
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　実施状況及び効果検証

国庫補助額
（円）

交付金充当
経費（円）

一般財源
（円）

1 総務課
公共的空間安全・安
心確保事業（避難所
衛生環境整備）

災害発生時の避難所開設における新型コロナ
ウイルス感染症対策として、換気や衛生対策
を徹底し、避難者が安心して利用できる避難
所づくりを目的とする。

避難所34カ所の新型コロナウイルス感
染症対策物品を配備する。

R2.4.21 R2.8.14 1,996,405 1,996,405 0 1,906,567 89,838

　・不織布マスク（600入）　12箱、ニトリル手袋0.06（100枚10
箱）　10箱、ニトリル手袋0.1（100枚10箱）　10箱、ゴーグル　20
個、消毒液ザックス78（15L）　5缶、セレモバツク（10個入）　1
箱、ステンレス回るフック（50個入）　1箱、飛沫対策フェイス
シールド　250個、医療用マスク（10枚入）　10袋、防護服　80
着、非接触型温度計　15台、キッチンタオル　680個、・ハンド
ソープ詰め替え（200ml）　100個、ポリバケツ　30個、ゴミ箱　30
個、使い捨てスリッパ　10箱、レジ袋（100枚入　30個、レイン
コート　30個、ポリ袋（10枚入）　150個、チャック付きポリ袋
（100枚入）　15個、サランラップ　30個、アルカリ電池単一（100
本入）　1箱、アルカリ電池単二（100本入）　1箱、アルカリ電池
単三（100本入）　1箱、扇風機　5台

災害発生時に避難者が安心して利用でき
るよう感染症対策が図られた。

2 商工観光課
生活応援商品券発行
事業

地元商工業者の支援を目的に、全町民に６千
円分の商品券を交付、追加支出と合わせ約１
億円の効果を見込む。

町民全員に６千円の給付型商品券を配
付

R2.7.20 R3.1.20 43,126,830 43,126,830 0 41,186,123 1,940,707

配布総数　：　６，７６９人　(５００円×１２枚=８１，２２８
枚)
使用総数　：　８０，２０１枚
使 用 率　：　９８．７４％

落ち込んだ個人消費の喚起と町内経済の
活性化が図られた。

3 商工観光課 事業者支援事業
町内の事業者に対し一律100千円を支給し、事
業の継続と雇用の維持を図る。

町内の事業者（商工業者、漁業者）に
対し一律１００千円を支給（５３３
件）

R2.4.30 R2.7.31 53,300,000 53,300,000 0 50,901,500 2,398,500 町内事業者533件×100千円＝53,300,000円
支援金を支給した事業者の経営の安定化
及び雇用の維持が図られた。

4 商工観光課 経営支援事業
持続化給付金の対象とならない前年同月比20%
～50%未満の減少率の事業者へ対し支援金を支
給する。

持続化給付金の対象とならない前年同
月比２０％～５０％未満の減少率の事
業者に対し支援金を支給

R2.4.30 R3.3.31 8,000,000 8,000,000 0 7,640,000 360,000 対象事業者　２７件への支援の実施
支援金を支給した事業者の経営の安定化
が図られた。

5 商工観光課 休業支援事業
海道の休業要請等に協力する指定事業者等及
び要請はないが休業協力した飲食店等へ支援
金を支給する。

北海道の休業要請等に協力する指定事
業者等及び要請はないが休業協力した
飲食店等へ支援金を支給（３６件）

R2.4.30 R2.8.31 3,600,000 3,600,000 0 3,438,000 162,000 支給事業者36件×100千円＝3,600,000円
支援金を支給した事業者の経営の安定化
が図られた。

6 総務課
公共的空間安全・安
心確保事業（避難所
衛生環境整備）

災害発生時の避難所開設における新型コロナ
ウイルス感染症対策として、密集・密接を防
ぐためのスペースの確保、換気や衛生対策を
徹底し、避難者が安心して利用できる避難所
づくりを目的とする。

