
No 事業名 目的 事業実績
事業費
（千円）

担当課

1 プレミアム付商品券発行事業
プレミアム付商品券の発行による、村民
の消費行動喚起・地域経済の回復を図り
ます。

上乗せ分（村負担分）、事務費助成 5,232 産業課

2 子育て拠点施設環境整備事業

通信環境・学習機器の整備、設置により
こどもの森（学童保育施設）や上更別こ
どもセンターでの家庭学習の出来る環境
の整備を行います。

タブレット端末購入費、光回線化に伴う
工事費ほか

1,581 子育て応援課

3 医療機器等整備事業
アフターコロナを見据え医療施設の整備
や必要機器の設置により、感染予防対策
の体制整備を図ります。

除菌電解水給水器ほか購入費、空調機器
設置工事費（９台）

7,232
保健福祉課
国保診療所

4 公共施設等施設整備事業
多くの村民が集う各公共施設について、
空調設備の整備など換気機能の強化によ
り感染予防対策を行います。

網戸設置費（行政区会館、福祉セン
ター、更別村地域創造複合施設）、空調
機器設置費（福祉の里総合センター、老
人保健福祉センター）

18,201
住民生活課
企画政策課
保健福祉課

5 防災活動支援事業
避難所の衛星環境を保つため、マスクや
飛沫感染防止用パーテーションなどの資
材を避難所に備蓄します。

マスク、飛沫感染防止用パーテーション
ほか購入費

2,379 総務課

6 高齢者の見守り支援事業
単身で居住している高齢者のサポート目
的に「ウェアラブルウォッチ」を活用し
た遠隔見守り体制の仕組みを作ります。

ウェアラブルウォッチ（キット通信
費）、管理委託料

6,536 企画政策課

7 公共施設Web会議環境整備事業
オンライン会議をはじめとする多様な働
き方の拡大に対応するための環境整備を
行います。

ノートパソコン購入費、インターネット
回線利用料ほか

171 企画政策課

8 自書式投票用紙読取分類機等購入事業
密集での開票作業を避け、作業時間の短
縮を図るとともに、感染機会の削減を図
るための環境整備を行います。

自書式投票用紙読取分類機ほか購入費 5,610 総務課

9 防災活動支援事業
避難所における感染症予防物品の整備及
び物資保管庫の整備を行い避難所での感
染機会の削減を図ります。

防災用倉庫建設費、感染予防物品購入費 6,962 総務課

10 生活支援ハウス空調設備整備事業

感染拡大を懸念し多くの時間を居室で過
ごすようになっている生活支援ハウス入
居者の健康管理対策として、空調設備を
整備します。

空調設備設置工事費（18台） 2,182 保健福祉課

11 福祉の里総合センター環境整備事業
福祉の里総合センター調理実習室および
健康増進室において、利用者の感染防止
対策としての施設整備を行います。

手洗自動水栓設置費、消毒用アルコール
タオル購入費

286 保健福祉課

12 国民健康保険診療所施設整備事業

臨時発熱待合室の整備および、一般患者
と発熱患者の同線を分離させるための玄
関風除を設置することにより、感染機会
の削減を図ります。

可動間仕切り設置工事、玄関風除設置工
事

7,628 国保診療所

13
国民健康保険診療所オンライン診療体
制整備事業

オンライン診療の体制を構築することに
より院内感染を防止するとともに、通院
の回数減により治療の継続がしやすい体
制づくりを行います。

システム使用料、診察用備品（PC用カメ
ラ、マイク）購入費

178 国保診療所

14
国民健康保険診療所リモート面会環境
整備事業

感染防止対策により面会不可の状況が今
後も懸念される中で、リモート面会の出
来る環境の整備を行います。

Wi-Fi増設工事、タブレット購入費ほか 2,104 国保診療所

15 図書室蔵書確認システム導入事業

図書館への来室が必要な蔵書確認につい
て、インターネットを活用したシステム
の導入により在宅でも蔵書が確認できる
ような環境を構築し、感染機会の削減を
図ります。

