
令和３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 補
生活福祉課
子ども・子育て支
援係

保育対策事業費補
助金

（保育対策総合支援事業費補助金）
①保育所等において、感染症対策を徹底しつつ、事業を継続的に
実施していくために必要な経費に対する補助金の市費分（財源充
当）
②③補助率　国1/2、市1/2
1施設当たり
　・定員20～59人（新夕張・沼ノ沢）400,000円…A
　・定員60人～（丘の上こども園）500,000円…B
　　（A×2施設+B×1施設）/2＝650,000円
④認可保育所2か所、認定こども園1カ所

①-Ⅰ-１．マスク・消
毒液等の確保

1,300,000 650,000
R3.4.1～
R4.3.24

保育所等の職員が感染症対策の徹底を図りながら保育を継続的に実施す
るのに必要な経費等に対する補助

1施設あたり　①定員20～59人　上限400千円
　　　　　　 ②定員60～　　　上限500千円
補助割合（保育対策総合支援事業費補助金）　国1/2

【実績】新夕張保育園（①）　444,201円　基準額400,000円
　　　　沼ノ沢保育園（①）　409,941円　基準額400,000円
　　　　丘の上こども園（②）508,114円　基準額500,000円
　　　　　　　　　　　　　　　基準額3園合計 1,300,000円

1,300,000 650,000

各園における、新型コロナウイルス感染症対策に係る
備品の配置、及び職員による徹底した消毒作業等の実
施により、感染予防の強化を実現することができた。

2 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

①地域子ども子育て支援事業（放課後児童健全育成事業）におい
て、感染症対策を徹底しつつ、事業を継続的に実施していくため
に必要な経費に対する交付金の市費分（財源充当）
②③補助率　国1/3、道1/3、市1/3
1支援あたり
　・利用定員～19人（若菜学童）300,000円…A
　・利用定員20～59（清水沢学童）400,000円…B
　（A+B）/3＝234,000円
④学童クラブ2か所

①-Ⅰ-１．マスク・消
毒液等の確保

700,000 234,000
R3.4.1～
R4.3.31

令和4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実施（学
童クラブ2か所分）
■感染症対策に係る消耗品（除菌剤等）計399,584円…A
■学童クラブ支援員消毒作業に係る時間外手当　計266,566円…B
①@1,178円×161時間(3人分)＝189,658円
②@1,479円×52時間（1人分)＝76,908円
A+B＝666,150円×1/3＝222,050円(国費222,000円、道費222,000)
666,150円‐国222,000円-道222,000円＝222,150円

666,150 222,150

新型コロナウイルス感染症対策に係る除菌剤等の購入
や支援員による徹底した消毒作業により感染予防の強
化を実現することができた。

3 単
生活福祉課
子ども・子育て支
援係

学童クラブ感染症
対策事業

①学童クラブにおいて、感染症対策用品を購入し、感染症対策を
徹底する。
②③消耗品費
除菌・抗菌剤@9,900円×10個＝99,000円
自動ｾﾝｻｰ式水栓蛇口@8,778円×6個＝52,668円
飛沫防止3面ｶﾞｰﾄﾞ児童用@850円×40個＝34,000円
その他空気清浄機用ﾌｨﾙﾀｰ等　100,870円
計286,538円≒287,000円
④学童クラブ2か所

①-Ⅰ-１．マスク・消
毒液等の確保

287,000 287,000
R3.10.1～
R4.3.31

令和4年3月28日までに購入　学童クラブ2か所分
除菌抗菌剤@8,800円×17個＝149,600円
自動ｾﾝｻｰ式水栓蛇口@7,021円×3個＝21,063円（若菜学童分）
飛沫防止3面ｶﾞｰﾄﾞ児童用@770円×40個＝30,800円
加湿空気清浄機ﾌｨﾙﾀｰ①@7,260円×2個＝14,520円
加湿空気清浄機ﾌｨﾙﾀｰ②@7837.5円×2個＝15,675円
加湿空気清浄機ﾌｨﾙﾀｰ③@3,344円×2個＝6,688円
加湿空気清浄機ｲｵﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞ@1,760円×4個＝7,040円
加湿空気清浄機交換用ﾕﾆｯﾄ@6,930円×2個＝13,860円
加湿空気清浄機使捨ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ@1,045円×12個＝12,540円
ｺｰﾄﾞﾚｽ掃除機ｽﾎﾟﾝｼﾞﾌｨﾙﾀｰ@385円×6個＝2,310円
ｺｰﾄﾞﾚｽ掃除機ｸﾘｰﾝﾌｨﾙﾀｰ@1,320円×6個＝7,920円
ｺｰﾄﾞﾚｽ掃除機取替ﾌﾞﾗｼ@2,420円×2個＝4,840円
合計286,856円

286,856 200,000

学童クラブ内の消毒や自動センサー式水栓蛇口の取
付、また、加湿空気清浄機のﾌｨﾙﾀｰやｺｰﾄﾞﾚｽ掃除機のﾌｨ
ﾙﾀｰなど、こまめに交換することで室内を清潔に保ち、
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。

4 単
生活福祉課
子ども・子育て支
援係

保育所等事業体制
継続化事業

①市内認定こども園において、手洗い場の水栓を自動化し、染症
対策を徹底する。（接触感染のリスクの減）
（基本的対処方針（令和3年8月25日変更）27ページ目）
②③
■修繕料
非接触型水栓化工事　23カ所　1,672,000円
・台付自動水栓　1,158,740円（単価50,380円×23カ所）
・架橋ポリエチレン管及び継手一式　133,133円
・その他　380,127円（水栓化労務費、配管切替労務費）
④ゆうばり丘の上こども園

①-Ⅰ-１．マスク・消
毒液等の確保

1,672,000 1,672,000
R3.10.27～
R4.1.14

丘の上こども園
既存水洗から非接触型水洗への取替工事 23台
工期：R3.10.27～R4.1.14

工事一式　1,628,000円
1,628,000 942,000

当該工事の実施により、手洗い場等において水道のハ
ンドルに触れることなく水を使用することができるよ
うになり、園内の衛生状態をより高度に保つことが可
能となったため、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。

5 － － － － － － － － － － －

6 単
生活福祉課
生活福祉係

新型コロナウイル
ス感染症対応休業
支援金

①新型コロナウイルス感染症拡大に伴う北海道における緊急事態
宣言時において、市の要請に対応し、一定期間の休業を実施した
老人福祉施設の指定管理者に対し休業支援金を給付する。
②休業に対する支援金
③1団体、100千円
④夕張市社会福祉協議会（老人福祉会館）

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

100,000 100,000
R3.9.21～
R3.10.14

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言時の休業を実施した
老人福祉施設の指定管理者に対し休業支援金を給付

休止期間　令和3年4月1日～令和3年4月10日
　　　　　令和3年5月17日～令和3年6月18日

　支援金額　100,000円

100,000 100,000

休業を余儀なくされ、施設運営に影響が出たが、支援
金の給付により、円滑な施設運営が行うことができ
た。



7 単
生活福祉課
生活福祉係

指定管理者への感
染症対策費補助

①新型コロナウイルス感染症対策に係る支援事業。
②③タブレット型体温計　270千円、消毒液165千円、ペーパータ
オル25千円、総計460千円
④夕張市社会福祉協議会（老人福祉会館）