避難所６カ所にパーテーション、テン
ト等の感染症対策物品の設置

R2.7.9 R3.3.31 21,708,720 21,708,720 0 20,731,828 976,892

（１）備品購入
パーティション（ファミリールーム）　300個、パーティション
（カーテンタイプ）　6個、パーティション（パーティション用屋
根　306個、テント（プライベートルーム）　12個、テント（プラ
イベートルームトイレ用）　6個、マット（敷マット）　900個、ユ
ニバーサルトイレ　6個、自動ラップ式トイレ（ラップポン・ト
レッカー3）　6個、自動ラップ式トイレ（ラク・アーム）　6個、
自動ラップ式トイレ 専用消耗品　12個、大型扇風機　12個
（２）消耗品
ソックス（SS、S、M、L）　320個

災害発生時に避難者が安心して利用でき
るよう感染症対策が図られた。

7 総務課
公共的空間安全・安
心確保事業（避難所
衛生環境整備）

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、災害
発生時の避難所開設における感染症対策が必
要とされる中で、避難所の開設は近年頻発す
る自然災害等により増加しており、相当量の
感染症対策に係る資材の備蓄が必要となるこ
とから、比較的規模が大きい衛生環境の整っ
た災害用備蓄倉庫を建築し、避難者の安全・
安心を守ることを目的とする。

災害用備蓄倉庫の建設 R2.8.18 R2.12.29 25,080,000 25,080,000 0 23,951,400 1,128,600 防災備蓄品備蓄倉庫の建築

防災備蓄品備蓄倉庫の建築により災害発
生時に避難者が安心し避難所を利用でき
るよう、備蓄品を収納し、感染症対策が
図られた。

8 政策財政課 松前物産協会補助金

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い売り
上げの減少した地域経済を活性化させる目的
で、松前物産協会及び加盟事業者への販売促
進支援として、松前物産協会が実施する「プ
レミアム特産品」や事業に対して支援を行
う。

松前物産協会が実施する「プレミアム
特産品販売事業」への補助

R2.7.14 R3.2.28 13,687,782 13,687,782 0 13,071,832 615,950 特産品代　9,846,897円
落ち込んだ個人消費の喚起と町内経済の
活性化が図られた。

9 総務課
公共的空間安全・安
心確保事業

公共施設においてパーティションの設置、マ
スクや消毒液等を用意し感染拡大防止を図
る。

公共施設の新型コロナウイルス感染症
対策物品

R2.7.28 R3.1.28 1,401,400 1,401,400 0 1,338,337 63,063
パーティション　65個、マスク　　10箱（50枚入）、フェイスガー
ド　500個、アルコール消毒液詰替え用ボトル 50個、使い捨てス
リッパ　600組（10足入）

公共施設における感染症対策が図られ
た。

10 政策財政課
地域公共交通応援事
業

外出自粛により利用者が減少し、経営に大き
な影響が生じている町内の公共交通運営事業
者に対し、収束後の運行維持を目的とする。

町内を運行する車両１台につき、１０
０千円の奨励金を支給８台

R2.7.17 R2.7.30 800,000 800,000 0 764,000 36,000 運行台数8台の維持
支援金を支給した事業者の経営の安定化
及び運行台数の維持が図られた。

補助対象事業費（円）

総事業費
（円）

効果事業成果
事業完了
年月日

事業開始
年月日

概要事業目的事業名Ｎｏ 担当課名



11 政策財政課
地域公共交通応援事
業

外出自粛により利用者が減少し、経営に大き
な影響が生じている町内の公共交通運営事業
者に対し、収束後の運行維持を目的とする。

地域間幹線系統の路線バス（１系統）
に奨励金を支給

R2.10.1 R2.10.29 2,500,000 2,500,000 0 2,387,500 112,500 路線の維持（木古内松前線　1系統）
支援金を支給した事業者の経営の安定化
及び路線の維持が図られた。

12 政策財政課 感染予防広告事業
感染症拡大防止対策のため、路線バスの車内
に広告を掲示し、啓発活動を実施する。

大漁くんバスの車内に掲出する新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止対策の広
告

R2.7.20 R3.2.6 293,700 293,700 0 280,484 13,216
路線バスへの広告
大漁くんバス1車両につき2カ所×8台

感染防止の啓蒙が図られ防止効果があっ
た。

13 政策財政課
公共交通機関高度化
支援

収束後の地域交通を支えるため、経営に大き
な影響を生じているタクシー事業者に対し、
省メンテナンスで環境性能に優れた車両への
更新に関する経費の一部を支援する。

環境性能に優れたハイヤー車両購入費
用の一部を支援

R2.7.9 R3.3.31 3,000,000 3,000,000 0 2,865,000 135,000 タクシー車両更新費用の一部を支援（1台あたり上限300万円）
支援金を支給した事業者において、環境
性能に優れたハイヤー車両購入を行った
ことで、経営の安定が図られた。

