
 ― 2 ― 

議案第107号 説明資料（令和２年度幕別町一般会計補正予算（第７号）） 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 充当事業 

 （単位：千円）  

事業名 事業費 

財源内訳 

事業内容 積算 国・道 

補助金 
地方債 

臨時交付金 

国庫補助事

業分(別枠) 
地方単独 

事業分 

１ 子育て支援施設感染防

止対策事業 
1,753  - - - 1,753  

 新型コロナウイルスの感染防止のための換気

対策を適切に行うため、発達支援センターの第

２プレイルームに換気機能の付いたエアコンを

設置します。 

 また、発達支援センターにおいて、集団療育

時に待合室のマジックミラーで参観している保

護者の３密を回避するため、プレイルーム（療

育室）にビデオカメラを設置し、十分なソーシ

ャルディスタンスを確保できる別室で、テレビ

モニターによる参観が可能となるよう管理用備

品を購入します。 

・発達支援センターエアコン設置工

事 

（発達支援センター第２プレイ 

ルーム（１台）） 1,181千円 

・発達支援センター管理用備品 

（ビデオカメラ（３台）、液晶テ 

レビ（２台）、ディスプレイスタ 

ンド（２台）他） 572千円 

２ 公共的空間安全・安心

確保事業 
4,780  - - - 4,780  

札内支所待合室における来庁者の混雑緩和に

よる感染機会の低減と利便性の確保を図るため

、タッチパネル式受付番号発券機及び電子表示

パネル等を設置します。 

役場庁舎会議室において、ソーシャルディス

タンスの確保と換気対策に対応した会議を行う

ため、会議室用マイク等の増設と、窓や出入口

の開放により発言が不明瞭になるため、天井埋

込型スピーカー等の音響機器を設置します。 

図書館における感染防止対策として、本館と

札内分館、忠類分館の閲覧コーナーの間仕切り

板を設置し、併せて忠類分館の閲覧コーナーで

の密接を回避するため、閲覧テーブルを入れ替

え、本館の視聴覚コーナーにパーテーションを

設置します。 

・札内支所受付番号発券機一式 

（タッチパネル式受付番号発券

機（２台）、電子表示パネル（５

台）、操作モニター（７台）他） 

2,015千円 

・役場庁舎会議室音響機器一式 

 1,926千円 

・図書館感染防止対策用備品 

（間仕切り板（58枚）、閲覧テー 

ブル（２台）、パーテーション（ 

４セット）） 839千円 
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 （単位：千円）  

事業名 事業費 

財源内訳 

事業内容 積算 国・道 

補助金 
地方債 

臨時交付金 

国庫補助事

業分(別枠) 
地方単独 

事業分 

３ 公共施設換気対策事業 258,838  - - - 258,838  

新型コロナウイルスの感染防止のための換気

対策を適切に行うため、町内全ての小・中学校

における普通教室（120室）と職員室及び校長

室に換気機能の付いたエアコンを設置します。 

小・中学校エアコン設置工事 

（小・中学校14校 計162台） 

258,838 千円 

４ 公共施設衛生環境改善

事業 
1,706  - - - 1,706  

公共施設における新型コロナウイルスの感染

防止対策と衛生環境の改善を図るため、葬斎場

と老人福祉センターの洋式トイレの洗浄機能付

き便座取付工事と手洗い場の自動水栓化工事を

実施します。 

洗浄機能付き便座取付工事及び自

動水栓化工事（２施設） 

1,706千円 

・葬斎場 

（洗浄機能付き便座（４か所）、 

自動水栓（４か所）） 

・老人福祉センター 

（洗浄機能付き便座（４か所）、

自動水栓（２か所）） 

５ 新型コロナウイルス感

染症関連無利子融資円滑

化基金造成事業【新】 

62,504  - - - 62,504  

 町内の事業者が新型コロナウイルス感染症の

影響により借り入れる「新型コロナウイルス感

染症特別貸付」等の借入後３年間の実質無利子

となる融資に対する４年目以降の利子全額を補

給するため、令和２年８月31日現在、融資実行

済みである147件の融資総額26億6,001万円に係

る利子補給額のうち、令和５年度から令和７年

度末までの利子補給額を基金に造成します。 

○令和２年８月31日現在の融資額  

2,660,010千円（147件） 

○令和12年度までの利子補給額 

98,120千円 

  うち、令和７年度末までの利子補

給額 62,504千円 
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 （単位：千円）  

事業名 事業費 

財源内訳 

事業内容 積算 国・道 

補助金 
地方債 

臨時交付金 

国庫補助事

業分(別枠) 
地方単独 

事業分 