①-Ⅰ-１．マスク・消
毒液等の確保

460,000 460,000
R3.9.21～
R3.12.2

老人福祉会館への感染症対策補助

・令和3年10月11日　補助申請
・令和3年10月21日　補助決定
・令和3年11月4日　補助金概算交付
・令和3年11月30日　実績報告

　・タブレット型体温計一式　270,600円
　・ペーパータオル　@132×225個＝29,700円
　・消毒液　　　　　@5,390×22本＝118,580円
　・オートディスペンサー　@3,179×3台＝9,537円
　・ハンドソープ　＠440×72本＝31,680円
　
　合計460,097円（の内460,000円を補助）

460,000 460,000

市内公共施設利用の際に検温や手指消毒など実施する
ことにより、施設内における新型コロナウイルス感染
予防強化が図られた。

8 単 消防本部
新型コロナウイル
ス感染防止対策

①救急活動時に必要となる感染防止対策用品及び救急隊員熱中症
対策整備
②③（消耗品費）
　　　ｻｰｼﾞｶﾙﾏｽｸ　100箱×@385円=38,500円
　　　N95ﾏｽｸ 100箱×@2,805円=280,500円
　　　ｵｷｼﾏｽｸ 5箱×@16,390円=81,950円
　　　　　　合計401千円
　　（備品購入費）
　　　流量計付減圧弁　2個×@51,425円=102,850円
　　　クールベスト　10着×@49,280円=492,800円
　　　　　　合計　596千円
④夕張市消防本部

①-Ⅰ-１．マスク・消
毒液等の確保

997,000 997,000
R3.9.22～
R4.1.18

　ｻｰｼﾞｶﾙﾏｽｸ　　　　 @300円×130箱×1.1=42,900円
　N95ﾏｽｸ　　　　　　@5,700円×44箱×1.1=275,880円
　オキシマスク　　　@14,900円×5箱×1.1=81,950円
　流量計付減圧弁　　@46,750円×2個×1.1=102,850円
　クールベスト　　　@44,800円×10着×1.1=492,800円

　合計　　996,380円

996,380 996,000

感染防止対策用品を整備することにより、コロナ禍に
おける救急隊員の感染防止強化及び熱中症対策が図ら
れた。

9 単 消防本部
救急車内感染拡大
防止

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感染防止搬送用具　1,700千円、車両ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ　643千円
④夕張市消防本部

①-Ⅰ-３．医療提供体
制の強化

2,343,000 2,343,000
R3.9.21～
R3.12.28

　救急車隔離壁　　　@584,000円×1台×1.1=642,400円
　感染防止搬送用具　@1,542,750円×1台×1.1=1,697,025円

　合計　2,339,425円

2,339,425 2,339,000

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。

10 単 消防本部 仮眠室整備事業

①昨年、当消防本部で7名の陽性者が発生したクラスターは、一
度に10名ほどが使用する間仕切り等の無い仮眠室の環境の悪さが
原因の一つであるとして、保健所より指摘を受けたところ。カプ
セルベッドを整備しより個室に近い区画を形成するとともに、新
型コロナウイルス抑制に効果のある空調設備を強化することで感
染拡大防止を図る。
②仮眠室改装工事、カプセルベット設置、空調設備取付、電源設
備
③仮眠室改修工事　一式　9,823千円
④夕張市消防本部

①-Ⅰ-１．マスク・消
毒液等の確保

9,823,000 9,823,000
R3.10.6～
R4.2.4

・令和3年10月26日　工事請負契約書締結
・令和4年1月6日　　設計変更（工事費341,000円増額）
・令和4年1月28日　 竣工
・令和4年2月4日　　完成検査

仮眠室整備工事　一式　9,801,000円

9,801,000 9,801,000

カプセルベッドを整備することにより、仮眠室内の個
室化が図られ職員間の新型コロナウイルス感染拡大の
リスクが低減された。

11 単 消防本部
避難所用ポータブ
ルトイレ購入

①コロナ禍における避難所設置時の衛生環境を保ち、感染予防対
策を講じるためポータブルトイレを購入
②③ﾄｲﾚ本体　5台×@160,500円=802,500円、各種消耗品等　5台
×@69,100円=345,500円　消費税　114,800円　合計　1,262,800
円（備品購入費）
④夕張市消防本部（防災備蓄品倉庫）

①-Ⅰ-１．マスク・消
毒液等の確保

1,263,000 1,263,000
R3.9.21～
R3.11.18

　災害用ﾄｲﾚ　　@156,900円×5台×1.1=862,950円
　各種消耗品　 @69,100円×5台×1.1=　380,050円

　合計　　1,243,000円

1,243,000 1,243,000

近年、災害が頻繁に発生していることから避難所開設
の際には、整備したポータブルトイレを活用し新型コ
ロナウイルス感染防止に努めると共に、安心・安全な
避難所運営を行っていく。

12 単 消防本部
消防庁舎トイレ洗
面台改修

①新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止のため、消防庁舎トイレの洗面台の
蛇口を非接触型の自動水栓化する
②③ﾄｲﾚ非接触型水洗化工事　一式　121,000円（2箇所）
④夕張市消防本部

①-Ⅰ-１．マスク・消
毒液等の確保

121,000 121,000
R3.9.21～
R3.10.21

　ﾄｲﾚ非接触型水栓化工事　一式　121,000円 121,000 121,000

非接触型の蛇口を整備することにより、接触回数を減
らせ庁舎内における新型コロナウイルス感染予防強化
が図られた。

13 単
土木水道課
土木係

道路維持センター
等室内用加湿空気
清浄機購入

①新型コロナウイルス感染対策として、密になりやすい道路維持
センターを含む３か所の作業員詰所に感染症対策として各２台ず
つ室内用加湿空気清浄機を購入する経費を計上する。
②100％交付金
③＠53,152円×４台＝212,608円（税込）
④道路維持センター等３施設

①-Ⅰ-２．検査体制の
強化と感染の早期発見

213,000 213,000
R3.10.7～
R3.10.18

R03.10.18納品
本町除雪センター、清水沢除雪センターに各1台
道路維持センターに2台を設置する。

153,120 153,000

施設内で空気清浄機を作動させることにより、
新型コロナウイルス感染予防を強化することが出来た
と判断する。



15 単
総務課
総務係

飛沫防止用アクリ
ルボード購入

①新型コロナウイルス飛沫感染予防対策のアクリルボードの購入
②③飛沫防止アクリルボード
・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞテーブル（大）　 5ケ×@20,500円＝102,500円
・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞテーブル（小） 　3ケ×@12,500円＝  37,500円
・食堂ﾃｰﾌﾞﾙ　                1ケ×@12,000円＝  12,000円
・議事堂・委員会 　　　　 17ケ× @9,800円＝ 166,600円
・議会応接　　　　　　 　　  1ケ×@20,500円＝ 20,500円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消費税＝　33,910
円
④市役所庁舎

