日　ビジネスホン設置（小学校）業務契約
令和3年3月15日　小学校に納入、設置完了
・小学校ビジネスホン機器設置　一式834,900円
・中学校ビジネスホン機器追加設置　一式430,100円
　合計　1,265,000円

1,265,000 1,265,000

・電話機の増設により、複数名で保護者等への問い合
わせに対応でき、円滑に連絡を行えるようになり、コ
ロナ禍においての連絡体制の強化を図ることができ
た。

39 単
教育課
社会教育係

拠点複合施設りすた
コロナウイルス対策
環境整備

①社会教育事業における感染予防対策として、市民が作成した作品
展示及び啓蒙用ポスター展示等情報発信用として整備
②③パーテーション（パネル）　1,463千円
④拠点複合施設りすた

Ⅰ-１．マスク・消毒液
等の確保

1,463,000 1,463,000
R2.12.1～
R3.3.31

令和2年12月16日までに納品
コロナウイルス感染拡大防止用パーテーション（パネル）
　@66,000×20枚=1,320,000円
パーテーション用ワイヤーフック
　@2,222×40個=88,880円
　
合計　1,408,880円

1,408,880 1,408,880

「拠点複合施設りすた」にて社会教育活動推進する上
での新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、運
動サークルや研修会等での仕切り、市民が外出自粛中
に自宅にて制作した作品発表用、新型コロナウイルス
感染拡大防止対策における啓蒙用ポスターや情報発信
用の掲示板として必要な物品を購入し、「新しい生活
様式」の求めに応じつつ、社会教育活動の向上につな
げた。

40 単
教育課
社会教育係

公共的空間安全・安
心確保事業

①・フッ化物洗口時における、接触感染防止のため、ゴム手袋・ポリ
袋等にかかる経費
・学校支援ボランティアによる登校時の見守り活動時における感染症
防止対策のために必要なマスク等の消耗品
②③フッ化物洗口に係る物品　計　62千円
　ボランティアへのマスク等　　計　17千円　計79千円
④夕張市立小・中学校

Ⅰ-１．マスク・消毒液
等の確保

79,000 79,000
R2.4.1～
R3.3.31

令和3年3月29日までに納品
（フッ化物洗口に係る消耗品）
　・ソフトラテックスグローブ(100枚入)　20,640円
　・ゴミ袋20㍑＠400円×20=8,000円
　・ポリ袋10号（50枚）他　33,055円
　　計　61,695円
（ボランティアへの消耗品）
　・紙マスク（50枚）3,850円×4=15,400円
　・マスク入れ（100枚）1,089円×1=1,089円
　　計　16,489円

合計　78,184円

78,184 78,184

・小学校にて虫歯予防対策としてフッ化物洗口を行う
際に新型コロナウイルス感染予防対策として必要な物
品を購入した。
・登校時の見守りを行う学校支援ボランティアに対し
マスク等を配布することで感染予防をすることができ
た。

41 単
教育課
社会教育係

文化芸術発表の場
の確保支援

①小学校における文化芸術鑑賞教室実施に際し、感染拡大防止対
策として、２回に分けて開催する分散開催を実施するための経費
②③小学校鑑賞教室委託料　560,000円
④夕張市立ゆうばり小学校

Ⅰ-８．学校の臨時休業
等を円滑に進めるため
の環境整備

560,000 560,000
R2.4.1～
R3.3.31

令和2年8月19日交付決定
令和2年9月1日実施
　鑑賞教室委託料(2公演分)　計457,651円

457,651 457,651

小学校の鑑賞教室を行うにあたり、分散開催すること
で密集軽減を行い、新型コロナウイルス感染予防をす
ることができた。

42 単
教育課
社会教育係

りすた図書館コロナ
ウイルス対策環境整
備

①市民が利用した図書や書籍を消毒し、安全に使用するため、除菌
ボックス等の環境を整備する。
②③除菌BOX　2台　514,000円
　交換用紫外線灯　2個　5,000円
　置　台　2台　　33,600円　　計￥552,600×1.1＝607,860
④りすた図書館

Ⅰ-１．マスク・消毒液
等の確保

608,000 608,000
R2.12.1～
R3.3.31

令和2年12月22日までに納品
・除菌ＢＯＸ　　 @282,700×2台=565,400円
・除菌ＢＯＸ用交換用外線等　@2,585×2個=5,170円
・平机（2台分）W800 D700　@18,480×2台=36,960円
　
合計　607,530円