14 保健福祉課
保育所空調設備整備
事業

給換気可能な空調設備を整備することによっ
て、保育児童等の快適で安全な空間を確保
し、新型コロナウイルス感染防止を図る。

換気機能付エアコンの設置 R2.7.9 R2.12.2 5,610,000 5,610,000 0 5,357,550 252,450 給換気付空調機26畳程度２台、 20畳程度２台（清部保育所）
設備の整備により感染症対策が図られ
た。

15 保健福祉課 必需物品供給事業
型コロナウィルス第３波に備え、老人福祉施
設等の感染拡大防止をはかる。

老人福祉施設等の新型コロナウイルス
感染症対策物品

R2.8.4 R3.3.4 3,535,730 3,535,730 0 3,376,622 159,108

マスク（50枚入　470個、フェイスシールド　720個、使い捨て用手
袋（100枚入)　973個、手指消毒液（800ml）　200個、防護ガウン
（10枚入）　452個、防護ガウン（20枚入）　135個、センサー式体
温計　45本

老人福祉施設等における感染症対策が図
られた。

16 水産課
松前町漁業支援総合
補助金

外出自粛の影響による外食産業の落ち込みに
伴い海産物の需要が減少し魚価単価も低迷し
ている。それに付随する形で漁組の収入源で
ある販売手数料が大きく減少することが見込
まれるため、松前町漁業支援総合補助金の内
容を手厚くすることで漁組の経営安定化及び
漁業者の負担軽減を図る。

漁業支援総合補助金の町負担分の補助
率を５０％から７５％へ引き上げる

R2.7.10 R3.3.19 6,403,000 6,403,000 0 6,114,865 288,135
松前町漁業支援総合補助金の補助率を50％から75％へ引き上げ、一
部を除いた事業の町負担分に上乗せすることにより漁組が6,055千
円、受益者が約1,577千円の負担減となった。

漁業協同組合の経営安定化及び漁業者の
負担軽減が図られた。

17 商工観光課
飲食店等応援クーポ
ン券発行事業

影響を受けている飲食店及び土産物店の支援
を目的に、割引クーポン券を発行し、対象店
舗を巡回させて景気の押し上げを図る。

飲食店と土産物店の需要を喚起する
クーポン券を発行

R2.6.17 R2.11.30 10,205,184 10,205,184 0 9,745,951 459,233
最終発行枚数　２０，３５３枚
(配布枚数に対する発行枚数97.75％)

対象店舗を巡回させたことにより景気の
押上が図られた。

19 商工観光課
宿泊施設事業継続支
援金

著しく観光需要が落ち込んだ町内宿泊事業者
に対し、事業継続の支援を行う。

宿泊収入の減収割合を基準に町内５宿
泊事業者へ支援金を支給

R2.7.9 R2.7.31 4,200,000 4,200,000 0 4,011,000 189,000 町内５宿泊事業者の事業継続 町内宿泊事業者の事業継続が図られた。

20 商工観光課
消費喚起キャンペー
ン事業

落ち込んだ個人消費の喚起と町内経済の活性
化を目的に、商工会が実施する消費喚起キャ
ンペーン事業を支援し、景気の押し上げを図
る。

商工会が実施する消費喚起キャンペー
ン事業に対する補助

R2.10.1 R3.2.15 3,000,000 3,000,000 0 2,865,000 135,000
抽選カード：　６０，０００枚用意
参加店舗：　８４店舗
応募総数：　４７，７３６枚