①-Ⅰ-１．マスク・消
毒液等の確保

374,000 374,000
R3.9.22～
R3.11.4

令和4年11月4日検収
・アクリルパーテーション
　ミーティングテーブル用大　20,500円×5個＝102,500円
　ミーティングテーブル用小　12,500円×3個＝37,500円
　消防署食堂テーブル　12,000円×1個＝12,000円
　議事堂　9,800円×4個＝39,200円
　委員会室　9,800円×13個＝127,400円
　議長応接室　20,500円×1個＝20,500円
　消費税　33,910円
　　計　373,010円

373,010 373,000
個人が顔を向かい合わせる場面において飛沫が防が
れ、新型コロナウイルス感染の拡大防止が図られた。

16 単
総務課
総務係

市役所本庁舎トイ
レ洗面台改修

①新型コロナウイルス感染対策のため市役所本庁トイレを非接触
式水栓への取付工事及びセンサ付石鹸購入
②3,630千円
③非センサー水栓32台工事代含む一式
　センサー水石鹸18個工事代含む一式　　　　　3,630千円
④市役所庁舎

①-Ⅰ-１．マスク・消
毒液等の確保

3,630,000 3,630,000
R3.11.16～
R4.3.16

令和3年11月16日　契約
令和4年3月15日　竣工、検収
市役所本庁舎トイレ洗面台非接触型水栓化工事一式
3,250,000円×1.1＝3,575,000円

3,575,000 3,575,000
庁舎利用者の手指洗浄が徹底され、施設内における新
型コロナウイルス感染予防強化が図られた。

17 単 南支所
拠点複合施設りす
た感染症拡大防止
対策

①施設利用者の感染拡大防止対策の徹底を図るため必要な備品及
施設の整備。
②③ホワイトボード案内板3台　13千円
　　・角度調整付き案内板3台　23千円
　　・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型体温測定カメラ一式　271千円
　　・換気用網戸設置　　117千円　　等
　　　合　　計　747千円
④拠点複合施設　りすた

①-Ⅰ-１．マスク・消
毒液等の確保

747,000 747,000
R3.9.24～
R4.1.20

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型体温測定カメラ1台×@175,000円×1.1＝192,500円
両名ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ案内板3台×@11,800円×1.1＝38,940円
角度調整付き案内板1台×@24,000円×1.1＝26,400円
非接触型ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ5ｹ×@5,500円×1.1＝30,250円
足踏み消毒ﾎﾟﾝﾌﾟ1ｹ×@35,100円×1.1＝38,610円
透明ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙ2ｹ×@27,000円×1.1＝59,400円
ﾃﾞｨｽｸｽｸﾘﾝ4枚ｾｯﾄ3ｹ×@27,000円×1.1＝89,100円
高圧洗浄機1ケ×@44,000円×1.1＝48,400円

網戸1ケ×@106,000円×1.1＝116,600円
透明ｱｸﾘﾙ9ケ×@8,500円×1.1＝84,150円
透明ｱｸﾘﾙ用保管ﾗｯｸ1ケ×@11,000円×1.1＝12,100円
合計＝736,450円

736,450 515,000

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

①-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

14 単
総務課
情報管理係

夕張市職員テレ
ワーク及びWeb会議
用周辺機器整備

①市職員等への感染時対策及び、感染防止対策としてテレワーク
機器の導入及びリモート（Web）会議システムの導入
②テレワーク用機器及びWeb会議システム機器整備費用
③テレワーク用PC337,480円×10台　3,375千円
　システム機器導入整備　3,165千円
　システム利用LAN配線整備　275千円
④市役所

・テレワーク用のパソコンの導入とJ-LISのテレワーク
システムの活用により、職員によるテレワークの実証
試験を行い、本格導入に向けて制度設計を行っている
ところ。
・また、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の自
宅待機期間についても、本事業のパソコンを利用し
て、自宅で業務を続けることができた。
・新型コロナウイルス感染症の影響により増加してい
る行政機関や事業者等とのWeb会議について、実施する
際に必要となるパソコン等の機器や、接続できる場所
が不足していたことから、導入により効率的に会議に
参加できるようになった。

6,815,000 6,815,000
R3.10.6～
R4.2.14

（テレワーク用パソコン導入業務）
・令和3年10月13日　購入契約締結
・令和3年12月10日　納入・検収
・ノートパソコン1式10台(ライセンス含む）
　@1,790,850円×1式×1.1=1,969,935円
・令和3年12月15日　購入契約締結
・令和4年2月14日　納入・検収
・ノートパソコン1式5台(ライセンス含む)
　@1,164,950円×1式×1.1=1,281,445円
・令和3年12月27日　購入契約締結
・令和4年1月6日　納入・検収
・キャリングバック15個
　@2,160円×15個×1.1=35,640円
　
（Web会議システム導入業務）
・令和3年10月6日　購入契約締結
・令和3年12月10日　納入・検収
・ノートパソコン1式6台(ライセンス含む)、一体型Webカメラ6台、プロ
ジェクター2台、スクリーン2台、キャリングバック6台
　@2,373,030円×1式×1.1=2,610,333円
・令和4年1月7日　購入契約締結
・令和4年2月14日　納入・検収
・液晶ディスプレイ2台、ディスプレイスタンド2台、HDMIケーブル5m 3
本、HDMIケーブル10m 3本、マイクスピーカー3台
　@374,000円×1式×1.1=411,400円

（LAN配線整備業務）
・令和3年10月22日　業務委託契約締結
・令和3年12月22日　納入・検収
・3ヵ所の配線整備
　@250,000円×1式×1.1=275,000円

　合計 6,583,753円

6,583,753 6,023,490



18 単 南支所
中高生等の密集軽
減ための屋外誘導
対策

①密回避及び感染拡大防止のため、中高生等市民に施設内だけで
なく、屋外でも分散してバス待ちができるよう整備
②③パラソル及びパラソルベース2台　430千円
　　　テーブル2台及びアームチェア6台　616千円
　　　ﾍﾞﾝﾁ2台　356千円
　　　テント1式　154千円
　　　折りたたみイス10台　109千円
④拠点複合施設　りすた

①-Ⅰ-１．マスク・消
毒液等の確保

1,665,000 1,665,000
R3.9.28～
R3.12.29

ﾏｰｹｯﾄｱﾝﾌﾞﾚﾗ2ｹ×@130,000円×1.1＝286,000円
ﾊﾟﾗｿﾙﾍﾞｰｽ2ｹ×@48,000円×1.1＝105,600円
配送費1ｹ×@13,000円×1.1＝14,300円
ｻﾝﾚﾉﾃｰﾌﾞﾙ2ｹ×@93,600×1.1＝205,920円
ｻﾝﾚﾉﾁｪｱ6ｹ@50,000円×1.1＝330,000円
配送費1ｹ×@39,000円×1.1＝42,900円
ZWﾍﾞﾝﾁ2ｹ×@128,000円×1.1＝281,600円
配送費1ｹ×@20,000円×1.1＝22,000円
簡単ﾃﾝﾄ1ｹ×@79000円×1.1＝86,900円
ﾃﾝﾄ横幕・一方幕1ｹ×@10,000円×1.1＝11,000円
荷重ﾌﾟﾚｰﾄ4ｹ×@9,500円×1.1=41,800円
送料1ｹ×@8,000円×1.1＝8,800円
折りたたみｲｽ10ｹ×@9,000円×1.1＝99,000円
送料1ｹ×＠1ｹ×@3,800円×1.1＝4,180円
合計＝1,540,000円