607,530 607,530

図書館において、市民が利用した図書や書籍を消毒で
きる除菌BOXを設置することにより、新型コロナウイル
ス感染予防として清潔に使用できる環境整備につな
がった。

43 単
教育課
社会教育係

文化スポーツセン
ターコロナウイルス
感染拡大防止対策
事業（新たな暮らし
のスタイル確立）

①文化スポーツセンターにおける施設内の換気対策および利用者同
士の飛沫感染防止対策のための環境整備を行う。
②③飛沫感染対策透明アクリル板　等　物品購入　890千円
　　ラミネーターフィルム　等　消耗品費　12千円　　計　902千円
④文化スポーツセンター

Ⅰ-１．マスク・消毒液
等の確保

902,000 902,000
R2.10.12～
R3.2.26

令和3年1月29日までに納品
【備品】
　・飛沫感染対策透明アクリル　＠10,230円×20個＝204,600円
　・大型扇風機125ｃｍ　　＠69,080円×4台＝276,320円
　・中型扇風機100ｃｍ　　＠46,200円×2台＝92,400円
　・小型扇風機60ｃｍ　　＠21,780円×1台＝21,780円
　・パーテーション　　＠19,800円×6台＝118,800円
　・空気清浄機　　＠104,500円×1台＝104,500円
　　計818,400円
【消耗品】
　・パウチフィルムA4(100枚入)＠1,980円×2セット＝3,960円
　・A4コピー用紙　　＠2,200（500枚×5冊）×1個＝2,200円
　　計6,160円

合計　824,560円

824,560 824,560

文化スポーツセンターにおいて「社会体育施設の再開
に向けた感染拡大予防ガイドライン」に沿った新型コ
ロナウイルス予防対策を実施するため、施設内の換気
設備整備および利用者同士の飛沫感染防止対策に必要
な物品を購入したことで、感染予防をすることができ
た。



44 単
教育課
社会教育係

夕張市石炭博物館
コロナウイルス感染
拡大防止対策事業
（新たな暮らしのスタ
イル確立）

①夕張市石炭博物館における施設内の感染予防対策として、観覧ス
ペースの間仕切り・館内換気設備の向上を行う。
②③
・コロナ対策用パネル　 ＠69,212円×10台＝761,332円
・大型扇風機125ｃｍ　　＠86,900円×2台＝173,800円
・中型扇風機60ｃｍ　　＠28,270円×1台＝28,270円
　　　　　　　　　　　　　　　計　963,402円
④石炭博物館

Ⅰ-１．マスク・消毒液
等の確保

964,000 964,000
R2.10.12～
R3.2.26

令和3年1月29日まで納品
【備品】
　・コロナ対策用パネル　＠66,000円×10個＝660,000円
　・パネル用ワイヤーフック　＠2,222円×20個＝44,440円
　・パネル用ジョイントピン　＠781円×5個＝3,905円
　・大型扇風機125ｃｍ　　＠67,320円×2台＝134,640円
　・中型扇風機60ｃｍ　　＠20,900円×1台＝20,900円

合計　863,885円

863,885 863,885

石炭博物館において「社会体育施設の再開に向けた感
染拡大予防ガイドライン」に沿った新型コロナウイル
ス予防対策を実施するため、施設内の換気設備整備お
よび利用者同士の飛沫感染防止対策に必要な物品を購
入したことで、感染予防をすることができた。

45 単
生活福祉課
子ども・子育て支
援係

拠点複合施設りすた
室内環境整備（ゆう
ばりっこひろば）

①拠点複合施設りすた内の乳幼児及びその保護者等の利用を目的
とした子育てスペース「ゆうばりっこひろば」の感染症対策に係る環境
整備
②③空気清浄機等　備品購入　647千円
　　　各種消耗品　　　　　　　　　　61千円　　計708千円
④拠点複合施設りすた内「ゆうばりっこひろば」

Ⅰ-１．マスク・消毒液
等の確保

708,000 708,000
R3.2.1～
R3.3.25

令和3年3月25日までに購入
加湿空気清浄機@99,000円×2台＝198,000円
おもちゃ殺菌庫@374,000円×1台＝374,000円
各種感染症対策消耗品（除菌剤・ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ等）計59,662円
合計631,662円

