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1 単
美浦村新型コロナウィ
ルス感染防止対策事
業

公共施設における感染予防
に係る備品及び消耗品を購
入し、感染予防対策を講じ
た。また感染拡大防止のため
ＰＣＲ検査キッドを購入する。

サーマルカメラ　2台
非接触型体温計　20台
その他消耗品　一式
ＰＣＲ検査キッド200個

不特定の人が出入りする公共
施設の感染防止対策を徹底
し、感染防止に努めるとともに
公共施設利用者の安全安心を
確保することができた。

Ｒ２．４ Ｒ３．３ 7,266,705 0 7,266,705 0 健康増進課

2 単
美浦村新型コロナウィ
ルス対策給付金支給
事業

国の特別定額給付金に上乗
せし現金を給付する。

現金支給　14,848人

0歳児　　　 10万円
18歳以下　　1万5千円
65歳以上　　1万円
その他　　　5千円

コロナ禍で先行き不透明な中、
いち早く現金を給付すること
で、住民の不安を解消すること
ができた。

Ｒ２．７ Ｒ３．３ 126,068,591 0 126,068,591 0 企画財政課

3 単

美浦村新型コロナウィ
ルス対策地域経済活
性化事業

１地域プレミアム商品
券事業

地域プレミアム商品券を販売
し、地域商工業の活性化と振
興を図る。

プレミアム率　20％
2,000冊販売

発行部数をすべて販売し、コロ
ナ禍における村内の消費促進
に寄与した。

Ｒ２．７ Ｒ３．３ 12,231,836 0 12,231,836 0 経済課

4 単
美浦村新型コロナウィ
ルス就学援助対象者
支援事業

準要保護児童世帯に休校中
の給食費相当額2ヵ月分を給
付する。

児童　32名
生徒　25名

コロナ禍の長期化により影響を
受けている生活困窮世帯に対
して支援することができた。

Ｒ２．７ Ｒ３．３ 526,000 0 526,000 0 学校教育課

5 単
美浦村新型コロナウィ
ルス対策マスク配布事
業

75歳以上の高齢者、妊婦、乳
幼児世帯に感染防止用マスク
を配布する。

75歳以上　2,150枚
妊婦　　　41枚
乳幼児　　242枚

マスクが入手困難な時期に、
感染リスクが高い高齢者等を
対象として、いち早くマスクを配
布することにより、高齢者等の
不安を解消することができた。

Ｒ２．５ Ｒ２．６ 156,215 0 156,215 0 健康増進課
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6 単