1,540,000 1,540,000

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

19 単
地域振興課
企画係

地域魅力発信事業
（リモート関係人
口創出・拡大、情
報発信事業）

①外出自粛や３密回避等の行動制限がかかるなか、地域に訪れる
ことなく様々な形で携わっていただける関係人口を創出、拡大す
るほか、ふるさと納税による寄附者等に対し地域資源や産品、市
政やまちの情報についてPRするため、SNS等のWEB上での情報発信
の充実を図る。
②情報発信に必要な機材購入費
③動画等作成機材
　カメラ一式553,800円、PC1台210,000円、
　撮影ライト2台74,400円、三脚1台23,500円、
　その他付属品109,800円、消費税97,150円
④市役所

①-Ⅰ-６．情報発信の
充実

1,069,000 1,069,000
R3.11.25～
R4.1.31

情報発信に必要な機材購入　令和3年11月25日契約
　　　　　　　　　　　　　令和4年1月31日 納品

　カメラ一式535,400円、ＰＣ1台201,500円
　撮影ライト2台74,400円、三脚1台23,500円
　その他付属品136,900円　消費税97,170円
　合計1,068,870円

1,068,870 1,068,000

情報発信に必要な機材を購入し、市の特産品などを撮
影し、市ホームページやＳＮＳで情報を発信すること
ができ、コロナ渦においても夕張市のＰＲを行うこと
ができた。
令和4年度以降も、本機材を活用し、ＷＥＢ上でも市の
情報を発信する取組を継続する。

20 単
地域振興課
企画係

ふるさと納税返礼
品開発促進事業

①コロナ禍及びアフターコロナにおける経済活性化策として、地
元事業者が取り組む魅力あるふるさと納税返礼品の商品開発を推
進するため、必要な経費の一部を助成し、産業振興や雇用の確保
を図るとともに、ふるさと納税の拡大に繋げる。
②ふるさと納税返礼品の商品開発に係る原材料費、設備投資等に
対する助成金
③助成対象経費の1/2
　　・新規事業者　上限100万円×1件
　　・既存事業者　上限50万円×2件
④ふるさと納税返礼品取扱事業者

①-Ⅲ-２．地域経済の
活性化

2,000,000 2,000,000
R3.10.12～
R4.3.30

5事業者より申請があり、補助金交付　合計1,870,000円
　補助金額内訳
　・337,000円
　・103,000円
　・430,000円
　・500,000円
　・500,000円

1,870,000 1,870,000

5事業者で補助金を活用し、計8品が新たにふるさと納
税の返礼品となり、コロナ禍においても事業者のふる
さと納税返礼品開発の推進に寄与することができた。

21 単
地域振興課
商工観光係

道の駅夕張メロー
ド感染症対策事業

①道の駅は市における観光振興のシンボル、窓口となる施設であ
り、市全体の観光情報発信機能を担う施設であることから、感染
症対策及び観光情報の発信基地として充実させ、観光需要の早期
回復を目指し、本交付金により事業を実施する。
②（１）駅内における新型コロナウイルス感染症対策整備費。
　（２）観光情報発信等の整備費。
　（３）防災機能の整備費。
　（４）特産品等の研究開発費。
③（１）～（４）の経費合計20,000千円
④指定管理者

①-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

20,000,000 20,000,000
R3.10.18～
R4.3.15

事業実施主体：道の駅夕張メロード運営協議会
交付決定日：R3.12.8
実績報告日：R4.3.15

施設整備費(販売、休憩)　16,400,000円
施設整備費（情報発信）　2,800,000円
防災関係備品費　　　　　　300,000円
特産品企画・開発費　　　　300,000円
備品購入費　　　　　　　　200,000円
　　　計　　　　　　　　20,000,000円

20,000,000 20,000,000

　コロナ感染防止対策を含む施設整備、観光需要の早
期回復を図るための情報発信機能強化、施設内休憩ス
ペースの整備及び特産品の企画・開発、防災機能整
備、備品購入を実施。
　コロナの影響により減少している来場者及び観光需
要の早期回復を図り、地域経済の活性化に寄与するた
め、本事業により、来場者が安心して利用できる環境
を構築した。

22 単
地域振興課
商工観光係

『幸福の黄色いハ
ンカチ想い出ひろ
ば』魅力化整備事
業

①市の観光施設である幸福の黄色いハンカチ想い出ひろばについ
て、コロナ禍においても来場者を安全に受け入れられる対策を実
施し、観光需要の早期回復を図る。
②（１）換気設備整備等、感染症対策を施した建屋改修
　（２）密集を避けるための施設内周辺整備
③（１）～（２）の経費合計6,000千円
④指定管理者

①-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

6,000,000 6,000,000
R3.10.21～
R4.3.15

事業実施主体(指定管理者)：特定非営利活動法人ゆうばりファンタ
交付決定日：R3.12.3
実績報告日：R4.3.10

【事業費（補助対象経費）】
施設修繕費　　　　4,754,640円(4,754,640円)
換気対策費　　　　1,042,360円(1,042,360円)
備品購入費　　　　　205,886円(　203,000円)
　　　計　　　　　6,002,886円(6,000,000円)

6,000,000 6,000,000

　コロナ感染防止対策のため、施設内の換気機能整
備、見学設備の更新、備品購入を実施。
　コロナの影響により減少している来場者及び観光需
要の早期回復を図り、地域経済の活性化に寄与するた
め、本事業により、来場者が安心して利用できる環境
を構築した。

23 単
地域振興課
商工観光係

市内観光関連看板
等魅力化整備事業

①観光関連看板は、観光に限らず当市のイメージに影響を与える
性質も持ち合わせているため、afterコロナの観光需要回復に向
け、当市への積極的な誘導と市内周遊促進に繋げることで、観光
需要の早期回復が図られることを目指し実施する。
②看板改修費5箇所
③経費合計3,000千円
④市役所

①-Ⅰ-６．情報発信の
充実

3,000,000 3,000,000
R4.3.1～
R4.3.30

看板塗装・補修
国道274号夕張市農協銘産センター前
　　　　　　　　　　　　　　　　996,600円

看板塗装・補修
富野道道3号線沿い4連看板
富野道道3号線沿い看板　　　　 1,951,400円
　　　計　　　　　　　　　　　2,948,000円

2,948,000 2,948,000
　コロナの影響により減少している市内観光需要の早
期回復を図るための環境を構築した。



24 単
地域振興課
商工観光係

夕張市経営持続化
応援給付金事業

①長期にわたり新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、緊急
事態宣言が発出され、夕張市内の飲食店等に対し営業時間短縮等
の要請が出されたことにより、売上が減少した市内飲食店及び飲
食店と取引がある市内事業者に対し、給付金を支給し、事業の継
続と雇用の維持を支援する。
②経営持続化応援給付金　6,000千円
③100千円×60事業者＝6,000千円
④市内飲食店・喫茶店及びその取引事業者

