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２．新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

　地方公共団体が作成した実施計画に基づく事業に要する費用のうち地方公共団体が負担する経費に充てるため、国が交付する交付金です。

３．対象事業

１．目的

　　　第三次交付限度額（国庫補助算定分のうち法定率以外事業分

62,517

193,886

40,683

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 北海道羅臼町

　※令和２年度本省繰越分を活用した令和３年度事業については、
　　感染状況や経済状況をに応じた事業を検討中です。

297,086

13,759

75,126

205

89,090

　　　第一次交付限度額

　　　第二次交付限度額

　　　第三次交付限度額（感染症対応分）

　　　第三次交付限度額（地域経済対応分）

　　　第三次交付限度額（国庫補助算定分のうち法定率事業分）

　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月２０日閣議決定）の全ての事項並びに
「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」（令和２年１２月８日閣議決定）に掲げる新型コロナウイルス感染症の拡大防止策及びポスト
コロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現の２つの柱についての対応として、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに効果的・効率的で必要な
事業を実施できるよう、地方公共団体が作成した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計画に基づく事業に要する費用に対し、国が交付金
を交付することにより、新型コロナウイルスの感染拡大の防止や感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援、家賃支援を含む事業継続や雇用維
持等への対応、「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等への対応、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を通じた地方創生を図る
ことを目的としています。

　実施計画を作成する地方公共団体が、新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援等を通じた地方創
生に資する事業（経済対策に対応した事業）の実施に要する費用の全部又は一部を負担する事業となっています。

４．交付限度額
　各地方公共団体の交付限度額は、財政規模や人口、地方自治体の感染状況などから算定された地方単独事業分算定額のほか、国の補助事業等の地方負担分
算定額等の合計額となっています。