既存システムアップグレードライセンス
費用ほか

48 教育委員会

16
公共施設（運動施設）換気設備整備事
業

運動施設における換気対策として、柔剣
道場およびコミュニティプールについて
空気循環を目的とした換気設備の設置に
より感染機会の削減を図ります。

空気循環用サーキュレータ購入費（３
台）

207 教育委員会

17 小中学校保健室環境整備事業

休校の実施による影響により、長期休暇
を減らして授業を行う必要が生じていま
す。夏の暑さによる体調不良の児童生徒
への対応を目的として各学校の保健室へ
の空調設備の整備を行います。

空調機器設置工事費（３台） 2,518 教育委員会

18 更別小学校環境整備事業

児童が使用する水飲み場及びトイレの蛇
口について、肘等で開け閉めできるよう
レバー式への改修を行うことにより感染
予防を図ります。

蛇口改修費 154 教育委員会

19
認定こども園上更別幼稚園空調設備整
備事業

換気の悪い密閉を避ける環境の構築のた
め、園児の午睡室および乳児や２歳未満
の子どもが利用する子育て支援センター
スペースにおいて空調設備の整備を行い
ます。

空調設備設置工事費（２台） 968 子育て応援課

20 子育て世帯生活支援事業

子ども食堂が実施する子育て世帯への食
事の提供に際し、感染症対策（密空間を
避ける）のため屋外での開催を準備して
おり、開催に必要な備品・設備の整備に
係る経費の助成を行います。

どんぐり福祉会への助成（テイクアウト
用食器、テントほか購入）

1,200 子育て応援課

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（令和２年度）
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21 定住化促進住宅改修事業

全国規模でのテレワークや自然豊かな生
活、職住の隣接や複数拠点での生活等、
都市からの移住者を受け入れるための体
制を強化します。

定住化促進住宅改修工事費 28,820 企画政策課

22 お試しサテライトオフィス設置事業

在宅ワークやテレワークの推進に伴い、
都市からの企業を試験的に受け入れるた
め仮設のサテライトオフィスを設置しま
す。

設置工事費、リース料、光回線利用料ほ
か

2,304 企画政策課

23 コミュニティプール環境整備事業

多くの村民が利用するコミュニティプー
ルについてダクト改修、網戸修繕により
換気性能の強化・改善を図り、利用者が
安心して利用できる環境の整備を行いま
す。

網戸修繕費、ダクト改修工事費 6,755 教育委員会

24 トレーニングセンター環境整備事業

子供向け遊具を設置し、幼児が保護者と
ともに過ごす場所として開放している農
業者トレーニングセンター内の多目的
ルーム及びプレイルームについて、網戸
設置により換気設備の整備を行い、利用
者が安心して使用できる環境の整備を行
います。

網戸設置費 205 教育委員会

25 農村公園感染拡大防止掲示板設置事業

村外からも多数の利用者がある農村公園
において、来園者への注意喚起等を知ら
せる掲示板を設置し、感染症に関する情
報や遊具使用に当たっての注意喚起等を
することにより感染拡大防止を図りま
す。

掲示板設置工事費 374 教育委員会

26 小中学校感染対策消耗品購入事業
村内小中学校の感染対策に係る各種消耗
品の購入を行います。

フェイスシールドほか各種感染対策消耗
品購入費

870 教育委員会

27 感染対策消耗品購入事業

生涯学習の推進に係る各種事業の実施に
あたり、屋外での行事開催に際して非接
触式電子温度計を用いて検温を行い、参
加者の体調を知ることにより感染拡大防
止を図ります。

非接触式電子温度計購入費（２台） 14 教育委員会

28 更別幼稚園環境整備事業
多数の園児が集う幼稚園において網戸の
修繕・設置を行い換気設備の整備を行い
ます。

スライド式網戸設置費 292 子育て応援課

29
老人保健福祉センター空調設備整備事
業

多数の村民が集まる老人保健福祉セン
ターロビーおよびリハビリ室において、
空調設備の整備による換気機能の強化を
実施し、感染防止対策としての環境整備
を図ります。

空調設備設置工事費 13,530 保健福祉課

30 福祉の里総合センタートイレ改修事業

災害時に避難所として開放する福祉の里
総合センターについて、男女トイレにそ
れぞれ１箇所ずつある和式トイレをレ
バー式の洋式トイレへの改修を行いま
す。また、非常電源への接続工事も行う
ことにより災害時（停電時）にも使用可
能な体制を構築します。

