
- 1 - 

 

 
 

芽室町における新型コロナウイルス感染症に係る主な対応 

《第 5期芽室町総合計画実施計画施策体系別》 
 

１ 施策別対応一覧 
 

持続可能な農業の基盤整備と支援の強化（１－１） 

 

（１）担い手育成と農業の応援団づくり（１－１－１） 

●中止事業 

   ①食農理解促進事業（農業小学校、食農教育） 【農林課農林係】    ▲3,338千円 

 

農業と連携した活力ある商工業と観光物産の振興（１－２） 

 

（２）地域内循環の推進と商工業の振興（１－２－１） 

○実施事業 

   ①飲食店応援クーポン 【商工観光課商工振興係】            5,844千円 

    ・減少した町内消費を回復させるため、飲食店を対象としたクーポン 1人 500円を町民

へ配布 

    ・実績（５月 31日現在） 

 総配布枚数 18,429枚 換金枚数 3,782枚（1,891,000円） 20.52％   

②飲食店応援商品券 【商工観光課商工振興係】             25,730千円 

 ・減少した町内消費を回復させるため、飲食店を対象としたプレミアム商品券を町民 

（購入希望者）へ販売 

③中小企業等事業持続化支援金 【商工観光課商工振興係】        60,176千円 

   ・売り上げが減少した中小企業等に対し支援金を交付し、事業の持続を支援 

・実績（５月 31日現在） 

 60事業所 18,000,000円 

④中小企業経営近代化緊急融資利子等補給 【商工観光課商工振興係】    6,283千円 

 ・町融資（緊急枠）に係る利子、保証料の全額を補給 

 ・実績（5月 31日現在） 

  融資件数（運転）4件 融資金額 14,500,000円 

⑤中小企業等相談対応 【商工観光課商工振興係】            1,243千円 

 ・芽室町商工会における相談窓口設置に係る人件費を補助 

⑥プレミアム商品券 【商工観光課商工振興係】≪詳細資料 13P≫     24,300千円 

・減少した町内消費を回復させるため、プレミアム商品券を町民（購入希望者）へ販売 
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⑦芽室町小規模事業者持続化補助金 【商工観光課商工振興係】 

≪詳細資料 14P≫    2,500千円 

・「小規模事業者持続化補助金（コロナ型）」を活用し、販路開拓等に取組む費用のうち、

補助金を除く事業者が負担する経費の一部を支援する。 

●中止事業 

   ①めむろまちなかマルシェ 【商工観光課商工振興係】         ▲2,000千円 

②納涼盆踊り大会 【商工観光課観光物産係】              ▲160千円 

 

（３）地域資源を活用した観光の振興（１－２－２） 

●中止事業 

  ①発祥の地杯全国ゲートボール大会 【商工観光課観光物産係】     ▲1,655千円 

 

豊かな心を育む人づくりと生涯にわたる学びの充実（２－１） 

 

（４）学校教育の充実（２－１－１） 

○実施事業 

①学校衛生環境向上 【学校教育課学校教育係】              365千円 

 ・非接触型電子体温計購入 

②スクールバス等臨時運行 【学校教育課学校教育係】          7,331千円 

 ・1 台あたりの乗車人数を制限し、密集状態を緩和させるため、登校時ほぼ満席となる

路線にバス及びジャンボタクシーを増便。 

   ③小・中学校情報機器購入（小１～４、中２～３）【学校教育課学校教育係】 

≪詳細資料 15P≫  108,526千円 

    ・GIGAスクール構想に基づく児童生徒 1人 1台端末の整備。 

   ④大学等奨学金貸付制度の対象拡大 【学校教育課学校教育係】 

≪詳細資料 16P≫    5,100千円 

    ・生活費や就学費の確保が困難な大学生等を対象に「奨学金貸付け」を行う。 

   ⑤ふるさとめむろ学生応援報償 【学校教育課学校教育係】 

≪詳細資料 18P≫    2,500千円 

    ・帰省等の移動自粛やアルバイト等による生活費の確保が困難な大学生等を対象に特

産品を送付。 

   ⑥要・準要保護児童就学援助費の対象拡大 【学校教育課学校教育係】 

≪詳細資料 19P≫  4,624千円 

    ・就学費の確保が困難な保護者に対し「奨学援助費」を給付。 

⑦給食発注済み食材及び加工労務対応 【学校教育課給食センター】      491千円 

 ・廃棄食材費用、発注済み加工食品キャンセル料等 

⑧教師用フェイスシールド購入 【学校教育課総務係】            40千円 

 ・町内小中学校全教員用のフェイスシールドを購入 
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⑨中学校入学式動画配信 【学校教育課学校教育係】            予算なし 

 ・芽室中学校、芽室西中学校の入学式を YouTubeを使って保護者限定で配信 

⑩学校給食費の減免 【学校教育課給食センター】            5,365千円 

    ・４月、５月の学校給食費を減免 

   ⑪小中学校手洗い場改修 【学校教育課総務係】               検討中 

    ・町内全小中学校の手洗い場の改修 

   ⑫スクールバス増便（夏休み、冬休み） 【学校教育課学校教育係】 

≪詳細資料 20P≫    5,370千円 

    ・夏季・冬季休業期間を短縮して行われる登校に合わせてスクールバスを臨時運行。 

   ⑬給食物資配送（夏休み、冬休み） 【学校教育課給食係】≪詳細資料 21P≫  386千円 

    ・夏季・冬季休業期間を短縮して行われる登校に合わせて提供する給食の配送。 

   ⑭給食材料（夏休み、冬休み） 【学校教育課給食係】          7,873千円 

    ・夏季・冬季休業期間を短縮して行われる登校に合わせて提供する給食の食材購入。 

 