５．令和２年度分の交付限度額

６．令和２年度本省繰越分の交付限度額



交付金を活用した事業の検証

№ 事業名
事業費

（千円）
交付金

（千円）
実施期間

1
羅臼町新型コロナウイルス
感染症緊急対策臨時給付金

19,826 19,826
R2.4.27

～
R2.10.5

2 水道事業会計繰出金 23,000 23,000
R3.2.5

～
R3.2.15

3 必需物品供給事業 710 710
R2.4.17

～
R3.3.3

4
羅臼町プレミアム付商品券
等発行事業

18,772 18,772
R2.6.24

～
R3.329

5
密集軽減のための輸送能力
増強事業

1,968 1,967
R2.4.10

～
R3.3.29

6 水産物流通改善支援事業 3,558 3,558
R2.6.11

～
R2.12.23

7 避難所備蓄品等整備事業 2,873 2,872
R2.7.10

～
R3.2.1

事業実績

飲食店、宿泊、観光事業者へ一律
給付。
・対象事業所66件×＠300千円

水道料金の減免に要する費用を水
道事業会計に繰出。
・一般及び事業用：23,000千円

医療用手袋やＰＥエプロンなど、
感染予防対策必需品を配布。

プレミアム付き商品券の発行。
・総額58,574千円×30％≒
　　　　　　　　　17,572千円
・事務委託費：1,200千円

通学バスの増便に伴う運転業務を
シルバーいきがいセンターに委
託。
・月平均182千円×9ヶ月

「知床らうす海鮮福箱」
・800セット（10千円相当額）
・200セット（9千円相当額）
上記の1/3を補助。

マスク、パーテーション、非接触
型体温計、ハンドジェル、除菌ス
プレー等の感染予防資材を備蓄。

マスクや防護服、パーテーション
などの感染防止資材を備蓄し、災
害時における避難所の感染対策と
住民が安心して避難できるよう環
境が整備されています。

医療用手袋やＰＥエプロンなど感
染予防対策必需品を配布すること
により、感染者との接触リスクの
高い医療従事者の安全が図られて
います。

町内での消費の落ち込みが深刻な
状況の中、プレミアム付商品券の
発行により町内消費が促進された
ことで地域経済の活性化が図られ
ています。

通学バスを増便（１便）すること
により、感染リスクの低減と児童
生徒が安心して登校できる環境が
整備されています。

流通の動きが鈍い状況において、
基幹産業である水産物販売の支援
することで地域消費を促し、事業
者支援と消費者の支援として評価
の高い事業となっています。。

マスクや防護服などの感染防止資
材を避難所に備蓄します。

消毒液やマスクなどの感染防止必
需品を購入し、診療所への配布し
ます。

プレミアム付商品券を発行して町
内における消費拡大を促進しま
す。

密集を避けるための通学バス増便
に伴う運転業務を委託します。

水産物滞留の改善と地産地消の促
進を図るため、「知床らうす海鮮
福箱」の割引分及び事業事務費等
の支援を行います。

目的

業績が悪化している町内の飲食店
事業者、宿泊事業者、観光事業者
に対し、経営の安定と事業の継続
を目的とした給付金による支援を
行います。

羅臼町水道事業会計に繰り出し、
外出自粛に伴う生活支援及び経済
的負担の軽減、並びに経済活動の
支援を行います。

効果検証

新型コロナウイルス感染症の影響
を受け、業績悪化が特に深刻な飲
食店、宿泊、観光事業者に対する
給付金の支援により、各事業者の
経営安定と事業の継続が図られて
います。