６ 農商福箱ドライブスル

ー事業【新】 
4,120  - - - 4,120  

新型コロナウイルス感染症による販売不振や

イベント中止などの影響を受け、苦境に立たさ

れている生産者や飲食店、福祉事業所等を支援

するため、町内産の農畜産物（幕別地区：黒毛

和牛、忠類地区：ゆり根）と特産品（チーズ

等）を詰め合わせた福箱や野菜をドライブスル

ー形式により特別価格で販売します。 

観光物産協会会員店舗で12月末まで使用でき

る商品券（500円～1,500円）を販売額に応じ

て、福箱に同封することにより特産品の販売が

できない町内飲食店等を支援します。 

前日の特産品袋詰め作業、当日の販売等を町

内の福祉事業所に委託します。 

こうした取組みにより、宣伝効果を高め、接

触機会を減らした新たな販売形式の確立を図る

とともに、農業（農畜産物の生産）と商業（特

産品の販売）、福祉（労働力の提供）がそれぞ

れの立場で関わる新たな農商福連携を実現する

ことを目指します。 

農商福箱ドライブスルー事業補助

金 

・実施主体：幕別町観光物産協会

（協賛：幕別町、JA幕別町、JAさ

つない、JA忠類） 

・日時場所： 

①令和２年10月25日（日） 

10：00～14：00 

幕別運動公園 通路・駐車場 

②令和２年11月１日（日） 

10：00～14：00 

忠類コミュニティセンター駐車 

場 

・福箱事業内容： 

福箱690箱 

（幕別390箱、忠類300箱） 

野菜200箱 

（幕別100箱、忠類100箱）の予約

販売 

※一人３箱まで購入可（応募多数

の場合は抽選） 

・販売額： 

福箱4,000円 390箱 

（商品券1,500円同封） 

福箱3,000円 150箱 

（商品券1,000円同封） 

福箱2,000円 150箱 

（商品券500円同封） 

野菜1,000円 200箱 
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 （単位：千円）  

事業名 事業費 

財源内訳 

事業内容 積算 国・道 

補助金 
地方債 

臨時交付金 

国庫補助事

業分(別枠) 
地方単独 

事業分 

７ 防災拠点施設感染防止

対策事業【新】 
15,618  - - - 15,618  

防災拠点である消防施設において、新型コロ

ナウイルスの感染防止を徹底するため、感染防

止対策用消耗品と感染防止対策用備品を購入し

ます。 

衛生環境の改善と飛沫感染の防止のため、幕

別消防署のトイレ洋式化改修工事を実施しま

す。また、新型コロナウイルスの感染防止のた

めの換気対策を適切に行うため、幕別消防署と

札内支署に換気機能の付いたエアコンを設置し

ます。 

新型コロナウイルス感染者又は疑いのある患

者を救急搬送した場合の感染リスクの低減と迅

速な救急体制を図るため、幕別消防署と忠類支

署に個別のシャワー室を設置します。また、感

染防止のための手洗い及び出動後のシャワーを

徹底するため、幕別消防署の洗面室及び浴室に

限定した小規模な給湯設備を設置します。 

感染拡大のリスクを低減させるため、幕別消

防署の仮眠室を個室に改修します。 

幕別消防署の仮眠室個室化改修工事により既

設の造作ロッカーを撤去することから、新たに

システムロッカーを購入します。 

・感染防止対策用消耗品費 874千

円（感染防止衣、マスク等） 

・感染防止対策用備品 

（オゾン発生器、オゾン水スプレ

ー、非接触型体温計）  

1,181千円 

・トイレ洋式化改修工事 

（幕別：男子トイレ（１台）女子

トイレ（１台）） 1,196千円 

・エアコン設置工事（幕別：事務室

（１台）、札内：事務室、休憩室

（各１台）） 3,366千円 

・浴室改修工事 

（幕別：浴槽撤去、シャワー室

（２か所）、忠類：トイレ撤去、

シャワー室（１か所））  

3,707千円 

・給湯設備設置工事 

（幕別：給湯設備一式） 

547千円 

・仮眠室個室化改修工事 

（幕別：間仕切りブース （６か

所）、エアコン設置 （１か所）） 

3,619千円 

・消防施設管理用備品 

（幕別：ロッカー（25台）） 

1,128千円 
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 （単位：千円）  

事業名 事業費 

財源内訳 

事業内容 積算 国・道 

補助金 
地方債 

臨時交付金 

国庫補助事

業分(別枠) 
地方単独 

事業分 

８ 夏季休業期間短縮事業

【新】 
6,112  - - - 6,112  

新型コロナウイルス感染症の影響による小・

中学校における臨時休業期間中の授業時間を確

保するため、夏季休業期間を短縮したことによ

る給食補助調理員、学校事務補助員、特別支援

教育支援員及びスクールガードの報酬等を追加

します。 

・給食補助調理員報酬 1,007千円 