落ち込んだ個人消費の喚起と町内経済の
活性化が図られた。

21 商工観光課
ふっこう観光物産展
開催事業

町特産品の消費回復と、復興をアピールした
収束後の旅行喚起を目的に、観光物産展を開
催し、物産振興と観光誘客を図る。

物産展を開催する出店経費 R2.10.1 R2.11.30 2,090,728 2,090,728 0 1,996,645 94,083

催　事　名　　HOKKAIDOいいものいいコトマルシェ
開　催　日　　令和２年１０月７日～１０月１２日の６日間
開催場所　　大丸札幌店　　７階催事場

松前町の特産品を販売することで、売上
が減少した特産品の消費回復と復興をア
ピールし、町の特産品の認知度アップに
つながった。

22 商工観光課
ふっこう観光ＰＲ事
業

観光需要の早期回復を目指し、松前町を応援
してくれるファンの募集と、復興をアピール
したＣＭ動画を制作し旅行を喚起する。ま
た、北前船記念公園総合管理施設の指定管理
者と連携を図り、グループ企業が運営する居
酒屋「新宿美禄亭」を、松前町の観光物産協
力店に認定し、松前町産の食材を使ったメ
ニューの提供及び観光ＰＲを展開する。

ＣＭ動画制作費、松前町を応援してく
れるファン募集経費、観光物産協力店
推進経費

R2.7.9 R3.3.31 2,814,361 2,814,361 0 2,687,715 126,646
CN動画の作成、広告、公式LINEページの作成、観光物産協力店の認
定及び町産の食材を使ったメニューの提供

松前町公式LINEにおいて登録者の獲得な
ど関係人口の増加につながった。

23 議会事務局
議会タブレット導入
事業

議員同士や議員と理事者側等との各種会議を
タブレットを利用して、関係資料等のデータ
送付を含めて、テレビ会議で実施することに
より、新型コロナウイルス感染拡大防止を図
る。

松前町議会におけるＩＣＴ化を実施す
るためタブレット等を整備（令和３年
度繰越）

R3.1.12 R3.5.28 5,615,016 5,615,016 0 5,615,000 16 議員用タブレット（iPadPro）　16台導入
ペーパーレス化により感染機会の減少が
図られ感染防止対策が図られた。

25 学校教育課
学校施設感染予防対
策事業

新型コロナウイルス感染症予防のため、これ
からは今までと異なる「新しい生活様式」と
なり、接触感染を防止するため、手洗いが多
くなることによる水栓の取替え、こまめな換
気のための網戸の設置、飛沫感染を防止する
ため和式トイレから洋式トイレへの取替え。
　また、学校教育活動においても新型コロナ
ウイルス感染症予防のため、基本的に常時マ
スクを着用することが望ましいとされてい
る。夏季の気温、湿度が高い中でマスクを着
用すると、熱中症などの健康被害が発生する
可能性が高くなるとことや、冬期間に窓を開
けて換気した場合、室温が一気に下がること
が懸念される。このことから町内小中学校に
給気換気機能が搭載された空調設備を整備
し、児童生徒等の健康確保に向けた対策及
び、暖房効率の低下防止を図る。

小中学校において水栓取替、網戸設
置、トイレ取替、空調設備設置を実施

R2.7.9 R3.3.26 89,048,850 89,048,850 0 84,975,440 4,073,410

水栓取替　小学校114か所
網戸設置　小学校105か所
トイレ取替　小学校22か所
空調設備設置　小学校　28台、中学校　7台

小中学校における感染症対策が図られ
た。



26 文化社会教育課
図書館システム導入
事業

図書館システムを導入し、読書環境の充実を
図ることにより、在宅時間をより有意義に過
ごしてもらい、新型コロナウイルス感染症感
染予防のための外出抑制を図る。

蔵書管理ソフトウェアサーバーライセ
ンス、検索システム初期設定、サー
バーセットアップ等

R2.7.28 R3.3.31 1,817,640 1,817,640 0 1,735,846 81,794 図書館システム導入
システム導入により感染機会の減少が図
られ感染防止対策が図られた。

27 文化社会教育課
郷土芸能大公開・松
前神楽公開公演INオ
ンライン

新型コロナウイルス感染症の影響で伝統芸能
の公演機会が減少し、文化継承に暗い影を落
としているため、公演の映像を撮影し、オン
ラインで公開することにより、公演機会が減
少している演者の発表機会の創出及び伝統芸
能の保存活用を図る。

伝統芸能の発表機会の創出、保存活
用、オンライン公開映像制作

R2.8.12 R3.3.31 933,500 933,500 0 891,493 42,007 映像製作、ホームページ特設ページ構築
演者の発表機会の創出及び伝統芸能の保
存活用が図られた。

28 文化社会教育課
姉妹都市児童交流事
業

新型コロナウイルス感染症の影響で交流の機
会が減少した松前町と当町の姉妹都市の児童
に対し、お互いの町の特産品を提供し、物産
交流を通じて、お互いのまちの魅力を伝えあ
い、関係人口とのつながりを深めることを目
的とする。