（５）社会教育の推進（２－１－２） 

○実施事業 

 ①家庭学習支援プロジェクト動画配信 【社会教育課社会教育係】      予算なし 

  ・地域おこし協力隊員による、家庭でできる学習支援のための動画を YouTubeでして配

信 

 ②貸出本宅配 【社会教育課図書館係】                  予算なし 

  ・町内の住宅に、職員が貸出本を届ける 

●中止事業 

   ①少年少女国内研修事業 【社会教育課社会教育係】          ▲1,702千円 

   ②トレーシー市中学生訪問団受入 【社会教育課社会教育係】       ▲729千円 

 

地域文化の形成とスポーツ環境の充実（２－２） 

 

（６）地域文化の振興（２－２－１） 

●中止事業 

  ①児童・生徒へのクリニック（札響） 【社会教育課社会教育係】     ▲330千円 

  ②芸術鑑賞会（札響） 【社会教育課社会教育係】           ▲6,475千円 

 

（７） スポーツしやすい環境づくり（２－２－２） 

○実施事業 

   ①家庭学習支援プロジェクト動画配信 【社会教育課スポーツ振興係】    予算なし 

    ・地域おこし協力隊員による、家庭でできる体力づくりのための動画を YouTubeで配信 
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●中止事業 

   ①チャレンジデー2020 【社会教育課スポーツ振興係】          ▲236千円 

   ②第 40回全町ゲートボール大会 【社会教育課スポーツ振興係】      ▲89千円 

   ③北海道日本ﾊﾑﾌｧｲﾀｰｽﾞｽﾎﾟｰﾂｷｬﾗﾊﾞﾝ in芽室町 【社会教育課スポーツ振興係】▲735千円 

    

いつまでも健康で安心して暮らせる保健医療環境づくり（３－１） 

 

（８）生涯を通じた健康づくり（３－１－１） 

○実施事業 

   ①町内感染症まん延防止対策 【保健福祉課保健推進係】          1,586千円 

    ・町内向け備蓄用のマスク、除菌スプレー、消毒薬などを購入 

②保健福祉センター衛生環境向上 【保健福祉課社会福祉係】         99千円 

 ・保健福祉センター用のマスク、消毒薬等を購入 

③医療・福祉・子育て従事者応援 【保健福祉課社会福祉係】       6,610千円 

 ・医療・福祉・子育て支援施設従事者への謝意を伝えるため、勤務先の事業所に対し、

応援慰労金を交付 

④おうちｸｯｷﾝｸﾞﾚｼﾋﾟ紹介【保健福祉課保健推進係、子育て支援課子育て支援係】予算なし 

 ・おうちでできる簡単レシピを管理栄養士が Facebookで配信 

⑤国民健康保険税等の減免 【住民生活課国保医療係】           予算なし 

●中止事業 

  ①赤ちゃんふれあい体験 【子育て支援課子育て支援係】         ▲58千円 

 

安心して子育てできるまちづくり（３－２） 

 

（９）安心して生み育てることができる子育て支援（３－２－１） 

○実施事業 

   ①子育て特別給付金 【子育て支援課児童係】              29,086千円 

    ・国が実施する児童手当受給世帯（令和 2年 3月 31日現在）への特別給付金（1人 10

千円）に係る給付事務 

   ②めむろ子育て特別給付金 【子育て支援課児童係】 ≪詳細資料 22P≫  2,750千円 

    ・心身に障がいを有する児童を家庭で養育している保護者に対して、特別給付金（1世

帯当たり 50千円、第 2子以降 30千円加算）を給付。 

     ③めむろ赤ちゃん特別給付金 【子育て支援課児童係】≪詳細資料 22P≫    8,230千円 

    ・国の特別定額給付金及び子育て世帯への臨時特別給付金の、基準日後に出生した子ど

もに対して臨時特別給付金を給付。 

   ④オンライン療育の推進 【子育て支援課発達支援係】           119千円 

    ・発達支援センターに光回線による無線環境を整備する。 
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   ⑤発達支援センター特別開放 【子育て支援課発達支援係】         予算なし 

    ・小中学校休校中の、療育対象児童・生徒への特別開放 

 

（１０）子育て環境の充実（３－２－２） 

○実施事業 

   ①保育所衛生環境向上 【子育て支援課児童係】               75千円 

    ・マスク、消毒薬などの購入 

   ②子どもセンター衛生環境向上 【子育て支援課子どもセンター係】     615千円 

    ・マスク、消毒薬などの購入 

   ③子どもセンター消毒清掃 【子育て支援課子どもセンター係】       620千円 

    ・町内 3か所の子どもセンター消毒清掃の実施 

   ④西子どもセンター空調設備設置 【子育て支援課子どもセンター係】   2,068千円 

    ・西子どもセンター体育館に空調設備を設置し、感染予防、拡大防止を図る。 

   ⑤子育て支援課所管施設衛生環境向上【子育て支援課児童係、子育て支援係】2,033千円 

    ・非接触型電子体温計、加湿空気清浄機、消毒薬、フェイスシールドなどの購入 

   ⑥保育対策総合支援事業 【子育て支援課児童係】            1,936千円 

    ・国が実施する保育施設への補助金交付事務 

  ⑦児童・生徒緊急預かり 【子育て支援課発達支援係】           予算なし 

  ・小中学校休校中に、預け先の確保が困難な支援を要する家庭等のために、発達支援セ

ンターで預かりを実施 

  ⑧保育料の減免 【子育て支援課児童係】                 予算なし 

 ⑨放課後児童クラブの臨時開所【子育て支援課子どもセンター係】      予算なし 

・小学校臨時休校中、家庭で過ごすことができない児童の特別預かりを実施  

⑩児童館の臨時開館【子育て支援課子どもセンター係】           予算なし 

・小中学校の臨時休校中、家庭で過ごすことができない低学年児童の特別預かりと、全 

児童生徒への臨時開館を実施 

 