631,662 631,662

ゆうばりっ子ひろば内に加湿空気清浄機やおもちゃ殺
菌庫を設置し、また、新型コロナウイルス感染症対策
消耗品を購入し、除菌等実施することで、室内の感染
予防の強化を実現することができた。

46 単
生活福祉課
子ども・子育て支
援係

保育士や放課後児
童支援員等への慰
労金給付

①市内の保育所や放課後児童クラブにおいて感染リスクの高い状況
の中で、感染防止に努めている従事者に対し、慰労金を支給
②保育士等慰労金
③常勤50,000円×47名＝2,350千円
　 代替10,000円×15名＝150千円
④認可保育園保育士等　　3施設常勤38名、代替4名
　　認可外保育園保育士等1施設常勤5名　代替2名
　　学童クラブ指導員　　　　2施設常勤4名　代替9名

Ⅱ-１．雇用の維持 2,500,000 2,500,000
R2.12.22～
R3.1.29

令和3年1月29日までに支給
対象者：令和2年2月28日～4月5日、令和2年4月20日～5月31日までの間
通算10日以上従事した者
認可保育所勤務者（3か所：保育士・補助者・調理員・用務員）
@50,000円×41名＝2,050,000円
認可外保育所勤務者（1か所：保育士・調理及び保育補助員）
@50,000円×5名＝250,000円
学童クラブ勤務者（2か所：支援員）
@50,000円×4名＝200,000円
合計2,500,000円

2,500,000 2,500,000

市内の保育所や放課後児童クラブにおいて感染リスク
の高い状況の中で、新型コロナウイルス感染防止に努
めている従事者は、心身ともに疲弊していることか
ら、慰労金を支給し、慰労することができた。

47 単
生活福祉課
子ども・子育て支
援係

学童クラブ施設環境
整備

①市内に2か所ある学童クラブを利用する児童や指導員の感染予防
対策に係る環境整備
②③空気清浄機   108,500円×2台×消費税1.1＝238,700円
    　 ｺｰﾄﾞﾚｽ掃除機47,300円×2台×消費税1.1＝104,060円
④学童クラブ2か所

Ⅰ-１．マスク・消毒液
等の確保

343,000 343,000
R2.12.1～
R3.2.25

令和3年2月5日までに購入
加湿空気清浄機@99,000円×2台＝198,000円
ｺｰﾄﾞﾚｽｸﾘｰﾅｰ@44,880円×2台＝89,760円
合計287,760円

287,760 287,760

学童クラブ内に加湿空気清浄機を設置、また、ｺｰﾄﾞﾚｽｸ
ﾘｰﾅｰでこまめに清掃し、室内を常に清潔に保つこと
で、新型コロナウイルス感染予防の強化を実現するこ
とができた。

48 単
生活福祉課
子ども・子育て支
援係

親子に元気を！夕
張アートプロジェクト
事業

①コロナ禍の中でも、親子が多様な文化に触れることができ、健全に
過ごせる環境づくりを目的に、夕張市公式チャンネルのYoutubeで楽
しめる動画の制作又は、ゆうばりっこ広場で少人数で遊べるおもちゃ
等を制作した人に、制作費・出演料相当を支払う
②芸術文化活動奨励金
③100,000円×10件＝1,000,000円
④活動を縮小・自粛しているアーティストや作家等製作者

Ⅲ-１．観光・運輸業、
飲食業、イベント・エ
ンターテインメント事
業等に対する支援

1,000,000 1,000,000
R2.11.1～
R3.3.31

令和3年3月30日までに交付
ｱｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業奨励金
@100,000円×10件＝1,000,000円
合計1,000,000円

1,000,000 1,000,000

夕張市公式チャンネルのYoutubeで楽しめる動画の制作
やゆうばりっこ広場で少人数で遊べるおもちゃ等を制
作したことにより、コロナ禍の中で健全に過ごせる環
境づくりができた。また、制作者に奨励金を支給した
ことにより活動を縮小・自粛せざるを得ないアーティ
ストや作家などの活動を支援できた。