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

6,051,000 6,051,000
R3.6.1～
R4.2.10

飲食関係事業者41件×100,000円＝4,100,000円
観光施設3事業者　　　　　　　　1,455,000円
　　　計　　　　　　　　　　　5,555,000円

消耗品費　　　　　　　　　　　　 33,940円
　　　合計　　　　　　　　　　5,588,940円

5,588,940 5,588,000
　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、事業の継続と雇用の維持に寄与した。

25 単
教育課
学校教育係

スクールバス運行
委託料

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を要求する
もの。（当初予算充当分）
②③スクールバス増便経費（＠8,148円×266日＝2,168千円)
④スクールバス委託業者

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

2,168,000 2,168,000
R3.4.1～
R4.3.31

・スクールバス運行委託料
　4月増便分　@7,407円×18日×1.1　合計146,658円
　5月増便分　@7,407円×21日×1.1　合計171,102円
　6月増便分　@7,407円×27日×1.1　合計219,987円
　7月増便分　@7,407円×19日×1.1　合計154,805円
　8月増便分　@7,407円×13日×1.1　合計105,919円
　9月増便分　@7,407円×20日×1.1　合計162,954円
　10月増便分　@7,407円×24日×1.1　合計195,545円
　11月増便分　@7,407円×25日×1.1　合計203,692円
　12月増便分　@7,407円×21日×1.1　合計171,102円
　1月増便分　@7,407円×13日×1.1　合計105,920円
　2月増便分　@7,407円×26日×1.1　合計211,840円
　3月増便分　@7,407円×18日×1.1　合計146,658円
 合計　1,996,182円

1,996,182 1,419,000

・令和2年度に続き、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、新型コロナウイルス感染防止
対策として、分散乗車が可能となり、密集軽減に効果
を発揮した。

26 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、ことばの教室及びスクールバスの感染症拡大防止に
消毒剤等消耗品の購入
②③アルコール消毒液等（465千円）
④小中学校、ことばの教室、スクールバス委託業者

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

465,000 465,000
R3.4.1～
R4.3.31

令和4年3月31日までに納品
・ペーパータオル（ことばの教室）　合計27,495円
・手指消毒用アルコール（ことばの教室）　合計25,386円
・飛散防止パネル土台（ことばの教室）　合計31,900円
・子ども用マスク（ことばの教室）@640円×50個＝32,000円
・アルコール消毒液（スクールバス）　合計103,800円
　合計　220,581円

220,581 154,000

・ことばの教室、スクールバスに感染症対策物品を購
入し、新型コロナウイルス感染症拡大防止に寄与する
ことができた。

27 補
教育課
学校教育係

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促進事業）
①GIGAスクール構想によるクラウド設定に係る保守費用
②③クラウド設定保守費用（150千円）
④小学校
財源内訳「その他」：一般財源

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

300,000 120,000
R3.4.1～
R4.3.31

クラウドネットワーク基盤保守業務
・(基本保守)MDM運用支援、ﾘﾓｰﾄ接続操作等支援　@220,000円
・(追加保守)1校につき月1回の運用支援対応想定　@39,600円×2
　合計　299,200円

299,200 120,000

･MDM運用によるクラウド一括管理により、端末ごとに
設定する必要がないため、セキュリティ面を含め安全
なタブレット学習環境を構築することができた。

28 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・中学校の修学旅行時の密集を避けるため、バス増便に要す
る経費等を要求するもの。
②③修学旅行等バス追加借上（1,280千円）
④バス事業者

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

1,280,000 1,280,000
R3.4.1～
R3.12.21

・中学校修学旅行（3年生）貸切バス増便補助　522,770円
・小学校見学旅行（2,3,4年生）貸切バス増便補助　231,000円
・中学校自主研修（2年生）貸切バス増便補助　115,080円
　合計　868,850円

868,850 868,000

・修学旅行及び校外学習等におけるバス移動の際も、
新型コロナウイルス感染症対策として、増便対応を行
い、分散乗車することで密を避けた環境を整備でき
た。

29 単
教育課
学校教育係

公共的空間安全・
安心確保事業（小
学校）

①小学校の学習活動の実施にあたり、集団感染のリスクを避ける
ため、必要な備品を整備するもの。
②③ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ、ﾃｰﾌﾞﾙ等（1,175千円）
④小学校

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

1,175,000 1,175,000
R3.9.21～
R3.11.2

令和3年11月2日までに納品
・ワイヤレスイヤホン（小学校）@22,000円×6個＝132,000円
・スティッククリーナー（小学校）　合計38,500円
・パーテーション（三面ｶﾞｰﾄﾞ）@850.3円×45枚＝38,263円
・アクリルパーテーション　@7,920円×14枚＝110,880円
・フラップテーブル　@20,515円×20台＝410,300円
・スタッキングチェア　@6,578円×60脚＝394,680円
・スタッキングチェア用台車　@25,080円×2台＝50,160円
　合計　1,174,783円

1,174,783 1,174,000

・新型コロナウイルス感染症対策備品の整備により、
児童が安心して授業に臨み、学習活動ができる環境を
整備することができた。

30 単
教育課
学校教育係

公共的空間安全・
安心確保事業（中
学校）

①中学校の学習活動の実施にあたり、集団感染のリスクを避ける
ため、必要な備品を整備するもの。
②③ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ、大型ﾓﾆﾀｰ等（1,652千円）
④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

1,652,000 1,652,000
R3.9.21～
R3.11.2

令和3年11月2日までに納品
・ドラム式洗濯機（中学校）　合計136,400円
・移動式パーテーション　@42,900円×2枚＝85,800円
・アクリルパーテーション　@13,200円×14枚＝184,800円
・65型液晶ディスプレイ　@149,930円×2台＝299,860円
・ディスプレイスタンド　@66,000円×2台＝132,000円
・プロジェクター　@231,000円×3台＝693,000円
　合計　1,531,860円

1,531,860 1,531,000

・新型コロナウイルス感染症対策備品の整備により、
生徒が安心して授業に臨み、学習活動ができる環境を
整備することができた。

31 単
教育課
学校教育係

公共的空間安全・
安心確保事業
（小・中学校非接
触型水栓整備）

①教育施設において、児童生徒及び利用者の感染症防止対策を継
続的に実施するため、トイレ手洗い場の水栓を非接触型に整備す
る経費。（小・中学校及び文化スポーツセンター）
②③非接触型水洗化工事4,367千円
④小中学校、文化ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

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

4,367,000 4,367,000
R3.10.26～
R4.1.21

令和3年10月26日　小・中学校非接触型水栓整備業務契約
　　　　　　　　 3,960,000円
令和4年1月12日　変更契約に伴う増　209,000円
令和4年1月14日　小・中学校及び文化ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰに設置完了
　合計　4,169,000円

4,169,000 4,169,000

・非接触の手洗い場水栓の整備により、接触感染を予
防することができ、新型コロナウイルス感染症対策に
効果を発揮した。



32 単
教育課
学校教育係

子供たちの学習保
障支援（小・中学
校）

①遠隔授業時、保護者等への連絡や問い合わせ対応のため、学校
における連絡体制強化に必要な電話機の増設
②③小中学校電話機（子機）の増設（688千円）
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