愛媛県松前町へ物産等を発送 R2.7.10 R2.8.25 564,477 564,477 0 539,076 25,401
のしイカ＋手作り松前漬セット、松前漬、焼きそば弁当、ソフトカ
ツゲン、ふるさときんちゃく袋の発送

物産交流を通じて、交流の機会が減少し
た姉妹都市との連係強化に繋がった。

29 文化社会教育課図書館運営事業

多くの町民が利用する町立図書館において、
新型コロナウイルス感染症拡大予防対策とし
て、施設整備等を実施し、公共空間での感染
機会を削減する。

網戸取付修繕、図書管理システム導入
に係る備品（パソコン等）整備

R2.7.17 R3.3.3 843,810 843,810 0 805,839 37,971
裏口網戸取付、循環式紫外線清浄、ペダル式手指消毒スタンド、除
菌ボックス、ブックトラック整備

設備の整備により感染症対策が図られ
た。

30 文化社会教育課
社会教育施設管理事
業（総合センター）

町民総合センターは、住民の生涯学習活動の
拠点施設として、また、災害時の避難所とし
て、不特定多数の方々が利用する施設である
ため、新型コロナウイルス感染症拡大予防対
策を講じることを目的に施設整備等を実施
し、公共空間での感染機会を削減する。
②接触飛沫感染予防対策のための備品等購入
や施設改修に係る経費を交付対象経費とす
る。

換気対策などのための経費及びウイル
ス拡散と持ち出しを防ぐための衛生用
品や備品購入

R2.6.30 R3.3.31 3,989,212 3,989,212 0 3,809,697 179,515

水栓レバー、消毒液、ペーパータオル手指用、ペーパータオル掃除
用、ペータータオルケース、手洗い石鹸詰め替え用ほか衛生用消
耗、センサー式水栓取付12カ所、２階和室網戸取付4カ所、2階小会
議室網戸取付1カ所＋家庭実習室網戸取付1カ所、1.2階体育館側ト
イレドア取付、循環式紫外線清浄機、ペダル式手指消毒スタンド、
温度測定顔認証端末1台、スリッパ殺菌灯付きロッカー1、スリッパ
立て

設備の整備により感染症対策が図られ
た。

31 文化社会教育課
社会教育施設管理事
業（交流の里づくり
館）

多くの町内外の方々が利用する交流の里づく
り館において、新型コロナウイルス感染症拡
大予防対策として、施設整備等を実施し、公
共空間での感染機会を削減する。

換気対策などのための経費及びウイル
ス拡散と持ち出しを防ぐための衛生用
品や備品購入

R2.7.17 R3.3.3 1,120,174 1,120,174 0 1,069,766 50,408
水栓レバー修繕28カ所、トイレフラッシュバルブ取付6カ所、玄関
網戸取、循環式紫外線清浄機、ペダル式手指消毒スタンド

設備の整備により感染症対策が図られ
た。

32 文化社会教育課
松前城資料館管理事
業

多くの観光客や町民が利用する松前城資料館
において、新型コロナウイルス感染症拡大対
策として、施設整備等を実施し、公共空間で
の感染機会を削減することを目的とする。

換気対策などのための経費及びウイル
ス拡散と持ち出しを防ぐための衛生用
品や備品購入

R2.7.13 R3.3.3 1,951,906 1,951,906 0 1,864,070 87,836

ペーパータオルケース、薬品入り玄関マット、女子トイレ手洗い場
センサー式水栓取付・男子トイレ水栓レバー、トイレフラッシュバ
ルブ取付3カ所、事務室網戸取付1カ所、循環式紫外線清浄機、ペダ
ル式手指消毒スタンド、温度測定顔認証端末1台、紫外線殺菌保管
庫1台

設備の整備により感染症対策が図られ
た。

33 文化社会教育課町民体育館管理事業

多くの住民が利用する町民体育館において、
新型コロナウイルス感染症拡大予防対策とし
て、施設整備等を実施し、公共空間での感染
機会を削減する。

換気対策などのための経費及びウイル
ス拡散と持ち出しを防ぐための衛生用
品や備品購入

R2.7.17 R2.11.9 4,421,890 4,421,890 0 4,222,905 198,985

玄関網戸取付1カ所＋1階裏口網戸取付1カ所＋1階ボイラー室網戸取
付1カ所＋体育館２階窓網戸取付6カ所＋2階和室窓網戸取付2カ所、
1階武道場窓網戸取付12カ所、2階講義室窓網戸取付工事、ペダル式
手指消毒スタンド1台