49 単
生活福祉課
子ども・子育て支
援係

夕張まちじゅうこども
食堂事業

①新型コロナウイルス感染症の影響で子育て負担が増加しているこ
とから、0～18歳の児童・生徒がいる家庭に市内の飲食店で使用でき
るチケット（1,000円分）を児童・生徒1人につき２枚配布
②委託料
③人件費　時給1,000円×月80時間×6ヶ月×2人=960千円
印刷製本費　事業案内・チケット等印刷費     　  　80千円
消耗品　　　　80千円
光熱水費　　　30千円
通信運搬費　 電話料及び郵送料　70千円
飲食店還付金　  ＠1,000円×児童600人×2回＝1,200千円
振込手数料  　　33千円
その他経費　 　 122千円
消費税　　　　　258千円
④0歳～18歳の児童・生徒がいる世帯

Ⅱ-４．生活に困ってい
る世帯や個人への支援

2,833,000 2,833,000
R2.10.30～
R3.3.31

令和3年3月31日事業終了
飲食チケット配布数　1,100枚（実人数550人)
使用飲食チケット代@1,000円×976枚＝976,000円
飲食店振込手数料18,700円
委託料事務費分1,514,920円（人件費、印刷製本費、消耗品費、光熱水
費、通信運搬費、消費税等）
合計2,509,620円

2,509,620 2,509,620

0歳～18歳までの児童・生徒がいる世帯に飲食チケット
を配布し、飲食店を利用してもらうことで子育て世帯
と飲食事業者に対し、コロナ禍での経済的支援を行う
ことができた。

50 単 議会事務局
議事堂感染拡大防
止対策事業

①感染拡大防止のため、議事堂の固定式マイクを個人毎のワイヤレ
スマイクとする。また、議会映像を庁内配信することで参集人数を減ら
して三密対策を行う。
②③議場等音響設備費14,277千円、議場映像設備費2,404千円
④夕張市議会事務局

Ⅰ-６．情報発信の充実 16,681,000 16,681,000
R2.11.18～
R3.2.25

令和2年11月18日夕張市議会音響映像設備購入の契約締結
令和3年 2月25日納品、検収
使用開始日：令和3年3月9日

議場等音響設備費　10,847,800円
議場映像設備費　　 2,352,200円
合計13,200,000円×1.1＝14,520,000円

14,520,000 14,520,000

　以前は議員同士の間隔をあけることが困難な配置で
あったが、議員の無線マイクを個人用にしたため、座
席の間隔をあけることができ新型コロナウイルス感染
予防につながった。



51 単 議会事務局
議会活動環境整備
事業

①市議会議員による市内外視察や住民懇談会等の移動時における
車内での三密状態となることから、車両を増台して分散乗車すること
で三密を回避し、議員活動を再開する。
②③車両購入費4,498千円、自動車損害保険料15千円
④夕張市議会事務局

Ⅰ-１．マスク・消毒液
等の確保

4,513,000 4,513,000
R2.12.2～
R3.2.10

令和３年式　トヨタ　ハイエースワゴン　グランドキャビン　４ＷＤ
６ＡＴ　3,000ｃｃガソリン　10人乗り　ホワイト　１台
・付属品　ウィンターブレード、標準工具、フロアマット、スタッド
レスタイヤ、カーナビゲーション、バックガイドモニタ、前後ドライブ
レコーダー、パワースライドドア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,830,000円
自動車損害保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,244円

3,838,244 3,838,244

  市議会議員の車両が今まで１台だったため、最大
（定員）10人で乗車しており三密状態となっていた
が、１台増車され２台に分散乗車することで、三密を
回避することが可能となり、新型コロナウイルス感染
症対策を図ることができた。

53 単 消防本部
緊急輸送車両感染
防止対策事業

①感染症罹患患者を搬送する際の救急車内用の感染防止対策用品
の整備
②③多機能型感染者搬送用袋43千円、感染防止搬送用具2,640千
円、心臓マッサージ器購入費7,049千円、車両パーテーション1,285千
円
④夕張市消防本部