688,000 688,000
R3.6.29～
R3.7.26

令和3年6月29日　小学校ビジネスホン機器追加設置業務発注
令和3年6月30日　中学校ビジネスホン機器追加設置業務契約
令和3年7月26日　小・中学校に設置完了
・一式（小学校）　262,900円
・一式（中学校）　424,600円
　合計　687,500円

687,500 686,000

・コードレス電話機の増設により、遠隔事業時におい
ても、教員が教室等で電話することができる環境が整
えられ、連絡体制を強化できた。

33 － － － － － － － － － － －

34 単
教育課
社会教育係

密集軽減のための
社会教育活動事業
費補助

①社会教育事業での市外視察において、感染症防止対策として分
散して乗車するためのバス増台分（1台）。
②③バス借上料　71,000円
④バス事業者

①-Ⅰ-１．マスク・消
毒液等の確保

71,000 71,000
R3.6.17～
R3.10.21

令和3年10月6日市外視察
　バス借上料　【増便分(1台)】　70,400円 140,800 70,000

高齢者学級事業「もも倶楽部」における市外視察の
際、新型コロナウイルス集団感染防止対策とともに
ソーシャルディスタンスを保つためにバスを増便した
ことにより感染予防をすることができた。

35 単
教育課
学校教育係

公共的空間安全・
安心確保事業（夕
張市ゆうばり小・
夕張中共同調理場
感染拡大防止事
業）

①小中学校への給食提供の実施にあたり、集団感染のリスクを避
けるため、ウイルスに対する殺菌能力を向上させる、食器等の保
管機の購入。
②③食器等の保管機（8,653千円）
④共同調理場

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

8,653,000 8,653,000
R3.9.21～
R3.12.27

令和3年10月21日　共同調理場備品購入契約
令和3年12月27日　共同調理場に設置完了
・器具消毒保管機　@924,000円×1個
・消毒保管機　@2,123,000円×1個、@1,782,000円×2個
・クリーンロッカー　@440,000円×2個
・包丁まな板殺菌庫　@242,000円×1個
・運搬搬入費　220,000円　・電気接続費　330,000円
　合計　8,283,000円

8,283,000 8,283,000

・給食で用いる食器に付着するウイルス等の殺菌能力
を向上させ、新型コロナウイルス感染症対策を強化で
き、衛生的かつ安心安全な給食の提供に資することが
できた。

36 単
教育課
社会教育係

社会教育施設の新
型コロナ感染防止
対策経費

①社会教育施設（健康会館・市営球場・ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場・ﾋｭｯﾃ）にお
いて、利用者の安心・安全を確保すべく感染症防止対策を継続的
に実施するために必要なアルコール消毒液等必要な物資を購入す
るもの。
②③アルコール消毒液等55千円
④各指定管理者

①-Ⅰ-１．マスク・消
毒液等の確保

55,000 55,000
R3.5.18～
R3.6.3

令和3年5月26日までに納品
　手指アルコール消毒液(5ℓ)　＠11,000円×4個＝44,000円
　内訳　・夕張市健康会館　　　　 5ℓ
　　　　・夕張市営球場　　 　　　5ℓ
　　　　・紅葉山パークゴルフ場　 5ℓ
        ・夕張岳ヒュッテ　　　　 5ℓ

44,000 44,000

社会教育施設において、新型コロナウイルス感染拡大
防止対策を徹底した上で施設再開するにあたり、必要
な施設内の消毒等に係る物品等を購入し、利用者の安
全・安心に努めることができた。

37 単
教育課
社会教育係

指定管理者への感
染症対策費補助

①社会教育施設指定管理者（ＮＰＯ法人炭鉱の記憶推進事業団・
ＮＰＯ法人夕張市体育協会）において、管理施設の利用者の安
心・安全を確保すべく感染症防止対策を継続的に実施するために
必要なアルコール消毒液等必要な物資を購入し、補助するもの。
②③アルコール消毒液等526千円
④各指定管理者

①-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

526,000 526,000
R3.9.21～
R4.3.15

（石炭博物館）
令和3年9月21日交付決定
令和4年3月4日完了
　感染防止対策費補助　189,200円
　
（文化スポーツセンター等）
令和3年9月21日交付決定
令和4年3月15日完了
　感染防止対策費補助　336,800円
　
　合計　526,000円

526,000 526,000

社会教育施設指定管理者（ＮＰＯ法人炭鉱の記憶推進
事業団・ＮＰＯ法人夕張市体育協会）において、新型
コロナウイルス感染症防止対策を継続的に実施するた
めに必要なアルコール消毒液等必要な物資を購入する
経費を補助することにより、施設利用者の安心・安全
を確保することができた。

38 補
教育課
社会教育係

文化芸術振興費補
助金

（文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業）

（夕張市石炭博物館感染拡大防止対策事業）
①夕張市石炭博物館における施設内の飛沫感染防止対策、換気設
備強化、来館者の体温測定設備の強化を図るために、網戸設置お
よびタブレット型体温測定カメラを購入・設置するもの。
②③飛沫感染アクリルボード・タブレット型体温測定カメラ・網
戸970千円
④石炭博物館
財源内訳「その他」：一般財源

①-Ⅰ-１．マスク・消
毒液等の確保

970,000 388,000
R3.9.21～
R4.3.15

（アクリルボード等）
令和3年10月25日契約
令和3年11月15日納品完了
　・飛沫感染防止アクリルボード　＠8,580円×40個＝343,200円
　・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型体温測定カメラ　＠206,800円×1台＝206,800円
　・フロアスタンドブラケット＠33,000円×1台＝33,000円
　計　583,000円

（アクリルボード等）
令和3年10月18日発注
令和3年12月9日納品完了
　・網戸設置　＠262,900円×一式＝262,900円
　計　262,900円

合計　845,900円

845,900 338,360

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」に沿った予防対策を実施す
るため、施設内の換気設備整備および来館者の体温測
定設備の強化等を目的とした物品を購入したことで、
新型コロナウイルス感染予防をすることができた。

39 単
教育課
社会教育係

夕張岳観光掲示板
設置事業

①国の天然記念物指定を受けており、市外の登山者が多く駆け付
ける夕張岳の登山道入口横に位置する鹿島眺望公園内に夕張岳観
光掲示板を設置し、感染の収束後の交流人口の獲得に向けて夕張
岳の魅力を発信するもの。
②③夕張岳観光掲示板設置工事費297千円
④夕張市

②-Ⅱ-６．地方への人
の流れの促進など活力
ある地方創り

297,000 297,000
R3.8.4～
R3.10.7

令和3年8月4日発注
令和3年8月31日設置完了
　・夕張岳観光掲示板設置工事　一式　計　260,700円

260,700 260,000

国の天然記念物指定を受けており、市外の登山者及び
観光者が多く駆け付ける夕張岳の登山道入口横に位置
する鹿島眺望公園内に感染の収束後の交流人口獲得に
向けた夕張岳観光掲示板を設置し、コロナ禍における
文化財の周知及び夕張岳の魅力を発信することができ
た。