設備の整備により感染症対策が図られ
た。

34 文化社会教育課
江良町民体育館管理
事業

多くの住民が利用する江良町民体育館におい
て、新型コロナウイルス感染症拡大予防対策
として、施設整備等を実施し、公共空間での
感染機会を削減する。

換気対策などのための経費及びウイル
ス拡散と持ち出しを防ぐための衛生用
品や備品購入

R2.7.17 R2.9.23 300,905 300,905 0 287,364 13,541
男女トイレセンサー水栓取付2カ所、2階指導員室網戸取付2カ所＋2
階トレーニング室網戸取付1カ所＋2階図書館網戸取付2カ所、ペダ
ル式手指消毒スタンド1台

設備の整備により感染症対策が図られ
た。

35 文化社会教育課町民野球場管理事業

多くの町内外の方々が利用する町民野球場に
おいて、新型コロナウイルス感染症拡大予防
対策として、施設整備等を実施し、公共空間
での感染機会を削減する。

接触感染予防対策のための施設修繕経
費及び備品購入

R2.7.17 R2.9.11 135,465 135,465 0 129,369 6,096
トイレセンサー水栓、水飲み場センサー水栓取付、ペダル式手指消
毒スタンド2台

設備の整備により感染症対策が図られ
た。

36 文化社会教育課
ふれあい公園パーク
ゴルフ場管理事業

多くの町内外の方々が利用するふれあい公園
パークゴルフ場において、新型コロナウイル
ス感染症拡大予防対策として、施設整備等を
実施し、公共空間での感染機会を削減する。

換気対策などのための経費及びウイル
ス拡散と持ち出しを防ぐための衛生用
品や備品購入

R2.7.17 R2.9.23 409,860 409,860 0 391,416 18,444
男女・障害者トイレセンサー式水栓取り付け3カ所＋水栓レバー、
管理棟入口網戸取付3カ所、ペダル式手指消毒スタンド2台

設備の整備により感染症対策が図られ
た。



37 松前消防署
社会システム維持の
ための衛生確保事業

マスク・感染防止衣等の感染防御資器材によ
る、救急出動時の救急隊員の感染防止、消毒
用資機材による救急車車内消毒の実施によ
り、２次感染の防止を図る。かつ、事務室等
の消毒・除菌により、当務隊員間での感染拡
大を防止し、消防・救急体制の維持を図る。

救急出動時等の新型コロナウイルス感
染防止用資器材、感染拡大防止のため
の消毒・除菌用資機材購入

R2.4.1 R3.3.31 5,710,021 5,710,021 0 5,453,070 256,951

サージカルマスク（50枚／箱） 20箱、サージカルマスク（50枚／
箱） 20箱、N９５マスク（10枚／箱） 10箱、N９５マスク（50枚／
箱） 4箱、ゴーグル300個、アームカバー（100枚／箱） 6箱、
シューズカバー（10双／箱） 45箱、ディスポグローブ（1,000枚／
箱） 2箱、アウターグローブ（50枚／箱） 20箱、オキシマスク
（25個／箱） 4箱、高濃度酸素マスク（10個／箱） 20箱、吸引カ
テーテル（50本／箱） 1箱、人工鼻フィルター 13個、人工鼻フィ
ルター（5個／箱） 2箱、人工鼻フィルター（1個／パック） 40
個、クーフェイスマスク（10個／箱） 3箱、ディスポ喉頭鏡ブレー
ド（10本／箱） 3箱×、気管チューブスタイレット付（10本／箱）
3箱、、挿管用サンプリングチューブ（25個／箱） 1箱、エアウェ
イアダプター（25個／箱） 1箱、マットレスカバー（50枚／箱） 5
箱、アイソレーションフード（2枚／箱） 10箱、ディスポレインカ
バー（10枚／箱） 100箱、毛布 100枚、感染防止衣（上） 300枚、
感染防止衣（下） 450枚、タイベック防護衣 30枚、タイベック防
護衣（セット） 300枚、防護衣用シューズカバー（10双／箱） 3
箱、ピューラックス（6％1,800ｍｌ） 25本、クリネルユニバーサ
ル（6袋／箱） 4箱、手指消毒用アルコール（5ℓ） 2本、手指消毒
用アルコール（500㎖） 30本、酸素ボンベ充填料（10ℓ） 22本、酸
素ボンベ充填料（3.4ℓ） 43本、救急車内感染防止対策養生テープ
等一式、ハンドタオル（２００枚/４０パック） 2０箱、ペーパー
タオルホルダー5個、救急車両除染システムBT-03（オゾン殺菌） 2
台、エアーサクセス（オゾン殺菌） 8台