住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉の充実（３－３） 

 

（１１）高齢者福祉の充実（３－３－２） 

○実施事業 

   ①「自宅でできる健康づくり運動」支援事業 【保健福祉課在宅支援係】   予算なし 

    ・高齢者向けの自宅でできる運動を紹介したリーフレットの送付配布 

   ②介護保険料の減免 【保健福祉課介護保険係】              予算なし 

●中止事業 

   ①福祉人材育成講座 【保健福祉課高齢者相談係】           ▲1,062千円 
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安全・安心に暮らせる生活環境づくり（４－１） 

 

（１２）災害に強いまちづくりの推進（４－１－１） 

○実施事業 

   ①新型コロナウイルス感染症対策に係る避難所の備品等購入【総務課地域安全係】 

≪詳細資料 23P≫    1,712千円 

    ・大規模な災害が発生し避難所の開設や運営を行う場合でも、安全・安心に避難生活が 

送れるための環境整備。 

 

快適な都市環境づくりの推進（４－２） 

 

（１３）快適な住環境の整備（４－２－２） 

○実施事業 

   ①公園施設感染拡大防止対策 【建設都市整備課公園緑地係】         61千円 

    ・公園利用に関する注意喚起看板の設置 

   ②公営住宅使用料の減免、猶予 【住民生活課公営住宅係】         予算なし 

 

自然と調和した持続可能な生活環境の整備・保全（４－３） 

 

（１４）景観の保全とクリーンエネルギーの推進（４－３－１） 

●中止事業 

   ①春のｸﾘｰﾝｱｸｼｮﾝめむろ（町内一斉清掃） 【住民生活課生活環境係】    予算なし 

 

多くの町民が関わり参加する自治のまちづくり（５－１） 

 

（１５）徹底した情報共有と町民参加の推進（５－１－１） 

○実施事業 

   ①行政情報広報事業 【企画財政課広報広聴係、農林課農林係】       505千円 

    ・町民向けに公共施設休止情報、感染症情報をチラシ、ホームページ、Facebook など

で周知 

   ②広聴機能の充実 【企画財政課広報広聴係】                32千円 

・オンライン会議システムの導入により、町民の多くの方が参加できる手法、双方向で

情報交換をするための手段、機会をさらに拡充する。 

 

（１６）住民自治の実現と地域の活力の維持（５－１－２） 

○実施事業 

   ①地域集会施設衛生環境向上 【企画財政課公共施設マネジメント係】     65千円 

    ・消毒液などを購入 
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（１７）国際・地域間交流の推進（５－１－３） 

●中止事業 

   ①揖斐川町小学生訪問団受入れ 【企画財政課企画調整課係】       ▲156千円 

   ②トレーシー市訪問団受入れ 【企画財政課企画調整係】        ▲1,100千円 

 

時代に即した行財政運営と行政サービスの推進（５－２） 

 

（１８）効果的・効率的な行政運営（５－２－１） 

○実施事業 

   ①テレワークの推進 【総務課行政経営係】≪詳細資料 24P≫              3,436千円 

    ・芽室町行政経営ポリシー及び芽室町役場 ICT計画の方針に沿って、より効率的・効果

的かつ多様な働き方の環境整備。 

 

（１９）健全な財政運営（５－２－２） 

○実施事業 

    ①町税等の減免、猶予など 【税務課町民税係、納税係】         予算なし 

 

（２０）親切・便利な行政サービスの推進（５－２－３） 

○実施事業 

    ①特別定額給付金給付 【総務課地域安全係】           1,874,209千円 

     ・国が実施する特別定額給付金（1人 100千円）に係る申請事務 

     ・実績（５月 31日現在） 

      給付対象世帯数 7,987世帯 申請世帯数 7,214世帯 90.3％ 

    ②役場庁舎感染拡大防止対策 【総務課契約管財係】           768千円 

     ・役場庁舎内窓口に飛沫防止フィルムの設置 
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２ 段階別実施一覧（実施事業のみ） 
 