生活及び事業経営が厳しい状況と
推測される中、令和２年５月から
令和３年３月まで水道料金の一部
減免措置を行ったことで負担軽減
図られています。

担当課

産業創生課

建設水道課

保健福祉課

産業創生課

教育委員会
（学務課）

産業創生課

総　務　課



交付金を活用した事業の検証

№ 事業名
事業費

（千円）
交付金

（千円）
実施期間事業実績目的 効果検証 担当課

8 防災バッグ配布事業 21,097 21,096
R2.7.10

～
R3.1.15

9 必需物品供給事業 762 761
R2.7.10

～
R3.1.29

10 水産物調整保管助成事業 5,325 5,325
R2.7.10

～
R3.4.14

11
新型コロナウイルス感染予
防対策補助事業

3,366 3,366
R2.7.10

～
R3.2.10

12
学校保健特別対策事業費補
助金

6,451 3,451
R2.7.10

～
R3.2.17

13
学校等感染予防対策整備事
業

6,437 6,437
R2.7.10

～
R4.3.31

14
学校等感染予防対策機器整
備事業

6,364 6,363
R2.7.10

～
R4.3.31

バッグ、体温計、マスク、ハンド
ジェル、除菌シートなどをセット
にして全世帯に配付。

防災バッグの梱包及び配布をシル
バーいきがいセンターに委託。

水産加工業者（6社）に対し、冷
凍保管庫料の経費を補助。
・保管数量：857トン

防災バック配付事業の実施にあた
り、シルバーいきがいセンターへ
梱包及び配布業務を委託したこと
により、町内全世帯への配布が迅
速に対応できました。

過剰供給分の冷凍保管料等につい
て支援することで、魚価の低下抑
制、漁業規制の回避により、水産
業の安定が図られています。

町内事業者に対し、飛沫防止パネ
ルや消毒液自動噴霧器等の導入を
補助金により支援することで、来
客者等の感染防止対策が図られて
います。。

マスクや消毒液等の感染防止資材
を入れた防災バッグを全世帯へ配
布することにより、災害時におけ
る避難所内での感染拡大防止を図
る体制が整備されています。

事業実施中
【令和２年度繰越明許】

サーマルカメラ、教室用網戸、空
気清浄機等の感染症対策備品を購
入し、整備することで、児童生徒
が安心して学ぶことができる環境
整備がされています。

事業実施中
【令和２年度繰越明許】

幼稚園、小学校、中学校、高校の
学習保障及び感染症対策に必要な
備品等を購入します。

体温測定サーマルカメラ、加湿式
空気清浄機、紫外線滅菌庫、デジ
タル教科書、図書除菌機等の感染
対策備品を購入。

防災バッグ梱包作業及び配布業務
を委託します。

魚価の低下を抑え、漁業規制の回
避を含めた支援策として、過剰供
給分の冷凍保管料等について助成
します。

観光業、飲食業をはじめとする町
内各事業所に対し、感染予防対策
を講じるための支援を行います。

学校再開に伴う感染症対策・学習
保障等に係る支援事業の実施に伴
う地方負担分に充当します。
【国庫補助事業】

幼稚園、小学校、中学校、高校の
学習保障及び感染症対策に必要な
感染防止資材を購入します。

・町内61事業所に上限50千円の
対策経費を支援。
・マスクホルダーの配布。
・飛散防止パネル補助。

体温測定サーマルカメラ、教室用
網戸、加湿式空気清浄機等の感染
対策備品を購入。

消毒液や使い捨てグローブ、フェ
イスシールド、非接触体温計、自
動手指消毒器等の感染防止資材を
購入。

災害発生時における避難所等での
自己防衛対策のため、マスクや消
毒液等の感染防止資材を含めた防
災グッズを全世帯分購入し配布し
ます。

教育委員会
（学務課）

総　務　課

総　務　課

産業創生課

産業創生課

教育委員会
（学務課）

教育委員会
（学務課）



交付金を活用した事業の検証

№ 事業名
事業費

（千円）
交付金

（千円）
実施期間事業実績目的 効果検証 担当課

15
漁業経営緊急対策利子補給
事業

338 337
R2.9.15

～
R3.3.1

16
インフルエンザワクチン接
種助成事業

3,855 3,855
R2.9.15

～
R3.1.29

17
羅臼町新生児特別定額給付
金給付事業

2,000 2,000
R2.9.15

～
R3.3.31

18
子育て・保育事業者支援事
業

500 500
R2.9.15

～
R2.10.13

19 福祉事業者支援事業 3,500 3,500
R2.9.15

～
R2.10.13

20
ＧＩＧＡスクール端末導入
事業

13,502 13,501
R2.7.10

～
R3.4.21

21
公共施設等感染予防対策事
業

3,844 3,843
R2.9.15

～
R4.3.31

新型コロナウィルス感染症の影響
下で、不安を抱えながら妊娠期を
過ごして出産した家庭の経済的負
担の軽減と町の次代を担う子ども
の出産を支援しています。

感染予防に係る経費を助成したこ
とにより、消毒液やパーテーショ
ンなどが購入でき継続的な運営が
図られています。

感染予防に係る経費を助成したこ
とにより、消毒液やパーテーショ
ンなどが購入でき継続的な運営が
図られています。

一人一台端末の導入により、臨時
休校等の緊急時においても、児童
生徒が家庭で学習を継続できる環
境が整備がされています。

事業実施中
【令和２年度繰越明許】

道漁業振興資金や国の持続化給付
金による救済支援を手当を受けて
もなお経営悪化が顕著な業種にお
いて、漁業者負担の利息が軽減さ
れています。

接種費用を全額補助したことで、
例年より多くの高齢者がインフル
エンザ予防接種を行い、また、コ
ロナウイルス感染症予防対策とあ
いまってインフルエンザの流行を
抑えられました。