松前消防署における隊員間の感染拡大及
び救急出動時の2次感染防止が図られた。

38 病院事務局
病院事業会計繰出
（院内感染対策事
業）

給換気機能付きの空調設備を整備することに
よって、低気温時や荒天等のため窓の開閉に
よる換気ができない場合でも換気を可能に
し、入院患者等の院内感染対策を図る。

換気機能付エアコンの設置に対する一
般会計からの補助金

R2.7.28 R3.3.23 33,506,000 33,506,000 0 31,998,230 1,507,770 換気機能付きエアコン　２６台
設備の整備により感染症対策が図られ
た。

39 学校教育課
学校保健特別対策事
業費補助金

児童、生徒の健康、安全のため、新型コロナ
ウイルス感染症予防対策及び学習保障等に係
る支援を行う。

町内小中学校における感染症対策等支
援及び児童生徒の学習保障支援のため
の消耗品費や備品購入

R2.4.8 R3.2.15 4,031,430 4,000,000 2,000,000 2,000,000 0
小学校費消耗品費、パソコン、小学校費備品購入
中学校費消耗品費、パソコン、中学校費備品購入

感染症対策及び学習保証支援が図られ
た。

40 学校教育課
学校保健特別対策事
業費補助金

国の補助事業を活用し、学校再開等にあたり
集団感染のリスクを避け児童生徒が安心して
学ぶことができる体制の整備を促進するた
め、保健衛生用品等を整備する。

感染予防に係る保健衛生用品購入 R3.1.8 R3.1.13 96,800 86,000 43,000 43,000 0
ハンドタオル（200枚入り×30入）
小学校　10箱、中学校 6箱

保健衛生用品等の整備により集団感染リ
スクの軽減が図られた。

41 政策財政課
無線システム普及支
援事業費等補助金

国の補助事業を活用し、町内未整備地域等に
光ファイバを整備し、家庭用Wi-Fiを含む無線
局を一定数増やし、GIGAスクール構想等の教
育環境の充実とテレワーク等「新しい生活様
式」の実践に対応した情報通信基盤づくりを
推進する。

光回線未整備地区の整備（令和３年度
繰越分）

R2.9.11 R4.3.14 113,161,000 81,734,000 27,244,000 14,436,000 40,054,000 町内全域光回線の開通
町内未整備地域への開通により情報通信
基盤の整備が図られた。

44 保健福祉課
松前町児童福祉施設
等従事者慰労金

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
感染リスクが高い環境下においても、社会機
能の維持に不可欠な児童福祉施設等に勤務
し、相当程度心身に負担がかかるなかで、そ
の業務に従事した保育士等に対して慰労金を
支給する。

慰労金　1人につき５万円 R2.12.14 R3.3.31 1,800,000 1,800,000 0 1,719,000 81,000
給付者数36名×50千円＝1,800千円
町内の保育所、認定こども園、院内保育所、学童保育所における従
事者

児童福祉施設等の従事者へ慰労金を支給
し、社会機能の維持が図られた。

45 商工観光課
宿泊施設事業継続支
援金

著しく観光需要が落ち込んだ町内宿泊事業者
に対し、事業継続の支援を行う。

宿泊施設に対し、令和２年６月１日か
ら令和２年１２月３１日までの宿泊売
上高に対する前年同月期の減少額を基
準に支援金を支給

R3.2.8 R3.2.26 3,300,000 3,300,000 0 3,151,500 148,500 町内５宿泊事業者の事業継続 町内宿泊事業者の事業継続が図られた。

489,111,796 457,642,566 29,287,000 371,756,000 56,599,566合　　　計