美浦村新型コロナウィ
ルス対策地域経済活
性化事業

２食事提供事業者運営
支援金

村内食事提供事業者に対し
一律10万円を給付する。

村内飲食店　55件

緊急事態宣言等で営業するこ
とができなかった飲食店等の
感染予防対策及び事業継続を
支援することができた。

Ｒ２．７ Ｒ３．３ 5,500,000 0 5,500,000 0 経済課

7 単

美浦村新型コロナウィ
ルス対策地域経済活
性化事業

３美浦村観光マップ作
成事業

コロナ収束後の地域経済を活
性化させるため、美浦村観光
パンフレットを作成印刷する。

観光パンフレット　8000枚
村内商工事業者の事業継続
の意欲向上を図ることができ
た。

Ｒ２．10 Ｒ３．３ 290,400 0 290,400 0 経済課

8 単

美浦村新型コロナウィ
ルス対策地域経済活
性化事業

４美浦村信用保証料助
成事業

コロナ禍での事業継続のため
金融機関から受けた融資によ
る保証料を助成する。

申請件数　10件

コロナ禍の長期化により、資金
繰りなど影響を受けている事業
者に対して支援することができ
事業継続の一助となった。

Ｒ２．10 Ｒ３．３ 1,586,956 0 1,586,956 0 経済課

9 単

美浦村新型コロナウィ
ルス対策地域経済活
性化事業

５行政書士による経営
相談事業

持続化給付金など、行政手続
きに係る各種申請を支援する
ため、行政書士による個別相
談会を開催する。

相談件数　11件

相談件数は少ないが、相当期
間実施することができ、自力で
申請等ができない住民を漏れ
なく支援することができた

Ｒ２．６ Ｒ２．９ 181,500 0 181,500 0 企画財政課

10 単

美浦村新型コロナウィ
ルス対策地域経済活
性化事業

６交通事業者支援金

感染拡大の影響を受けた公
共交通事業者を支援するとと
もに、地域公共交通の現在及
び将来における安定的な運
行及び村民の日常的な移動
手段を確保する

申請件数　9件

域内公共交通事業者のすべて
に支援金を給付することがで
き、地域住民の公共交通の確
保及び事業者の事業継続の
一助となった。

Ｒ２．６ Ｒ３．３ 3,776,070 0 3,776,070 0 企画財政課

11 単

美浦村新型コロナウィ
ルス対策地域経済活
性化事業

７村有地貸借事業者支
援金

コロナ禍で収支が悪化した村
有地を賃貸している事業者に
対し支援金を給付する。

申請件数　2件

コロナ禍の長期化により影響を
受けている事業者に対して支
援することができ、事業継続の
一助となった。

Ｒ２．９ Ｒ２．12 1,000,000 0 1,000,000 0 企画財政課



12 単

美浦村新型コロナウィ
ルス対策地域経済活
性化事業

８いばらきアマビエちゃ
ん登録事業者支援金

いばらきアマビエちゃん登録
事業者に対して茨城県と連携
して、感染予防対策費用とし
て現金を給付する。

申請件数　100件
登録事業者の事業継続及び
登録事業者に対しての住民の
不安解消を図ることができた。

Ｒ２．10 Ｒ３．３ 10,000,000 0 5,000,000 ####### 経済課

13 単

美浦村新型コロナウィ
ルス対策地域経済活
性化事業

９フィルムコミッション活
性化対策事業

コロナ禍で落ち込んでしまっ
たロケ需要をコロナ後に活発
化させるため、鹿島海軍航空
隊跡地の現況調査を行い積
極的なロケ受け入れ体制を確
保する。

現況調査　一式

行動制限が緩和され、積極的
なロケ受け入れを行うことがで
き、域内の飲食店等関係店舗
の経済的効果が認められる。

Ｒ２．10 Ｒ３．３ 10,901,137 0 10,901,137 0 経済課

14 単

美浦村新型コロナウィ
ルス対策地域経済活
性化事業

１０コロナ対策周知事
業

コロナ対策等の情報を生活に
住民に伝達するため、広報誌
を作成・配布する。

印刷製本部数　6,000部
正確な情報発信をすることが
できた。

Ｒ２．10 Ｒ２．１１ 62,700 0 62,700 0 経済課

15 単

美浦村GIGAスクール
構想実現事業
（公立学校情報機器整
備補助金対象）

コロナ禍における児童生徒の
リモート学習に対応すべく1人
1台の端末を整備する。また、
通信環境が整備されていない
家庭へ対応するためルータを
整備する

整備台数　637台
安定したリモート学習の場を確
保することができた。

Ｒ２．９ Ｒ３．３ 30,387,742 0 30,387,742 0 学校教育課

16 単
美浦村小中学校新型
コロナウイルス対策事
業

夏季休業短縮に伴う暑さ対策
に係る備品の購入及び任用
職員の臨時出勤に対応する。
また、送迎バスの3蜜対策や
学校の感染防止対策を講じ
る。

送迎バス増便
特別教室にエアコン設置
2台
消毒用噴霧器　4台
ウイルス消滅剤　一式

変則の学校運営に対応するこ
とができ、児童生徒が安心して
就学できる学習環境を提供す
ることができた。

Ｒ２．６ Ｒ３．３ 11,226,940 0 11,226,940 0 学校教育課

17 単
美浦村新型コロナウイ
ルス対応避難所対策