町内の民間事業者に対して、感染
予防に係る経費の助成を行い事業
継続を支援します。

ＧＩＧＡスクール構想の実現に向
けた町内全ての小学生及び中学生
に対する通信機器端末の整備しま
す。

役場庁舎をはじめ不特定多数の来
客者が訪れる公共施設等の感染予
防対策に係る整備します。

町内民間保育事業者の感染症予防
に係る経費を助成。
・ちゅーりっぷ保育園
　1事業所×500千円

町内の介護・障がい・高齢者支援
事業者の感染症予防に係る経費を
助成。
・町内7事業所×500千円

・Wi-Fiモデル　283台
・LTEモデル　90台
・iPad Pro　39台
・その他ドメイン取得等の整備。

サーマルカメラ機器（正面玄関用
及び裏側職員玄関用）、飛沫防止
パネル等の設置。

信漁連が融資する緊急対策資金
（運転資金）に伴う利子補給への
支援を行います。

重症化の高い高齢者に対して、同
時期に流行が予測されるインフル
エンザのワクチンの接種を全額助
成します。

特別定額給付金の基準日以降の出
生児に同額の給付を行い、子育て
に対する負担を軽減します。

ホタテ養殖、小定置網、定置網、
刺網等の融資に伴う利子補給。
・支援額：675千円×0.5

65歳以上の高齢者及び60歳以上
の内部疾患の身体障がい者等
・診療所委託料：854名分
・他院接種扶助費：26名分

特別定額給付金の基準日以降に出
生した者に対し、特別定額給付金
と同額を給付。
・出生数20名×100千円

町内の民間子育て支援事業者に対
して、感染症予防に係る経費の助
成を行い事業の継続を支援しま
す。

産業創生課

保健福祉課

企画振興課

保健福祉課

保健福祉課

教育委員会
（学務課）

総　務　課



交付金を活用した事業の検証

№ 事業名
事業費

（千円）
交付金

（千円）
実施期間事業実績目的 効果検証 担当課

22
障がい者就労支援施設支援
事業

900 900
R2.9.15

～
R2.10.13

23 高度無線環境整備推進事業 193,638 37,579
R2.9.15

～
R4.3.31

24 光ファイバー整備事業 28,595 28,595
R2.9.15

～
R4.3.31

25
ＷＥＢ会議用等機器整備事
業

2,237 2,237
R2.12.16

～
R3.3.19

26
羅臼町役場分庁舎環境整備
事業

1,272 1,271
R2.12.16

～
R3.3.5

27 学校等床補修事業 3,676 3,676
R2.12.16

～
R3.4.9

28
羅臼町役場庁舎内LAN増
設等整備事業

1,110 1,109
R2.12.16

～
R3.3.25

学校や幼稚園等の体育館アリーナ
やホール等のフローリングメンテ
ナンスを実施することで、安心し
て学習活動を行える環境が整備さ
れています。

ＷＥＢ会議の増加により複数の会
議が重なった際も各会議室で開催
可能となったほか、庁舎内全体で
Wi-Fi受信が可能となったことに
より密を避けられています。

障害者就労支援施設へ補助したこ
とにより利用者の活動継続と運営
が維持が図られたとともに、消毒
液などの感染予防必要備品が整備
されております。

事業実施中
【令和２年度繰越明許】

事業実施中
【令和２年度繰越明許】

ＷＥＢ会議用機器を整備できたこ
とにより、コロナ禍におけるＷＥ
Ｂ会議の増加に伴い大人数での参
加など柔軟に対応できています。

羅臼町コミュニティーセンターを
分庁舎とするためのネットワーク
環境の整備を図り、役場業務を継
続するための代替施設が確保でき
ています。

役場庁舎内にＬＡＮの接続及び
Wi-Fi増設によりＷＥＢ会議等が
実施できる環境を構築します。

春松幼稚園、羅臼小学校、春松小
学校、知床未来中学校、羅臼高等
学校の床補修。

庁舎内LAN接続箇所増設及びWi-
Fiの分散配置によるWEB会議等の
環境整備。

高度無線環境整備推進事業補助金
を活用した光ファイバー整備事業
の地方単独事業分です。

感染拡大対策として今後増加する
ＷＥＢ会議等へ柔軟に対応するた
めの機器等を購入・整備します。

外局施設へのネットワーク化を実
施することで臨時庁舎的機能を確
保することにより役場業務の継続
性を確保します。

羅臼町社会福祉協議会が実施する
「就労継続事業B型：とっどる」
への運営補助。
・施設利用者数9名×100千円

民設民営による光ファイバ網の整
備（高度無線環境整備推進事業補
助金）の地方負担分に充当
・事業実施：ＮＴＴ東日本

民設民営による高度無線環境整備
推進事業補助金を活用した光ファ
イバ整備事業の地方単独事業分
・事業実施：ＮＴＴ東日本

液晶モニター、ノートパソコン、
ＷＥＢマイク、ＷＥＢカメラ、ス
ピーカー等の整備。

羅臼町コミュニティーセンターを
分庁舎とし、本庁舎と同様の運用