Ⅰ-３．医療提供体制の
強化

11,017,000 11,017,000
R2.11.5～
R3.2.22

令和3年2月22日までに納品
　感染防止運搬器具 @1,542,750円×2台×1.1=3,394,050円
　救急車用隔壁壁　 @584,000円×2台×1.1=1,284,800円
　自動心臓ﾏｯｻｰｼﾞ器 @2,529,230円×2台×1.1=5,564,306円
　　ﾊﾞｯﾃﾘ充電器　　@141,700円×1台×1.1=155,870円
　ｽﾄﾚｯﾁｬｰ養生ｼｰﾄ　 @38,700円×1台×1.1=42,570円

　合計　10,441,596円

10,441,596 10,441,596

新型コロナウイルス感染症患者（疑いを含む）の搬送
事案が数件あり、救急活動中における感染リスクを最
小限に抑えられた。

54 単 消防本部
救急講習感染拡大
防止対策

①現在休止している救急講習を再開するため、講習参加者同士の『3
密』を避けるため訓練用人形等の整備
②③蘇生法教育人体モデル1,797千円、訓練用AED484千円
④夕張市消防本部

Ⅰ-３．医療提供体制の
強化

2,281,000 2,281,000
R2.10.12～
R2.11.4

令和2年11月4日までに納品
　蘇生法教育人体ﾓﾃﾞﾙ(成人)@162,000円×6体×1.1=1,069,200円
　蘇生法教育人体ﾓﾃﾞﾙ(乳児)@116,000円×4体×1.1=510,400円
　訓練用AED　　　　　　　 @80,000円×6台×1.1=528,000円

　合計　2,107,600円

2,107,600 2,107,600

訓練資器材を増強することにより、密集して行ってい
た講習を分散して実施することにより、新型コロナウ
イルス感染症対策ができ、市民に安心して救急講習を
受講してもらえた。

55 補
生活福祉課
子ども・子育て支
援係

子ども・子育て支援
交付金

（子ども・子育て支援交付金）
①緊急事態宣言期間中の学童クラブにおける感染症対策を徹底する
ため指導員による消毒作業を行う。またクラブ利用を自粛した利用者
に対し自粛期間分の利用料を減額する。
②③消毒作業に係る指導員時間外手当4名分143、利用料減額相当
額109
④学童クラブ2か所

Ⅰ-８．学校の臨時休業
等を円滑に進めるため
の環境整備

178,000 60,000
R2.4.1～
R3.3.31

令和3年3月31日まで放課後児童健全育成事業に係る感染症対策事業を実
施（緊急事態宣言期間）
■小学校臨時休校に係る学童開所時間を早めたことによる指導員時間外
手当4名分　計141,067円
■学童クラブの利用を自粛した場合の利用料（保育料）の減免相当額
（対象者34人臨時休校の日数）　 計109,812円
合計250,879円
250,879円×1/3≒83,626円（国費83,000円、道費83,000円）
250,879円‐国83,000円-道83,000円＝84,879円

250,879 84,879

緊急事態宣言期間中、小学校臨時休校にあたり開所時
間を早めて学童クラブを開所し、児童を預かること
で、保護者が安心して就労することができた。また、
その間に学童の利用を自粛した保護者に対し、利用料
を減免したことにより、経済的負担を軽減することが
できた。

Ⅰ-１．マスク・消毒液
等の確保

52 単 消防本部
救急現場感染防止
対策事業

①救急活動時に必要となる感染防止衣等の感染防止対策用品の整
備
②③マスク等衛生用品費3,051千円、殺菌線消毒ロッカー等備品購入
費357千円
④夕張市消防本部