（１）感染拡大の防止 ～地域の命を守る～ 

①学校衛生環境向上 【学校教育課学校教育係】              365千円 

 ・非接触型電子体温計購入 

②スクールバス等臨時運行 【学校教育課学校教育係】          7,331千円 

 ・1 台あたりの乗車人数を制限し、密集状態を緩和させるため、登校時ほぼ満席となる

路線にバス及びジャンボタクシーを増便 

③中学校入学式動画配信 【学校教育課学校教育係】            予算なし 

 ・芽室中学校、芽室西中学校の入学式を YouTubeを使って保護者限定で配信 

 ④家庭学習支援プロジェクト動画配信 【社会教育課社会教育係】      予算なし 

  ・地域おこし協力隊員による、家庭でできる学習支援のための動画を YouTubeで配信 

   ⑤家庭学習支援プロジェクト動画配信 【社会教育課スポーツ振興係】    予算なし 

    ・地域おこし協力隊員による、家庭でできる体力づくりのための動画を YouTubeで配信 

⑥貸出本宅配 【社会教育課図書館係】                  予算なし 

  ・町内の住宅に、職員が貸出本を届ける 

   ⑦町内感染症まん延防止対策 【保健福祉課保健推進係】          1,586千円 

    ・町内向け備蓄用のマスク、除菌スプレー、消毒薬などを購入 

⑧保健福祉センター衛生環境向上 【保健福祉課社会福祉係】         99千円 

 ・保健福祉センター用のマスク、消毒薬等を購入 

   ⑨発達支援センター特別開放 【子育て支援課発達支援係】         予算なし 

    ・小中学校休校中の、療育対象児童・生徒への特別開放 

⑩保育所衛生環境向上 【子育て支援課児童係】               75千円 

    ・マスク、消毒薬などの購入 

   ⑪子どもセンター衛生環境向上 【子育て支援課子どもセンター係】     615千円 

    ・マスク、消毒薬などの購入 

⑫おうちｸｯｷﾝｸﾞﾚｼﾋﾟ紹介【保健福祉課保健推進係、子育て支援課子育て支援係】予算なし 

 ・おうちでできる簡単レシピを管理栄養士が Facebookで配信 

⑬放課後児童クラブの臨時開所【子育て支援課子どもセンター係】     予算なし 

・小学校臨時休校中、家庭で過ごすことができない児童の特別預かりを実施  

⑭児童館の臨時開館【子育て支援課子どもセンター係】          予算なし 

・小中学校の臨時休校中、家庭で過ごすことができない低学年児童の特別預かりと、全 

児童生徒への臨時開館を実施 

⑮児童・生徒緊急預かり 【子育て支援課発達支援係】           予算なし 

  ・小中学校休校中の、預け先の確保が困難な支援を要する家庭等のために、発達支援セ

ンターで預かりを実施 

 ⑯「自宅でできる健康づくり運動」支援事業 【保健福祉課在宅支援係】   予算なし 

    ・高齢者向けの自宅でできる運動を紹介したリーフレットの送付、配布 
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 ⑰公園施設感染拡大防止対策 【建設都市整備課公園緑地係】         61千円 

    ・公園利用に関する注意喚起看板の設置 

   ⑱地域集会施設衛生環境向上 【企画財政課公共施設マネジメント係】     65千円 

    ・消毒液などを購入 

   ⑲役場庁舎感染拡大防止対策 【総務課契約管財係】            768千円 

    ・役場庁舎内窓口に飛沫防止フィルムの設置 

   ⑳行政情報広報事業 【企画財政課広報広聴係、農林課農林係】       505千円 

    ・町民向けに公共施設休止情報、感染症情報をチラシ、ホームページ、Facebook など

で周知 

 

小計 11,470千円 

 

（２）雇用の維持と事業の継続 ～暮らしを支え、守りきる～ 

   ①飲食店応援クーポン 【商工観光課商工振興係】            5,844千円 

    ・減少した町内消費を回復させるため、飲食店を対象としたクーポン 1人 500円を町民

へ配布 

    ・実績（５月 31日現在） 

  総配布枚数 18,429枚 換金枚数 3,782枚（1,891,000円） 20.52％  

②中小企業等事業持続化支援金 【商工観光課商工振興係】        60,176千円 

   ・売り上げが減少した中小企業等に対し支援金を交付し、事業の持続を支援 

・実績（５月 29日現在） 

 60事業所 18,000,000円 

③小企業経営近代化緊急融資利子等補給 【商工観光課商工振興係】     6,283千円 

 ・町融資（緊急枠）に係る利子、保証料の全額を補給 

 ・実績（5月 31日現在） 

  融資件数（運転）4件 融資金額 14,500,000円 

④中小企業等相談対応 【商工観光課商工振興係】            1,243千円 

 ・芽室町商工会における相談窓口設置に係る人件費を補助 

⑤給食発注済み食材及び加工労務対応 【学校教育課給食センター】      491千円 

 ・廃棄食材費用、発注済み加工食品キャンセル料等 

⑥学校給食費の減免 【学校教育課給食センター】            5,365千円 

    ・４月、５月の学校給食費を減免 

⑦医療・福祉・子育て従事者応援 【保健福祉課社会福祉係】       6,610千円 

 ・医療・福祉・子育て支援施設従事者への謝意を伝えるため、勤務先の事業所に対し、

応援慰労金を交付 

⑧国民健康保険税等の減免【住民生活課国保医療係】            予算なし 

  ⑨保育料の減免 【子育て支援課児童係】                 予算なし 

   ⑩介護保険料の減免 【保健福祉課介護保険係】              予算なし 
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   ⑪公営住宅使用料の減免、猶予 【住民生活課公営住宅係】         予算なし 