40 単
教育課
社会教育係

ゆうばり文化ス
ポーツセンター感
染拡大防止対策事
業

①文化スポーツセンターにおいて、利用者の安心・安全を確保す
べく感染症防止対策を継続的に実施するために必要な対策を行う
経費。
②③タブレット型体温測定カメラ・網戸670千円
④文化スポーツセンター

①-Ⅰ-１．マスク・消
毒液等の確保

670,000 670,000
R3.9.21～
R4.1.27

（体温測定カメラ等）
令和3年10月11日発注
令和3年10月29日納品完了
　・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型体温測定カメラ　＠228,800円×1台＝228,800円
　・フロアスタンドブラケット＠41,800円×1台＝41,800円
　計　270,600円

（網戸）
令和3年10月18日発注
令和3年12月9日納品完了
　・網戸設置　＠399,300円×一式＝399,300円
　計　399,300円

合計　669,900円

669,900 669,000

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」に沿った予防対
策を実施するため、施設内の換気設備整備および来館
者の体温測定設備の強化等を目的とした物品を購入し
たことで、新型コロナ感染症感染予防をすることがで
きた。

41 単
教育課
社会教育係

新型コロナウイル
ス感染症対応休業
支援金

①緊急事態宣言中、施設の休止・休館要請に協力いただいた指定
管理者へ、施設再開の円滑な管理を行う観点から休業支援金を給
付する。
②③新型コロナウイルス感染症対応休業支援金400千円
④各指定管理者

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

400,000 400,000
R3.9.21～
R3.10.28

（支援金対象施設）
　・NPO法人炭鉱の記憶推進事業団（100千円）-石炭博物館
　・NPO法人夕張市体育協会（100千円）-文化ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ他
　・市民健康会館運営委員会（50千円）-市民健康会館
　・夕張軟式野球連盟（50千円）-夕張市営球場
　・紅葉山ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場を守る市民の会（50千円）
     -紅葉山ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場
　・ユウパリコザクラの会（50千円）-夕張岳ヒュッテ
（内訳）
　　・100千円×2団体＝200千円
　　・ 50千円×4団体＝200千円
合計　400,000円

400,000 400,000

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

42 単
教育課
社会教育係

図書館パワーアッ
プ事業

①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蔵書の購入400千円
④りすた図書館

①-Ⅰ-６．情報発信の
充実

400,000 400,000
R3.9.21～
R4.3.3

（図書購入）
　令和4年2月17日までに納品
　児童図書・一般図書（231冊）　399,926円

399,926 399,000

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。

43 単
保健福祉課
保健係

健康管理システム
整備事業

事業番号51と同一事業（地方単独分）

①新型コロナウイルス感染症において、基礎疾患の有無が重症化
を左右する大きな要因とされるなど、市民の健康管理情報の把握
は、今後の様々な感染症対策においても重要な要素になると考え
られる。
基礎疾患に関連する健診の情報や、コロナワクチン接種履歴をは
じめとする予防接種管理情報など、現在、個別のデータとして取
扱っている各種情報を、市販の自治体向け健康管理システムの導
入により一元化し、データ管理の省力化を図る。
また、システム導入により、市民の健康管理情報を効率的に把握
できるようにすることで、今後、市が新たな感染症対策やアフ
ターコロナの健康課題など各種施策を行うに当たり、迅速かつ効
果的な判断が可能となる。
②③健康管理システム導入一式11,212千円（12,835千円-国庫補
助事業費1,623千円）
④市役所

②-Ⅱ-１．デジタル改
革

11,212,000 11,212,000
R3.9.22～
R4.3.31

・令和3年9月22日　システム導入業務委託契約締結
・令和3年10月14日　システムデータ連携業務委託契約締結
・令和4年3月31日　　納品、検収

　ｼｽﾃﾑ導入業務委託　＠10,741,060円×1式＝10,741,060円
　ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ連携業務委託　　＠990,000円×1式＝990,000円

　合計11,731,060円

令和3年10月27日　感染症予防事業費頭国庫補助金交付決定
令和4年3月16日 　同補助金受理

　補助金　＠1,332,000円

10,108,060 9,699,000

基礎疾患に関連する健診の情報や、コロナワクチン接
種履歴をはじめとする予防接種管理情報など、現在、
個別のデータとして取扱っている各種情報が一元化で
きたことで、従来より適正かつ迅速な事業実施に寄与
した。

44 単
市民課
環境生活係

真谷地リサイクル
センター選別ス
ペース改修工事

①当該施設は換気装置が設置されておらず、窓や搬出入口の
シャッターをあけ、自然換気としている。また、冬期間において
は暖を取るためにビニールシートで選別スペースの一部を覆い、
その中で選別作業にあたっているため、従業員同士の距離が近
く、「密」状態での作業となっている。加えて、収集された資源
物の中には、「マスク・ちりかみ・ティッシュ」などが混入して
いることもあり、従業員の感染リスクが高くなっている。
　今般、換気機能の向上、容器包装廃棄物選別時の作業員の
「密」の解消を目的に選別スペースの改修を実施する。
②③選別室養生工事5,680,489円、電気設備工事736,098円
④夕張市真谷地リサイクルセンター

①-Ⅳ-４．公共投資の
早期執行等

6,417,000 6,417,000
R3.10.1～
R3.11.30

計2工事実施。
　工事費　6,237,000円

6,237,000 6,237,000

改修工事により、換気機能の向上、作業スペースが広
くなり、従業員の新型コロナウイルス感染対策が図ら
れた。

45 単
地域振興課
企画係

必要物品供給事業

①新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、公設塾及びそ
の他公共性の高い施設において徹底した感染拡大防止対策に取組
むため、マスクや消毒液をはじめとした必要物品等を購入し配布
するもの。
②③マスク@770円/箱×15箱＝11,550円、
ハンドソープ@720円/ℓ×15ℓ＝10,800円、
アルコール消毒液@825円/ℓ×30ℓ＝24,750円、
ペーパータオル@3,564円/箱×1箱＝3,564円、
飛沫防止用アクリル板@1,870円/枚×11枚＝20,570円
④公設塾、清水沢コミュニティゲート

①-Ⅰ-１．マスク・消
毒液等の確保

72,000 72,000
R3.11.10～
R3.11.15

必要備品購入　令和3年11月15日納品

　・消耗品　マスク25箱　9,500円、アルコール消毒液5Ｌ
　6本22,500円、ハンドソープ5Ｌ3本　9,819円、ペーパータオル
　1箱　3,850円　消費税4,566円　合計50,235円

　・備品　アクリルパネル10枚　合計19,690円

69,925 69,000

公設塾、清水沢コニュニティゲートに、必要物品を配
布したことにより、新型コロナウイルス感染症拡大防
止対策の予防が図られた。



46 単
保健福祉課
保健係

新型コロナウイル
ス感染症対応PCR検
査機器等整備事業

①市内医療機関においては、新型コロナウイルス感染症に係る検
体検査を市外の検査機関に依頼しており、結果判明は概ね翌日と
なる。
今般、PCR検査機器の自動化や小型化が進み、診療所規模でも比
較的簡便に取扱うことができ、１時間程度で迅速に結果が判明す
るような機種も出てきたことから、市内医療機関でPCR検査機器
を導入する場合に、その購入費用を市が補助することで、市内医
療機関の新型コロナウイルス感染症に対応する検査体制の充実を
図る。
②③解析装置購入経費補助金770千円（＠385千円×2）
④市内医療機関