新型コロナウイルス感染防止対策用品を整備すること
により、救急隊員の感染予防強化が図られた。

3,408,000 3,408,000
R2.11.9～
R3.3.30

令和3年3月30日までに納品
　ロールシーツ　 @27,640円×1箱×1.1=30,404円
　NWｽﾄﾚｯﾁｬｰ　　  @15,100円×1箱×1.1=16,610円
　針捨てﾎﾞｯｸｽ(鋭)@3,995円×1箱×1.1=4,394円
　針捨てﾎﾞｯｸｽ(固)@5,440円×1箱×1.1=5,984円
　不織布ﾏｽｸ　　  @14,000円×3箱×1.1=46,200円
　消毒用ｱﾙｺｰﾙ　  @300円×100本×1.1=33,000円
　救急車内保護ｼｰﾄ@6,150円×3箱×1.1=20,295円
　N95ﾏｽｸ　　　　 @14,500円×40箱×1.1=638,000円
　手指消毒ｱﾙｺｰﾙ  @6,700円×10箱×1.1=73,700円
　ハンドソープ　 @3,300円×16箱×1.1=58,080円
　ペーパータオル @2,930円×10箱×1.1=32,230円
　ウェットタオル @3,240円×10箱×1.1=35,640円
　ｳｪｯﾄﾀｵﾙ(詰替)  @1,800円×50袋×1.1=99,000円
　ｳｪｯﾄﾃｨｯｼｭ　　　@200円×30個×1.1=6,600円
　ｳｪｯﾄﾃｨｯｼｭ(詰替)@375円×90個×1.1=37,125円
　ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ　　　@1,000円×17箱×1.1=18,700円
　ﾏｽｸ用ｱｲｶﾞｰﾄﾞ　 @10,000円×5箱×1.1=55,000円
　医療用ｸﾞﾛｰﾌﾞ　 @3,670円×15箱×1.1=60,555円
　ﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞ　　  @181円×500枚×1.1=99,550円
　医療用ｸﾞﾛｰﾌﾞ　 @4,670円×25箱×1.1=128,425円
　非接触型体温計 @8,200円×3台×1.1=27,060円
　感染防止衣　　 @1,610円×500着×1.1＝885,500円
　防護服　　　　 @2,422円×60着×1.1=159,852円
　人口鼻　　　　 @1,330円×50個×1.1=73,150円
　人口鼻（ﾐﾆ）　 @1,390円×40個×1.1=61,160円
　白衣殺菌ﾛｯｶｰ　 @190,000円×1台×1.1=209,000円
　ｵｿﾞﾝ発生装置　 @346,500円×1台×1.1=381,150円
　人工呼吸器　　 @640,000円×1台×1.1=704,000円
　収納棚　　　　 @35,000円×2台×1.1=77,000円
　物品消毒液(5ℓ) @20,000円×1本×1.1=22,000円
　物品消毒液(2ℓ) @9,000円×1本×1.1=9,900円

　合計　4,109,264円

4,109,264 4,109,264



56 補
教育課
学校教育係

学校保健特別対策
事業費補助金

①学校再開等にあたり集団感染のリスクを避けるため、必要物資を
整備するもの。
②③マスク・消毒液等87千円、非接触型体温計90千円
④小・中学校

Ⅰ-１．マスク・消毒液
等の確保

177,000 49,000
R2.4.1～
R2.8.6

令和2年8月6日までに納品
・アルコール消毒液（小・中学校）合計26,752円
・非接触体温計（小・中学校）
　@8,800円×3個＝26,400円
　@7,502円×3台＝22,506円、@5,500円×4台＝22,000円
　合計　97,658円

97,658 49,658

・新型コロナウイルス感染症が拡大する中、消毒用ア
ルコール及び非接触体温計が入手困難であった時期に
購入し感染症対策に資することができた。

57 補
教育課
学校教育係

学校保健特別対策
事業費補助金

①学校再開等に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業。
②③小学校2,000千円(消耗品・備品)、中学校2,000千円(消耗品・備
品)　計4,000千円
④小・中学校

Ⅰ-８．学校の臨時休業
等を円滑に進めるため
の環境整備

4,000,000 2,000,000
R2.4.1～
R3.3.31

令和3年3月31日までに納品
（主な購入品）
・飛沫防止パーテーション（小学校）
　@2,022円×35枚＝70,070円、@1,441円×18枚＝25,938円
・ホワイトボード（小学校）@19,580円×3台＝58,740円
・ハンドソープ（小学校）　合計3,160円
・フェイスシールド（中学校）@500円×274個＝137,000円
・液晶プロジェクター（小・中学校）　合計259,600円
令和3年1月18日　ノートパソコン整備委託契約
令和3年3月22日　小・中学校に納入、設定完了
・ノートパソコン（小学校）@268,125円×3台＝804,375円
・ノートパソコン（中学校）@268,125円×5台＝1,340,625円
　合計　3,999,310円

3,999,310 2,000,310

・新型コロナウイルス感染症が拡大する中、フェイス
シールドやパーテーションを購入し、安心して児童生
徒が授業に臨める環境を整備した。
・プロジェクターやノートパソコンの整備により、タ
ブレットを用いた学習と連動し、より児童生徒にとっ
て理解しやすい学習環境とすることができた。