トイレ改修費、非常電源への接続工事費 2,750 保健福祉課

31
福祉の里総合センター健康増進室環境
整備事業

多数の村民が利用する福祉の里総合セン
ター健康増進室（トレーニングルーム）
について、経年劣化が進むロールスク
リーンを更新し、換気時の環境整備を図
ります。

ロールスクリーン設置費 455 保健福祉課

32 Web会議システム環境整備事業

オンライン会議への参加機会の増加に伴
い、既存の設備の増設と通信環境の整備
を図ることにより各種会議等への参加体
制を強化します。

端末購入費、回線整備費 888 総務課

33
役場庁舎環境整備事業
【令和２年度繰越明許費】

職員及び多数の村民が利用する役場庁舎
における換気機能の強化のため、網戸設
置により感染防止対策としての環境整備
を行います。

鋼製建具改修工事費（サッシ開き窓交
換、網戸設置）

24,156 総務課

34 公共的空間安全・安心確保事業

多数の利用者が訪れる公共施設におい
て、消毒と体温測定の実施が可能なデジ
タルサイネージを購入・設置することに
より感染拡大防止を図ります。

デジタルサイネージ購入費（10台） 3,184

総務課
産業課

保健福祉課
住民生活課
教育委員会

35 国民健康保険診療所感染対策予防事業
今後の感染拡大に備える中で、必要な医
療資材の購入を行うことにより医療提供
体制の構築を図ります。

アイソレーションガウンほか医療資材購
入費

1,780 国保診療所

36 更別村情報拠点施設環境整備事業

多数の利用者のある更別村情報拠点施設
（道の駅さらべつ）において、デジタル
サイネージの設置に伴い、設置場所であ
る風除室の換気設備の整備を行うことに
より、換気機能の強化および暑熱対策を
図ります。

換気設備整備工事費 132 産業課

37 プレミアム付商品券発行事業
プレミアム付商品券の発行により、村民
の消費行動喚起・地域経済の回復を図り
ます。

上乗せ分（村負担分）、事務費助成 9,134 産業課

38 行政区会館環境整備事業
村民が集会等に利用する行政区会館にお
いて換気機能の強化を図るため換気扇の
修繕を行います。

換気扇修繕費 241 住民生活課
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39
感染症対策ソリューション導入事業
事業実施中
【令和２年度繰越明許費】

多数の利用者がある村内施設において、
顔認証機能を搭載した体温測定器を設置
することにより感染拡大防止を図りま
す。

感染症対策ソリューション購入費 6,600 企画政策課

40
老人保健福祉センター音響設備整備事
業

多数の村民が利用する老人保健福祉セン
ター集会室では、介護予防教室をはじめ
各種講習等の事業が実施されており、そ
の際には参加者が距離をあける対応を
とっています。開催時には音響設備が利
用されていますが、今後の事業実施を見
据える中でより広い範囲へ音声を届ける
設備への改修を行います。