   ⑫町税等の減免、猶予など【税務課町民税係、納税係】           予算なし 

   ⑬特別定額給付金給付 【総務課地域安全係】            1,874,209千円 

    ・国が実施する特別定額給付金（1人 100千円）に係る申請事務 

    ・実績（５月 31日現在） 

     給付対象世帯数 7,987世帯 申請世帯数 7,214世帯 90.3％ 

   ⑭子育て特別給付金【子育て支援課児童係】               29,086千円 

    ・国が実施する児童手当受給世帯（令和 2年 3月 31日現在）への特別給付金（1人 10

千円）に係る給付事務 

⑮大学等奨学金貸付制度の対象拡大 【学校教育課学校教育係】      5,100千円 

    ・生活費や就学費の確保が困難な大学生等を対象に「奨学金貸付け」を行う。 

   ⑯ふるさとめむろ学生応援報償 【学校教育課学校教育係】        2,500千円 

    ・帰省等の移動自粛やアルバイト等による生活費の確保が困難な大学生等を対象に特

産品を送付。 

⑰要・準要保護児童就学援助費の対象拡大 【学校教育課学校教育係】   4,624千円 

    ・就学費の確保が困難な保護者に対し「就学援助費」を給付。 

   ⑱スクールバス増便（夏休み、冬休み） 【学校教育課学校教育係】    5,370千円 

    ・夏季・冬季休業期間を短縮して行われる登校に合わせてスクールバスを臨時運行。 

   ⑲給食物資配送（夏休み、冬休み） 【学校教育課給食係】         386千円 

    ・夏季・冬季休業期間を短縮して行われる登校に合わせて提供する給食の配送。 

   ⑳給食材料（夏休み、冬休み） 【学校教育課給食係】          7,873千円 

    ・夏季・冬季休業期間を短縮して行われる登校に合わせて提供する給食の食材購入。 

   ○21めむろ子育て特別給付金 【子育て支援課児童係】           2,750千円 

    ・心身に障がいを有する児童を家庭で養育している保護者に対して、特別給付金（1世

帯当たり 50千円、第 2子以降 30千円加算）を給付。 

   ○22 めむろ赤ちゃん特別給付金 【子育て支援課児童係】          8,230千円 

    ・国の特別定額給付金及び子育て世帯への臨時特別給付金の、基準日後に出生した子ど

もに対して臨時特別給付金を給付。 

 

小計  2,026,140千円 
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 （３）経済活動の回復 ～地域経済を立て直す～ 

①飲食店応援商品券 【商工観光課商工振興係】             25,730千円 

・減少した町内消費を回復させるため、飲食店を対象としたプレミアム商品券を町民 

（購入希望者）へ販売 

②プレミアム商品券 【商工観光課商工振興係】             24,300千円 

・減少した町内消費を回復させるため、プレミアム商品券を町民（購入希望者）へ販売 

③芽室町小規模事業者持続化補助金 【商工観光課商工振興係】      2,500千円 

・「小規模事業者持続化補助金（コロナ型）」を活用し、販路開拓等に取組む費用のうち、

補助金を除く事業者が負担する経費の一部を支援する。 

 

小計 52,530千円 

 

（４）強靭な経済構造の構築 ～感染症に強い地域経済を～ 

   ①子どもセンター消毒清掃【子育て支援課子どもセンター】         620千円 

    ・町内 3か所の子どもセンター消毒清掃の実施 

   ②西子どもセンター空調設備設置【子育て支援課子どもセンター】     2,068千円 

    ・西子どもセンター体育館に空調設備を設置し、感染予防、拡大防止を図る。 

   ③子育て支援課所管施設衛生環境向上【子育て支援課】          2,033千円 

    ・非接触型電子体温計、加湿空気清浄機、消毒薬、フェイスシールドなどの購入 

④保育対策総合支援事業【子育て支援課児童係】             1,936千円 

    ・国が実施する保育施設への補助金交付事務 

   ⑤オンライン療育の推進 【子育て支援課発達支援係】           119千円 

    ・発達支援センターに光回線による無線環境を整備する。 

⑥小・中学校情報機器購入（小１～４、中２～３）【学校教育課学校教育係】108,526千円 

    ・GIGAスクール構想に基づく児童生徒 1人 1台端末の整備。 

⑦教師用フェイスシールド購入 【学校教育課総務係】            40千円 

 ・町内小中学校全教員用のフェイスシールドを購入 

⑧小中学校手洗い場改修 【学校教育課総務係】               検討中 

 ・町内全小中学校の手洗い場の改修 

⑨広聴機能の充実 【企画財政課広報広聴係】                32千円 

・オンライン会議システムの導入により、町民の多くの方が参加できる手法、双方向で

情報交換をするための手段、機会をさらに拡充する。 

⑩テレワークの推進【総務課行政経営係】                3,436千円 

    ・芽室町行政経営ポリシー及び芽室町役場 ICT計画の方針に沿って、より効率的・効果

的かつ多様な働き方の環境整備。 
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⑪新型コロナウイルス感染症対策に係る避難所の備品等購入【総務課地域安全係】  

1,712千円 

    ・大規模な災害が発生し避難所の開設や運営を行う場合でも、安全・安心に避難生活が 

送れるための環境整備。 

 

小計 120,522千円 

 

合計 2,210,662千円 

 

※参考 中止事業                        合計 ▲19,825千円 

 

※事業費については現段階における概算金額 
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めむろプレミアム商品券販売事業（新型コロナウイルス対策） 

 

１ 事業目的 

  新型コロナウイルス感染症拡大により、売上に大きな影響を受けている地

元商店街等の売上回復のため、一般消費者向けのプレミアム商品券販売事業

（新型コロナウイルス対策）を実施する芽室町商工会に対し必要経費を支援

し、地域内での消費と地元商店街の売上の回復を図る。 

 

２ 商品券の名称 

  めむろプレミアム商品券（新型コロナウイルス対策） 

 

３ 実施主体 

  芽室町商工会 

 

４ 商品券の発行総額 

  額面総額 120,000,000 円 

（販売総額 100,000,000 円 プレミアム率２０％） 

 

５ 商品券の内容 

  1 セット/500 円券 12 枚/額面 6,000 円（販売金額 5,000 円） 

20,000 セット販売 

 

６ 商品券の販売（案） 

  （１）芽室町民のみ販売 

  （２）1 人あたり 10 セット（販売金額 50,000 円）までの販売とする。 

  （３）販売は事前申し込みとし申し込みセット数が 20,000 セットを超え

る場合は抽選とする。 

  （４）購入対象者には引き換え券を交付し、引換券と交換で販売する。 

 

７ 商品券を利用できる事業者 

  芽室町内の全事業者のうち、本事業に参加する意思のある事業者 

  ※商工会が参加事業者を公募 

 