事業

コロナ禍における避難所運営
対策として各種備品及び消耗
品を購入する。

防災倉庫　2基
蓄電池　4基
発電機　6基
その他消耗品　一式

避難所における3蜜対策を講じ
ることができ、災害時の避難者
の安全と安心して避難所運営
できる環境整備が図れた。

Ｒ２．10 Ｒ３．３ 12,410,475 0 12,410,475 0 総務課



18 単
広域消防新型コロナウ
イルス対策事業

広域消防の救急搬送対応とし
て、広域消防が整備した資器
材等購入費の一部を負担す
る。

救急用隔離型搬送機材　9
基
感染防護服　400枚

救急搬送時の利用者及び消
防職員の安全かつ安心な環境
整備が図れた。

Ｒ２．９ Ｒ３．３ 1,664,000 0 1,664,000 0 総務課

19 単
美浦村季節性インフル
エンザ予防接種無償
化事業

新型コロナとインフルエンザの
重複罹患を予防するため、イ
ンフルエンザワクチンを無償
接種とする。

インフルエンザワクチン無償接種
重複罹患の不安解消を図るこ
とができた。

Ｒ２．９ Ｒ３．１ 10,422,800 0 10,422,800 0 健康増進課

20 単
美浦村新成人特別応
援給付金給付事業

コロナ禍で成人式が中止と
なった新成人の門出に対し
て、特別給付金を給付する。

20,000円/人
新成人の負担軽減を図ること
ができた。

Ｒ３．１ Ｒ３．３ 2,720,000 0 2,720,000 0 生涯学習課

21 補
疾病予防対策事業費
等補助金

新型コロナの感染拡大及び
重症化を予防するために、重
症化するリスクが高い一定の
高齢者や基礎疾患を有する
者で検査を希望する者に対
し、検査費用の一部を助成す
る。

検査費用補助
高齢者等の不安解消を図るこ
とができた。

Ｒ３．１ Ｒ３．３ 417,000 165,000 164,500 87,500 健康増進課

22 補
学校保健特別対策事
業費補助金

学校再開等に伴う保健衛生
用品等の整備に必要な経費
を補助することにより、幼児、
児童及び生徒が安心して学
ぶことができる体制の整備を
促進する。

マスク配布　964名

マスクが入手困難な時期に、
児童生徒にいち早くマスクを配
布することにより、児童生徒が
安心して就学できる学習環境
を提供することができた。

Ｒ２．４ Ｒ３．３ 327,000 163,000 164,000 0 学校教育課

23 補
学校保健特別対策事
業費補助金

学校再開に伴い、十分な教育
活動を継続するため、学校設
置者が実施する取組に係る経
費を補助することにより、学校
における感染症対策を徹底し
ながら児童及び生徒の学び
の保障をする体制の整備を促
進する。

小中学校感染防止消耗品購入

児童生徒が安心して就学でき
る学習環境を確保することがで
きた。

Ｒ２．４ Ｒ３．３ 5,000,000 2,500,000 2,500,000 0 学校教育課



24 補
学校臨時休業対策費
補助金

学校の臨時休業中の学校給
食休止に伴う廃棄食材の費
用及び食材加工業者への支
援費用を補助することにより、
保護者の負担軽減等に資す
る。

食材費助成

臨時休業に伴う食材費などの
費用負担を受益者に転嫁する
ことなく、学校給食を運営する
ことができた。

Ｒ２．４ Ｒ２．５ 765,283 573,937 191,346 0 学校教育課

25 補
公立学校情報機器整
備費補助金

臨時休業等の緊急時に学校
と児童生徒がやりとりを円滑に
行うため、学校側が使用する
カメラやマイクなどの通信装置
等の整備を支援する。

通信装置購入
安定したリモート学習の場を確
保することができた。

Ｒ２．９ Ｒ２．12 32,560 16,000 16,560 0 学校教育課

26 補
子ども・子育て支援交
付金

学校の臨時休業等に伴う放
課後児童クラブの臨時開所に
係る任用職員の臨時出勤に
対応する

児童クラブ利用

学校休業時の児童の預かり場
所を確保することができ、対象
児童の保護者の不安解消を図
ることができた。

Ｒ２．４ Ｒ３．３ 317,000 105,000 107,000 105,000 子育て支援課

27 単
障害者総合支援事業
費補助金

特別支援学校等の臨時休業
中における放課後等デイサー
ビス利用増加に伴う報酬増加
による利用者の負担額を援助
する。

デイサービス利用

特別支援学校休業時の児童
生徒の預かり場所を確保する
ことができ、対象児童生徒の保
護者の不安解消を図ることが
できた。

Ｒ２．４ Ｒ３．３ 17,846 0 4,846 13,000 福祉介護課

28 単
美浦村子ども施設コロ
ナ対応事業

村立幼稚園及び保育所にも、
コロナウイルス感染予防対策
を行うため、子供たちが使用
する水栓の一部を改善する

自動水栓・レバー式水栓設置

幼稚園及び保育所の感染防
止対策を徹底し、感染防止に
努めるとともに園児等の安全安
心を確保することができた。

Ｒ３．１ Ｒ３．３ 2,632,893 0 2,632,893 0 子育て支援課

257,889,649 3,522,937 249,161,212 0 5,205,500合　　計