58 補
教育課
学校教育係

公立学校情報機器
整備費補助金

①学校休業を行う際の学習の保障(GIGAスクール構想実現)
②③学校からの遠隔学習機能強化(カメラ・マイク等整備)　70千円
④小・中学校

Ⅰ-８．学校の臨時休業
等を円滑に進めるため
の環境整備

70,000 35,000
R3.1.6～
R3.1.18

オンライン学習配信用マイク・カメラ購入
・カメラ（小・中学校）@7,150円×2個＝14,300円
・スピーカーフォン（小・中学校）@26,290円×2個＝52,580円
　合計　66,880円

66,880 33,800

・GIGAスクール構想に基づき、必要な機器の導入を完
了することができた。
・zoomを用いた授業のオンライン配信に活用する等、
児童生徒の学びを止めない環境を構築することができ
た。

59 補
教育課
学校教育係

文化芸術振興費補
助金

①文化施設(博物館)再開等にあたり、感染症対策に要する物資を整
備するもの。
②③地下展示坑道内換気設備改修　2,453千円
④夕張市石炭博物館

Ⅲ-１．観光・運輸業、
飲食業、イベント・エ
ンターテインメント事
業等に対する支援

2,453,000 1,227,000
R2.10.12～
R3.3.30

・令和2年10月12日　地下展示坑道内換気設備改修工事契約
・令和3年2月19日　完了

　　工事一式　2,420,000円

2,420,000 1,210,000

石炭博物館地下展示室の換気設備を改修することによ
り館内の換気改善を行い、コロナ基本対策として「密
閉解消」することができた。

60 補
教育課
学校教育係

学校臨時休業対策
費補助金

①R2.3月の一斉臨時休校による給食費返還に係る食材のキャンセル
料
②③学校給食費返還事業196千円
④給食関連業者

Ⅰ-８．学校の臨時休業
等を円滑に進めるため
の環境整備

196,000 50,000
R2.5.27～
R2.6.30

令和2年5月27日　夕教第18号指令
・学校給食費返還等事業補助
　合計151,119円

151,119 38,119

・一斉臨時休校により、キャンセルできなかった給食
食材に係る経費を補助することができ、保護者の負担
を軽減することができた。

61 補
教育課
学校教育係

学校臨時休業対策
費補助金

①給食関連事業者の衛生管理に係る経費を補助するもの。
②③衛生管理改善事業1350千円
④給食関連業者

Ⅰ-８．学校の臨時休業
等を円滑に進めるため
の環境整備

1,350,000 450,000
R2.5.27～
R2.11.30

令和2年5月27日　夕教第17号指令
・衛生管理改善事業補助　合計750,000円
令和2年6月12日　夕教第23号指令
・衛生管理改善事業補助　合計300,000円
　合計　1,050,000円

1,050,000 350,000

・新型コロナウイルス感染症対策として、給食関連事
業者の衛生管理改善のための補助を行い、安心安全な
給食の提供につなげることができた。

62 補 消防本部

夕張市消防本部新
型コロナウイルス感
染症クラスター発生
に伴う対応経費

①②消防本部で発生した新型コロナウイルス集団感染の対応に要し
た経費2,321千円
③・庁舎消毒に要した経費330千円（うち220千円は道負担金）
　・感染防止のための備品・消耗品購入費1,991千円
④夕張市消防本部

②-Ⅰ-１．医療提供体
制の確保と医療機関等
への支援

2,321,000 2,101,000
R2.10.14～
R2.11.4

　道内各消防本部からの応援隊員待機場所設置に係る経費
　

　庁舎消毒
　　消防庁舎消毒業務委託　一式　330,000円(うち道負担金220,000円)
　
  消防庁舎内感染防止対策物品
　　カーペット　 一式　 52,448円
　　寝具ｾｯﾄ　　　一式　 65,912円
　　ﾏｯﾄﾚｽ　　　　一式　 49,874円
　　敷布団　　　 一式　 30,852円
　　毛布　　　　 一式　135,894円
　　枕　　　　　 一式　 26,268円
　　ｶｰﾃﾝ　　　　 一式　157,366円
    小　計　　　　　　 518,614円
　布団乾燥機      @6,578円×2台=13,156円
　寝具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ　　 @295円×48枚×1.1=15,576円
　PCR検査　　　　 @18,000円×73名=1,314,000円