①-Ⅰ-２．検査体制の
強化と感染の早期発見

770,000 770,000
R3.10.14～
R4.2.3

令和4年1月17日　補助金交付申請書を受理
令和4年1月20日　交付決定
令和4年2月3日　補助金を事業者に交付　交付件数：1事業者

　補助金　＠770,000円×１件＝770,000円
　合計　770,000円

770,000 770,000

市内医療機関にPCR検査機器が導入されたことにより、
市内での新型コロナウイルス感染症に対応する検査体
制の充実が図られた。

47 単
生活福祉課
子ども・子育て支
援係

保育所等事業体制
継続化事業

①保育所等において感染症対策用品を購入し、感染症対策を徹底
する。
②③
■補助金　2,538千円
空気清浄機　290,000円×6台＝1,740,000円
除菌・抗菌剤　22,000円×24箱＝528,000円
タブレット型体温測定カメラ270,000円×1個＝270,000円
④ゆうばり丘の上こども園・新夕張保育園・沼ノ沢保育園

①-Ⅰ-１．マスク・消
毒液等の確保

2,538,000 2,538,000
R3.4.1～
R4.2.17

令和4年1月18日までに購入
・丘の上こども園
　タブレット型体温測定カメラ
　　　　　　　＠270,600円×1台＝270,600円
　加湿器　　　＠25,300円×6台＝151,800円
　ジアイーノ　＠215,600円×3台＝646,800円
　抗菌剤(5L)　＠19,800円×16箱＝316,800円
　　　　　　　　　　　　　　　　　小計 1,386,000円
・新夕張保育園
　ジアイーノ　＠215,600円×1台＝215,600円
　抗菌剤(5L)　＠19,800円×16箱＝316,800円
　　　　　　　　　　　　　　　　　小計532,400 円
・沼ノ沢保育園
　加湿器　　　＠25,300円×4台＝101,200円
　ジアイーノ　＠215,600円×1台＝215,600円
　抗菌剤(5L)　＠19,800円×16箱＝316,800円
　　　　　　　　　　　　　　　　　小計 633,600円
　　　　　　　　　　　　　　　　　合計 2,552,000円
　※実績額と2,538,000円を比較し、少ない方の額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　：2,538,000円

2,538,000 2,538,000

新型コロナウイルス感染症対策に係る備品及び消耗品
を各園に配置することができ、それらの有効な活用に
より、感染予防の強化を実現することができた。
来園者が特に多い丘の上こども園における体温測定カ
メラの設置は、感染予防に大きく寄与するものとなっ
た。

48 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、事業拡大を行う事業者等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事業拡大等に係る初期投資費用
③10件×50万円
④新規創業者または事業を拡大する事業者

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

5,000,000 5,000,000
R3.6.1～
R4.3.30

事業者7件　計　　　 　5,000,000円

※内訳　　　　　　　  　800,000円
　　　　　　　　　　　1,000,000円
　　　　　　　　　　　　800,000円
　　　　　　　　　　　　176,000円
　　　　　　　　　　　　800,000円
　　　　　　　　　　　　800,000円
　　　　　　　　　　　　624,000円

5,000,000 2,961,000

　本事業により、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。

49 単 消防本部
消防本部環境整備
事業

事業番号50と同一事業（国のR2予算分）

①消防活動における新型コロナウイルス感染リスクは、常に存在
（救急現場、救助現場等）し、消防職員が着用する活動服、防火
衣等にもウイルス付着の危険性があることから、厚生労働省が示
している「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて」に準
拠した洗濯機、乾燥機を常備することにより、職場内へのウイル
ス持ち込みリスクを軽減する。
②③　事業費　2,625千円（事業費13,090千円の内数）
　　〇洗濯機、乾燥機関係　　6,380千円
　　〇設置・給排水・電気関係工事　6,710千円
④夕張市消防本部

②-Ⅰ-４．知見に基づ
く感染防止対策の徹底

2,625,000 2,625,000
R3.10.11～
R4.3.23

洗濯機・乾燥機関係
・令和3年11月18日　売買契約書締結
・令和4年3月15日　 納入、検収
　　一式　6,380,000円

設置・給排水・電気関係工事
・令和3年11月16日　工事請負契約書締結
・令和4年3月15日　 竣工
・令和4年3月23日　 完成検査
　　一式　6,710,000円

2,625,000 2,625,000

本整備事業を実施することにより、現場活動後におけ
る新型コロナウイルスの職場内感染を防ぐ効果があっ
た。

50 単 消防本部
消防本部環境整備
事業

事業番号49と同一事業（国のR3予算分）

①消防活動における新型コロナウイルス感染リスクは、常に存在
（救急現場、救助現場等）し、消防職員が着用する活動服、防火
衣等にもウイルス付着の危険性があることから、厚生労働省が示
している「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて」に準
拠した洗濯機、乾燥機を常備することにより、職場内へのウイル
ス持ち込みリスクを軽減する。
②③　事業費　10,465円（事業費13,090千円の内数）
　　〇洗濯機、乾燥機関係　　6,380千円
　　〇設置・給排水・電気関係工事　6,710千円
④夕張市消防本部

②-Ⅰ-４．知見に基づ
く感染防止対策の徹底

10,465,000 10,465,000
R3.10.11～
R4.3.23

洗濯機・乾燥機関係
・令和3年11月18日　売買契約書締結
・令和4年3月15日　 納入、検収
　　一式　6,380,000円

設置・給排水・電気関係工事
・令和3年11月16日　工事請負契約書締結
・令和4年3月15日　 竣工
・令和4年3月23日　 完成検査
　　一式　6,710,000円

10,465,000 10,465,000

本整備事業を実施することにより、現場活動後におけ
る新型コロナウイルス職場内感染を防ぐ効果があっ
た。



51 補
保健福祉課
保健係

疾病予防対策事業
費等補助金

事業番号43と同一事業（国庫補助分）
（健（検）診結果等の様式の標準化整備事業）
（健（検）診情報連携システム整備事業）

（健康管理システム整備事業）
①新型コロナウイルス感染症において、基礎疾患の有無が重症化
を左右する大きな要因とされるなど、市民の健康管理情報の把握
は、今後の様々な感染症対策においても重要な要素になると考え
られる。
基礎疾患に関連する健診の情報や、コロナワクチン接種履歴をは
じめとする予防接種管理情報など、現在、個別のデータとして取
扱っている各種情報を、市販の自治体向け健康管理システムの導
入により一元化し、データ管理の省力化を図る。
また、システム導入により、市民の健康管理情報を効率的に把握
できるようにすることで、今後、市が新たな感染症対策やアフ
ターコロナの健康課題など各種施策を行うに当たり、迅速かつ効
果的な判断が可能となる。
②③健康管理システム導入一式　1,623千円（12,835千円-単独事
業11,212千円）
④市役所
財源内訳「その他」：一般財源

②-Ⅱ-１．デジタル改
革

1,623,000 560,000
R3.9.22～
R4.3.31

NO43と同じ 1,623,000 560,000 NO43と同じ