・学校事務補助員報酬 818千円 

・特別支援教育支援員報酬  

3,273千円 

・スクールガード報酬 62千円 

・共済費（社会保険料） 774千円 

・旅費（費用弁償） 178千円 

９ 高度無線環境整備推進

事業【新】 
849,578  3,500  548,900  288,384  8,794  

新型コロナウイルス感染症への対応を進める

うえで、「新しい生活様式」に必要な情報通信

基盤の整備が急務であることから、小・中学校

のオンライン授業やスマート農業に欠かせない

高速情報通信の未整備地域を解消するため、農

村地域を含めた町内全域で光ファイバー網の整

備を進めます。 

高度無線環境整備推進事業 

総事業費     1,382,789千円 

民間事業者負担分 

△172,731千円 

国庫補助(民間事業者) 

              △360,480千円 

町負担額     849,578千円 

10 子育て情報配信・オン

ラ イ ン 保 健 指 導 事 業

【新】 

1,227  613  - 613  1  

  妊産婦が子育ての不安や悩みを抱えながら

も、新型コロナウイルス感染症への懸念から、

対面式の健康相談の利用や妊婦訪問・新生児訪

問を躊躇してしまわぬよう、ビデオ通話による

オンライン保健指導や地域の子育て情報を必要

とする対象者に効率的かつ効果的に伝達するこ

とが可能となる子育て情報配信アプリを導入し

ます。 

・助産師報酬 214千円 

・子育て支援アプリ委託料  

649千円 

・オンライン保健指導用パソコン

（１台） 248千円 

・時間外勤務手当 116千円 
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 （単位：千円）  

事業名 事業費 

財源内訳 

事業内容 積算 国・道 

補助金 
地方債 

臨時交付金 

国庫補助事

業分(別枠) 
地方単独 

事業分 

11 国産農畜産物供給力強

靭化対策事業【新】 
54,375  36,250  - 18,125  - 

新型コロナウイルス感染症により顕在化した

新たな需要に対応するため、産地や実需者など

サプライチェーンの各主体が連携して、輸入農

畜産物から国産に切り替え、継続的・安定的な

供給等を図るための体制整備として、実施主体

である幕別町農業協同組合が導入する豆類の自

動計量包装機及びパレタイザーの整備について

国からの間接補助に加え、対象事業費の４分の

１を上乗せして補助します。 

国産農畜産物供給力強靭化対策事

業補助金 

・実施主体：幕別町農業協同組合 

・事業内容： 

自動計量包装機一式（２台） 

パレタイザー一式（２台） 

・事業費（国庫補助金36,250千円、

町補助金18,125千円、自己負担額

25,375千円） 79,750千円 

12 小・中学校感染症対

策・学習保障支援事業

【新】 

31,061  15,500  - 15,500  61  

小・中学校における児童生徒・教職員等の感

染症対策に必要となる物品を購入します。ま

た、児童生徒の学びの保障のため、感染症対策

等を徹底しながら、感染の状況や児童生徒の状

況に応じた学校での教育活動や家庭学習を実施

するために必要となる物品を購入します。 

・学校規模に応じた国の補助金 

 小規模校：100万円 

（その他12校） 

 中規模校：150万円 

（札内中学校） 

 大規模校：200万円 

（札内南小学校） 

・感染症対策・学習保障支援用消耗

品費 2,240千円 

・感染症対策・学習保障支援用備品

 8,460千円 

・小・中学校保健室エアコン 

（小・中学校14校 計14台） 

12,745千円 

・小・中学校指導者用デジタル教科 

書（小学校（外国語、算数）、中 

学校（社会、地図、数学））  

7,616千円 

合計 1,291,672  55,863  548,900  322,622 364,287  ※国庫補助事業の地方負担分に充当される臨時交付金は別枠で算定 
※ 
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＜地方単独事業分＞  

第１回臨時会（５月 15日補正分）臨時交付金事業費 108,738千円  

第２回定例会（６月 10日補正分）臨時交付金事業費 102,758千円   440,507千円 

第２回定例会（７月 10日補正分）臨時交付金事業費 229,011千円  

第３回定例会（９月 18日補正分）臨時交付金事業費 364,287千円 ＜新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 交付限度額＞ 

計 804,794千円 
第一次分：152,199千円、第二次分：497,621千円 計 649,820千円 

【限度額超過分】154,974千円 

 