2,320,007 2,100,007

№63の期間中における応援隊の待機場所の提供及び119
番通報の受信に必要な体制を確保することにより、市
民サービスの低下を回避することができた。



63 補 消防本部

夕張市消防本部新
型コロナウイルス感
染症クラスター発生
に伴う負担金

①消防本部で発生した新型コロナウイルス集団感染の対応に道内各
消防本部から応援隊員の派遣を依頼した。
②③派遣及び市内での活動に要した経費に係る負担金4,319千円
④夕張市消防本部

②-Ⅰ-１．医療提供体
制の確保と医療機関等
への支援

4,319,000 4,319,000
R2.10.14～
R3.3.25

　19消防局・消防署　4,307,784円 4,307,784 4,307,784

道内各消防本部から応援隊の派遣を受け、消防・救
急・救助業務等を提供することにより、市民サービス
低下を回避できた。

64 単
地域振興課
商工観光係

感染症緊急経済対
策支援（プレミアムチ
ケット発行分）

①プレミアムが付与されたチケットを販売することで、市民の市内での
消費を喚起し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた経済の活
性化を図る。
②プレミアムチケット発行
③プレミアムチケット引換券発送465千円
　 プレミアムチケット販売補助54,950千円
④市内事業者

①-Ⅱ-３．事業継続に
困っている中小・小規
模事業者等への支援

55,415,000 55,415,000
R3.4.19～
R4.3.15

事業実施主体：夕張商工会議所
交付決定日：R3.4.21
実績報告日：R4.3.15
引換費　　　　　50,963,500円
商品券作成費　　 2,916,980円
会場使用料　　　 1,615,520円
人件費　　　　　 2,202,440円
感染対策費　　　　　31,448円
その他諸経費　　 　508,824円
予備費　　　　　 　332,358円
販売手数料　　　 2,051,100円
換金手数料　　　 3,069,830円
　　計　　　　　63,665,000円
通信運搬費　　　　 356,580円
消耗品費　　　　　　84,578円
　　計
　　合計　　　　64,106,158円

64,106,158 51,235,000
　コロナの影響により消費に与える影響を緩和すると
ともに、地域経済の下支えと活性化に寄与した。

65 単
地域振興課
商工観光係

感染症緊急経済対
策支援（雇用促進助
成金分）

①市内事業所の相次ぐ閉鎖等に伴う離職者の市内での就業を促す
ため、当該離職者を新たに正規雇用する市内事業者に対し助成金を
支給する。
②雇用促進助成金
③雇用１名当り500千円×40名＝20,000千円
④離職者、市内事業者

①-Ⅱ-１．雇用の維持 20,000,000 20,000,000
R3.3.29～
R4.3.31

非正規雇用250,000円×3名＝750,000円
正規雇用500,000円×6名＝3,000,000円
　　　　　計　　　　　　3,750,000円

3,750,000 3,750,000

　コロナの影響により、市内事業所の相次ぐ閉鎖等に
伴う離職者の市内での就業を促すため本事業を実施
し、産業振興と雇用の維持に寄与した。
　しかしながら、市外への転居・転職等による状況も
あり、予定額より減少する実績となった。

66 単
教育課
学校教育係

児童生徒情報化促
進

①GIGAスクール構想（小中学校の１人１台タブレット端末）の推進に
向け、タブレット端末を追加購入する。
（小学校130台、中学校30台）
②③タブレット1式　160台整備　10,434千円
④小・中学校

①-Ⅰ-８．学校の臨時
休業等を円滑に進める
ための環境整備

10,434,000 5,476,000
R2.9.25～
R3.3.10

令和2年9月25日　端末140台（小70台、中70台）購入等契約
令和3年3月10日　小・中学校へ納入、設定完了
・端末　＠48,840円×140台＝6,837,600円
　（保護カバー、ライセンス料含む）
・クラウド構築支援及び技術サポート等　合計3,595,900円
　合計　10,433,500円

10,433,500 5,476,500

・GIGAスクール構想に基づき、必要な機器の導入を完
了することができた。
・クラウド対応とすることで、文部科学省が提唱する
環境を構築することができた。