を可能とするためのネットワーク
環境整備。

学校・幼稚園等のアルコール消毒
作業により床材が剝がれたことか
ら、床補修及び抗菌対策を実施し
ます。

障がい者の就労の機会が減少した
ことから、運営状況が悪化した障
がい者就労継続支援Ｂ型事業所に
対し運営費を補助します。

高度無線環境整備推進事業補助金
を活用した光ファイバー整備事業
の地方負担分です。
【国庫補助事業】

保健福祉課

企画振興課

企画振興課

総　務　課

総　務　課

教育委員会
（学務課）

総　務　課



交付金を活用した事業の検証

№ 事業名
事業費

（千円）
交付金

（千円）
実施期間事業実績目的 効果検証 担当課

29
消防活動等感染症対策整備
事業

2,271 2,270
R2.12.16

～
R3.2.17

30 町有バス購入事業 10,779 10,778
R2.12.16

～
R3.3.31

31
予防接種管理台帳システム
導入事業

4,510 4,510
R3.1.15

～
R3.4.21

32
水産加工事業者経営安定対
策支援事業

15,000 15,000
R3.3.16

～
R3.3.31

33
学校保健特別対策事業費補
助金【追加分】

2,418 1,217
R3.3.30

～
R4.3.31

34
羅臼町役場出退勤・勤怠管
理システム導入事業

9,457 9,456
R3.3.30

～
R4.3.31

35
羅臼町プレミアム付商品券
等発行事業【第二弾】

31,000 31,000
R3.3.30

～
R4.3.31

経済活動や輸出入の停滞並びに消
費落込みによる業態悪化が著しい
中、給付金の支給により水産加工
業者の経営及び事業継続が図られ
ております。

事業実施中
【令和２年度繰越明許】

事業実施中
【令和２年度繰越明許】

事業実施中
【令和２年度繰越明許】

救急活動における感染症対策備品
の購入により、隊員への感染防止
を徹底することができ、消防・救
急体制が整備されています。

児童生徒の通学や老人団体の事業
等で利用されており、換気対策や
密集軽減措置により感染拡大防止
が図られていることから、利用者
の安心感が得られております。

現在実施しているコロナウイルス
ワクチン接種について、、今後の
未接種者対策や情報連携作業の軽
減に活用されております。

大きな影響を受けている町内水産
加工事業者に給付金を給付し、経
営安定と事業継続を支援します。

学校の再開及び学校教育活動の継
続等を支援します。
【国庫補助事業】

出退勤・勤怠管理システムを導入
し、職員の濃厚接触者の把握や
人・書類の移動機会を減らすこと
で感染拡大を防止します。

感染拡大の収束を見極めたうえ
で、プレミアム付商品券及び食事
券を発行し、消費喚起と飲食店の
利用を促進します。
【道補助：6,000千円上乗せ】

町内の水産加工事業者に対する給
付金。
・30事業者×500千円

指導者用デジタル教科書、使い捨
てグロープ等の購入。

役場や町内幼稚園、子育て発達支
援センター、給食センター等への
出退勤・勤怠管理システム導入。

プレミアム付商品券（30％）及
び食事券（20％）を発行。
・発行額：60,000千円×50％
・抽選会：3,000千円
・事務費：4,000千円

消防・救急活動に伴う感染防止対
策のため、マスクや手袋、感染症
対応搬送用具等の購入し、消防・
救急体制を整備します。

町有バスを新たに購入し、児童生
徒の通学時やスポーツ大会、町内
団体の研修等、移動時の密集軽減
と感染防止対策を行います。

予防接種管理台帳システムの導入
を図り、新型コロナウイルス感染
症の対策を強化します。

消毒用アルコール、感染防止衣ガ
ウン、ディスポグローブ、患者搬
送用アイソレーター等の救急活動
における感染症対策備品の購入。

中型バス（29人乗り）の購入。
（フルオートエアコンや天井換気
扇など、換気対策オプションを含
む。）

予防接種管理台帳システム導入負
担金。

環境生活課

保健福祉課

産業創生課

教育委員会
（学務課）

総　務　課

産業創生課

消　　　防



交付金を活用した事業の検証

№ 事業名
事業費

（千円）
交付金

（千円）
実施期間事業実績目的 効果検証 担当課

36 町民体育館備品等整備事業 6,112 2,448
R3.3.30

～
R4.3.31

461,023 297,086

　

事業実施中
【令和２年度繰越明許】

３密回避と町民及び子ども達が安
全・安心に利用できるよう遊び場
の分散、運動不足の解消及び健康
管理のため備品等を整備します。

・遊び場分散に係る遊具の購入。
・３密回避に係る個別ロッカー、
サーマルカメラ、飛沫防止パネル
等の感染対策備品の整備。

教育委員会
（社会教育課）