８ 商品券の換金方法 

  町内金融機関（道銀、信金、ＪＡ）にて取り扱う 

 

９ 商品券の換金手数料 

  無料（参加店の負担なし） 
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芽室町小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応型） 

 

１ 事業概要 

芽室町商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者が、「小規模事業

者持続化補助金（コロナ特別対応型）」を活用し、新型コロナウイルスが事業

環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行いながら販路開拓等

に取組む費用のうち、補助金を除く事業者が負担する経費の一部を町が支援す

るもの。 

 

２ 補助対象者 

  「小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応型）」の採択を受けた事業者 

  ※コロナ特別対応型の応募の前提 

  ①「サプライチェーン毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、

「テレワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取組むこと 

  ②持続的な経営に向けた経営計画を策定していること 

 

３ 補助対象事業 

  「小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応型）」の採択を受けた事業 

  ①地道な販路開拓等の取組 

  ②生産性向上の取組 

 

４ 補助率 

  1/2 以内（ただし、250 千円を上限とする） 

  ※「小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応型）」は補助率 2/3 または

3/4 以内で上限 1,000 千円 

   1,500 千円の事業費で補助率 2/3 であれば補助額 1,000 千円、事業者

負担 500 千円となり、その 1/2（250 千円）を町が補助するもの。 
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事務事業名：新型コロナウイルス対策学校教育事業         （学校教育課学校教育係） 

 

小・中学校情報機器購入（GIGAスクール構想）について 

 

１ 目  的    

ICTの活用により全ての子供たちの学びを保障できる環境を整備する。 

 

２ 事業内容    

校内利用を前提とした児童生徒１人１台端末を購入する。また、緊急時における遠隔学習

環境の整備を図る。（学校用カメラ、ﾓﾊﾞｲﾙﾙｰﾀｰ、通信費） 

 

３ 1人１台端末購入 

（１）対 象 

  小学校１～４年生、中学校２～３年生 

（令和元年度補正措置済みの小学校５，６、中学校１年生以外） 

（２）工 期 

令和 2年 7月中旬～令和 3年 3月末   

 

４ 遠隔学習機能強化 

（１）品名 

  Webカメラ、ポケット wifiルーター 

（２）配備数 

Webカメラ：小学校 各６台、中学校 各３台（学年数分） 

ポケット wifiルーター：各小・中学校に計 40台 

 ※ポケット wifiルーター数は、各学校の世帯数に家庭に wifi環境がない割合（8.2%）をかけた人数に対して、 

  学校等で使用（５人で１台）する数を配備。 

 

★GIGAスクール構想 イメージ図 
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事務事業名：新型コロナウイルス対策学校教育事業        （学校教育課学校教育係） 

          

 

大学生等奨学金貸付制度の対象者拡大について 

 

１ 目  的    

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和２年になってから収入が著しく減少したこ

とで家計が急変し、経済的に就学が困難な世帯に属する大学等に修学する学生に「奨学金貸

付け」を行い「学びの継続」を支援する。 

 

２ 事業内容    

芽室町奨学金貸付条例・規則及び「奨学金貸付対象者の選考基準」に基づき実施すること 

  とし、選考基準の特例措置を図る。 

 

３ 実施方法   

（１）対 象 

  大学、大学院、短期大学、専修学校、各種学校に就学する者 

（２）貸付金額 

  入学金：300千円以内、修学金：500千円以内 

（３）受付期間 

  令和２年 7月～9月末 

（４）周知方法 

  過去６年間の不認定者及び申請実績のある方には通知、その他は広報等で周知を行う。 

（５）選考基準の特例措置 

  「今年得た収入」と「直近の収入の平均額×未収月」で今年の収入見込み額を算出し、 

貸付基準以下であれば貸付を行う。 

 

例）７月中に申請した場合・・・ 

月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

収入額 10万 10万 7万 7万 6万 5万 6万 6万 6万 6万 6万 6万 

    今年得た収入（1月～6月）   ←申請月→ 今年得られるであろう収入（7 月～12 月） 

～計算式～ 

（今年得た収入） 

1月～6月分（実績） 10万+10万+7万+7万+6万+5万＝45万円 

（今年得た収入の平均×未収入月） 

7月～12月分（予想） 4月～6月分平均 18万÷3＝6万（1か月あたり） 

6万×6か月（未収入月）＝36万円 

令和 2年 1月～12月  45万円+36万円＝81万円 

以上の算出方法により、奨学金貸付基準以下の世帯については、対象とする。 
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芽室町奨学金貸付対象者の選考基準 
 
                          平成９年３月 

                          教育委員会訓令第１号 
 
１ 芽室町奨学金貸付条例（平成２９年芽室町条例第２号）第２条第１号に定める「経済的理由

により奨学金を必要とする」の判定は、第２項及び第３項の基準により行う。 

 

２ 申請者の保護者の属する世帯の年間収入（所得）が、次表の日本政策金融公庫貸付基準以下

の者とする。 

 

子供の人数（注） 給与所得者の年間収入 事業所得者の年間所得 

１人 ７，９００千円以下 ５，９００千円以下 

２人 ８，９００千円以下 ６，８００千円以下 

３人 ９，９００千円以下 ７，７００千円以下 

４人 １０，９００千円以下 ８，７００千円以下 

５人 １１，９００千円以下 ９，７００千円以下 

６人 １２，９００千円以下 １０，７００千円以下 

７人 １３，９００千円以下 １１，７００千円以下 

８人 １４，９００千円以下 １２，７００千円以下 

９人 １５，９００千円以下 １３，７００千円以下 

１０人 １６，９００千円以下 １４，７００千円以下 

 