音響設備設置工事費 6,325 保健福祉課

41 子ども・子育て支援交付金

小学校の臨時休校により、春休み終了日
の翌日以降に施設を開所するための各経
費の補助に伴う地方負担分に充当しま
す。
【国庫補助事業】

開所に係る各種経費 650 子育て応援課

42
学校保健特別対策事業費補助金
（感染症対策のためのマスク等購入支
援事業）

村内小中学校における感染症対策に係る
感染防止用品の購入に伴う地方負担分に
充当します。
【国庫補助事業】

消毒液ほか感染防止用品購入経費 208 教育委員会

43
学校保健特別対策事業費補助金
（学校再開に伴う感染症対策・学習保
障等に係る支援事業）

学校再開に伴い、各種感染症対策及び学
習保障等の支援に係る経費の地方負担分
に充当します。
【国庫補助事業】

備品購入費、GIGAスクール端末に係る経
費（設定手数料）

3,000 教育委員会

44

公立学校情報通信ネットワーク環境施
設整備費補助金
（公立学校情報通信ネットワーク環境
施設整備事業）

GIGAスクール事業推進経費の内、無線
LAN環境構築委託料に係る経費の地方負
担分に充当します。
【国庫補助事業】

無線LAN環境構築委託料 5,615 教育委員会

45
公立学校情報機器整備費補助金
（学校からの遠隔予習機能の強化事
業）

GIGAスクール構想の推進に際し、遠隔事
業の実施に必要な機械整備経費に係る地
方負担分に充当します。
【国庫補助事業】

遠隔授業用マイク、カメラ購入費 13 教育委員会

46
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支援
事業）

学校のICT化が図られる中でICT環境整備
の設計や使用マニュアル（ルール）の作
成などを行うGIGAスクールサポーターの
配置に係る経費の地方負担分に充当しま
す。
【国庫補助事業】

GIGAスクールサポーター配置委託料 743 教育委員会

47
母子保健衛生費補助金
（新型コロナウイルス感染症の流行下
における妊産婦総合対策事業）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、オンラインによる母子保健システム
の導入の推進に伴う地方負担分に充当し
ます。
【国庫補助事業】

スマートフォンアプリ導入経費 185 子育て応援課

48 学校臨時休業対策費補助金
臨時休校に伴う学校給食休止に対する補
助の地方負担分に充当します。
【国庫補助事業】

学校給食費返還等に係る経費 12 教育委員会

49

無線システム普及支援事業費等補助金
（高度無線環境整備推進事業）
事業実施中
【令和２年度繰越明許費】

「高度無線環境整備推進事業」を活用し
実施する村内農村地区での高速通信網
（光ファイバ）整備に係る地方負担分に
充当します。
【国庫補助事業】

光基盤整備費 114,580 企画政策課

50
更別村国保診療所医療用備品等購入事
業

更別村国民健康保険診療所における感染
症対策の更なる徹底を図るため、対策に
係る備品及び資材等の購入を行います。

パーテーションホワイトボードほか備品
及び資材購入費

565 国保診療所

51 公共施設感染症対策消耗品購入事業

村公共施設（コミュニティプールおよび
農業者トレーニングセンター）へ感染症
対策のため来館者用非接触式電子温度計
を購入・設置します。

非接触式電子温度計購入費（２台） 28 教育委員会

52
GIGAスクール構想推進事業
（接続環境構築委託料）

GIGAスクール構想を推進する中で更別小
学校および更別中央中学校と役場間との
接続環境を構築します。

接続環境構築委託料 3,194 教育委員会

53
GIGAスクール構想推進事業
（端末設定手数料等）

GIGAスクール構想を推進する中におけ
る、端末設定手数料及び教師分の端末購
入費に充当します。

端末設定手数料及び端末購入費 4,204 教育委員会

54
湿害等および感染症対策支援利子助成
事業

新型コロナウイルス感染症及び湿害対策
により影響を受けた農業者が、経営の再
建や減少した減収補てんのため更別村農
業協同組合から借り入れた資金につい
て、村および更別村農業協同組合で利子
を助成し、被害農業者の経営の維持安定
を図ります。

利子助成（村負担分） 1,455 産業課

55

学校保健特別対策事業費補助金
（学校教育活動継続支援事業）
事業実施中
【令２年度繰越明許費】

新型コロナウイルス感染症の影響が長期
化する中において村内小中学校への感染
症対策備品の購入のほか、GIGAスクール
構想の推進を図る上で必要なデジタル教
科書・ドリルといった学習コンテンツの
購入により学習環境整備を行います。
【国庫補助事業】

感染対策備品、デジタル教科書ほか購入
経費

2,400 教育委員会



No 事業名 目的 事業実績
事業費
（千円）

担当課

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（令和２年度）

56 固定資産税システム税制改正対応事業

新型コロナウイルス感染症の影響による
地方税法の改正に伴い、固定資産税シス
テムの改修を行うことにより納税者等へ
の影響緩和を図るための措置への対応を
行います。

システム改修に伴う負担金 275 住民生活課

57 中小企業経営持続化臨時給付金事業

新型コロナウイルス感染症の影響により
売上が前年より減少している村内中小企
業に対し、経営継続・維持を図ることを
目的に臨時給付を行います。

臨時給付金 10,000 産業課

180,186