（注）「子供の人数」とは年齢、就学の有無に関わらず、申請者の保護者が扶養している子供

の人数をいう。 

３ 前項で定める基準に該当しない場合でも、申し出により次表のいずれかに該当する場合は、

これを認める。 

 

許 可 基 準 提出書類 

生活の中心となる者が、死亡、重度心身障

害の状況又は長期療養中（１か月以上）の

ため経済的に困窮している場合 

・死亡した状況がわかる書類 

（死亡届の写し等） 

・診断書    

災害等により住宅、家屋に大きな損失（半

壊、半焼、床上浸水以上の被害）があり、

経済的に困窮している場合 

被害の状況がわかる書類 

（罹災証明書の写し等） 

生活の中心となる者の勤務先の倒産等の理

由により経済的に困窮している場合 
雇用保険被保険者離職票の写し等 

その他特別な事情により著しく経済的に困

窮している場合 
教育委員会が必要と認める書類 
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事務事業名：新型コロナウイルス対策学校教育事業       （学校教育課学校教育係） 

          

 

ふるさとめむろ学生応援事業の実施について 

 

１ 目  的    

帰省等の移動の自粛やアルバイト等による生活費の確保が困難な大学生等を対象に特産品を 

送付し、「学びの継続」を応援する。 

 

２ 事業内容    

既存のふるさと納税返礼品の中から、3,000円の商品リストを作成し、希望する商品に町長か   

らの応援メッセージを添えて送付する。 

 

３ 実施方法   

（１）対 象 

  大学、大学院、短期大学、専修学校、各種学校に就学する者（本人又は、扶養者が町内に住 

所を有する方） 

（２）受付期間 

  令和２年 7月上旬～9月末 

（３）周知方法 

  大学生等奨学金貸付制度利用者には通知、その他は広報等で周知 

（４）応募方法等 

  郵送・メールにより受付（申請書、在学証明書等により受付） 

発送事務は観光物産協会に依頼 

１人２商品まで応募可 
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事務事業名：新型コロナウイルス対策学校教育事業         （学校教育課学校教育係） 

          

 

要・準要保護児童就学援助費の対象拡大について 

 

１ 目  的    

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和２年になってから収入が著しく減少したこ

とで家計が急変し、経済的に就学が困難な世帯に属する小・中学校等に在学する児童生徒の

保護者に対し「就学援助費」を給付し、経済的負担の軽減を図る。 

 

２ 事業内容    

芽室町要保護及び準要保護児童生徒認定要領に基づき実施することとし、選考基準の特例

措置を図る。 

 

３ 実施方法   

（１）対 象 

  児童生徒の保護者 

（２）給付額 

  学年で違いあり 

（３）受付期間 

  令和２年 7月～9月末 

（４）周知方法 

  学校を通じて通知を行う。 

（５）選考基準の特例措置 

  「今年得た収入」と「直近の収入の平均額×未収月」で今年の収入見込み額を算出し、 

就学援助認定基準以下であれば対象とする。 

 

例）７月中に申請した場合・・・ 

月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

収入額 10万 10万 7万 7万 6万 5万 6万 6万 6万 6万 6万 6万 

    今年得た収入（1月～6月）   ←申請月→ 今年得られるであろう収入（7 月～12 月） 

～計算式～ 

（今年得た収入） 

1月～6月分（実績） 10万+10万+7万+7万+6万+5万＝45万円 

（今年得た収入の平均×未収入月） 

7月～12月分（予想） 4月～6月分平均 18万÷3＝6万（1か月あたり） 

6万×6か月（未収入月）＝36万円 

令和 2年 1月～12月  45万円+36万円＝81万円 

以上の算出方法により、奨学金貸付基準以下の世帯については、対象とする。 
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事務事業名：新型コロナウイルス対策学校教育事業        （学校教育課学校教育係） 

 

 

夏季・冬季休業期間短縮に係るスクールバス臨時運行の実施について 

 

１ 目  的    

夏季・冬季休業期間を短縮して行われる登校に対応するため。 

 

２ 事業内容    

夏季・冬季休業期間を短縮して行われる登校に合わせてスクールバスを臨時運行する。 

 

３ 実施方法   

（１）対 象 

  スクールバス１３路線、ジャンボタクシー及び小型タクシー運行路線 

（２）運行日数 

  夏季休業 10日間、冬季休業５日間 

（３）運行回数 

  朝・夕の２回に加えて、２回（12時台、14時台）の臨時運行を行う。 

（４）周知方法 

  学校を通じて通知を行う。 
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事務事業名：新型コロナウイルス対策学校教育事業        （学校教育課給食係） 

 

 

夏季・冬季休業期間短縮に係る学校給食提供のための 

給食運搬車の臨時配送の実施について 

 

１ 目  的    

夏季・冬季休業期間を短縮して行われる登校に対応するため。 

 

２ 事業内容    

夏季・冬季休業期間を短縮して行われる登校に合わせて給食を提供するため、 

給食配送を行う。 

 

３ 実施方法   

提供日数 

    夏季休業 10日間、冬季休業５日間 
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事務事業名：新型コロナウイルス子育て支援事業     （子育て支援課児童係） 

 

 

● めむろ赤ちゃん特別給付金 

 

１ 目 的 

新型コロナウイルス感染症の影響等により、生活を支援するため実施した特別

定額給付金及び子育て世帯臨時特別給付金の基準日以降に出生した子どもに対し

て、特別出産給付金を支給する。 

出産された御家族の経済的な支援を実施することにより、子どもの健やかな成

長を応援することを目的とする。 

 

２ 給付対象者と支給額 

① 児童手当受給対象者で令和２年４月１日から同年 12月 31日までに出生し

た子ども  １万円 

② 特別定額給付金の対象とならない令和２年４月 28日から同年 12月 31日 

 までに出生した子ども  １０万円 

 

 

● めむろ子育て特別給付金 

 

１ 目 的 

新型コロナウイルス感染症により、休校や登園自粛により生活への影響が長期

化するなか、心身に障害を有する児童を家庭で養育している保護者に対して、特

別給付金を支給する。 

御家族の経済的な支援を実施することにより、子どもの健やかな成長を応援す

ることを目的とする。 

 

２ 給付対象者と支給額 

令和２年４月分の特別児童扶養手当を受給しており、６月末現在、町内に住民

登録をされている方。   

１世帯当たり５万円で、第２子以降は３万円を加算する。 
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   （総務課地域安全係） 

 

新型コロナウイルス対策地域防災事業 

 

 新型コロナウイルス感染症のリスクが予断を許さない状況の中、大規模な災

害が発生し、避難所の開設や運営を行うことが必要となった場合、密な状況を避

け、避難者が安全・安心に避難生活ができるよう避難所の環境、また、それらに

係る備品を整備する。 

 

１．避難所 

 芽室町が指定している避難所のうち、多くの避難者の収容が可能な避難所を

対象とする。避難所は次のとおり。 

（１）芽室町総合体育館 

（２）芽室町中央公民館 

（３）芽室町健康プラザ 

（４）南地区コミュニティセンター 

（５）上美生農村環境改善センター 

 

 

２．避難所開設及び運営に係る必要備品 

（１）非接触型電子体温計  

    避難者の受け入れ及び日々の健康状態の確認用 

 

（２）感染防護服  

    避難者の受け入れ及び一般避難者以外（発熱のある避難者）への対応用 

     

（３）消毒液  

    手指消毒及び建物消毒用 

 

（４）自動ラップトイレ  

    感染症拡大防止のため一般避難者以外（発熱のある避難者）に使用  
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テレワークの推進 （総務課行政経営係） 

 

 

新型コロナウイルス感染症が及ぼす業務継続の検証及び芽室町行政経営ポリシー・芽室町

役場 ICT計画の方針に基づき、より効率的・効果的かつ多様な働き方の環境を整え、第５期芽

室町総合計画の質の高い実現を繋げるため、テレワークを試行整備します。 

[テレワーク：手段] 

⇒ 目的➀ 災害時等の業務継続を可能とする 

⇒ 目的② 多様な働き方の実現等による職員満足度向上 

⇒ 目的➂ ５期総（まちのビジョン）の質の高い実現 

  

 

※テレワークとは ～  「tele（離れて）」「work（働く）」を組みわせた造語です。 

 芽室町役場で、現段階で想定するテレワークは、３種類であり、以下「在宅勤務等」と言います。 

①自宅での在宅勤務     ②出張先での業務     ③外勤先（現場）での業務 

 

 

テレワーク整備の概要 

 テレワークによる「利便性」を求めながらも「情報セキュリティ」を最優先に整備を進めます。在宅

勤務等において「自席」にいるのと同じ環境で業務が行えるように「VPN（閉域網）」という仕組み

を活用し、自席のパソコンを自宅等から遠隔操作する環境をつくります。 

テレワーク用の端末からwi-fiルーター・simカードを通して、閉域網（閉ざされた回線）から役

場内のネットワークに繋ぐことで、利便性と情報セキュリティを両立させます。 

 

（テレワーク整備のイメージ） 

 

 

 

役場の自席 PC                                テレワーク用端末（PC） 

 

                             今回整備する部分 

 

 

simカード 

wi-fiルーター 

閉域網（VPN） 

（整備概要） 

 ・閉域モバイル接続工事及びネットワーク設定 

 ・専用 SIMカード･ルーター設定 

 ・テレワーク用端末機（７台）設定など 



新型コロナウイルス感染症に係る寄附一覧

寄附年月日 寄附内容 使用（配付）先

1 R2.3.31 手作りマスク　133枚 教育現場

2 R2.4.9 タオル　147枚 公立芽室病院

3 R2.4.15 次亜塩素酸水　15ℓ 保健福祉課

4 R2.4.17 マスク　20,000枚 医療・福祉・教育・子育て現場

5 R2.4.20 マスク　1.050枚 子育て現場

6 R2.4.23 手作りマスク　15枚 子育て現場

7 R2.4.24 アルカリイオン電解水　60ℓ 子育て現場

8 R2.5.8 マスク　1,000枚 公立芽室病院

9 R2.5.13 マスク　1,000枚 教育・子育て現場

10 R2.5.14 手作りマスク　500枚 子育て現場

11 R2.5.14 マスク　3,000枚 教育・子育て現場

12 R2.5.20 マスク　500枚 調整中

13 R2.5.21 マスク　2,000枚 教育現場

14 R2.5.22 次亜塩素酸水　50ℓ 子育て支援課、農林課、社会教育係

15 R2.5.22 手作りマスク　35枚 子育て現場

16 R2.5.22 マスク　500枚 調整中

17 R2.5.25 手作りマスク　68枚 教育現場

18 R2.5.29 微酸性次亜塩素酸水　364ℓ
総務課、子育て支援課、農林課、商工観光

課、社会教育課

19 R2.6.1 マスク　2,000枚 調整中

20 R2.6.1 手作りマスク　40枚 調整中

21 R2.6.3 マスク　1,000枚 調整中

22 R2.6.3 マスク　1,000枚 調整中

－ 25 －


