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担当課

1 単

美浦村新型コロナウイ
ルス対応防災行政無
線システム音達改良事
業

コロナウイルス感染症情報や
ワクチン接種事業を広く住民
に広報するため、既存システ
ムに２基増設を行い音達エリ
アの改善を図る。

屋外防災無線機　2基増設
その他関連工事

感染動向やワクチン接種に係
る情報を域内すべてに正確に
伝達することができた。

Ｒ３．４ Ｒ４．３ 42,593,100 42,593,100 生活安全課

2 単
美浦村新型コロナウイ
ルス対応議場内感染
対策事業

村議場内の発言台にアクリル
板設置及び、議席間隔をとる
こと対応したマイク設置関連
工事を実施することで、議場
内での感染症感染を防止す
る。

議場マイク移設
アクリル板設置
ワイヤレスマイク購入

議場内での3蜜対策を講じるこ
とで、村議会の安定運営を確
保することができた。

Ｒ３．５ Ｒ３．９ 2,231,900 2,231,900 議会事務局

3 単
美浦村新型コロナウイ
ルス対応庁内情報シス
テム改良等事業

庁内情報システムの「財務会
計システム」「文書管理システ
ム」を改修し、電子決済に対
応することで、職員の移動お
よび接触機会を大きく減少さ
せるとともに、あわせて押印廃
止等に係る規制見直しを行
い、感染症対策を行う。

財務会計システム改修
押印廃止等法令見直し等支
援業務

電子決済に移行できたことで、
職員の移動や対面による職員
間の接触が減少し、職員の安
全で安心な職場環境が整っ
た。また、庁舎内の感染リスク
が低減したことにより、安定した
役場運営を確保することができ
た。

Ｒ３．４ Ｒ４．３ 3,960,000 3,960,000 企画財政課

4 単
美浦村新型コロナウイ
ルス対応女性の貧困
対策事業

コロナ禍の影響で貧困となっ
た女性・女児へ援助を行う

就学援助を受けている女子
児童生徒及び希望する女性
を対象として、生理用品を配
布

プライバシーに配慮しながら対
象者に配付することができた。

Ｒ３．５ Ｒ３．６ 25,945 25,945 健康増進課

5 単
美浦村新型コロナ感染
防止対策

コロナ感染拡大を防止するた
め効果的な対策を行う

村内小学校、中学校、幼稚
園、保育所でのＰＣＲ検査委
託

村の合理的な判断でＰＣＲ検
査を行うことができ、感染拡大
防止及び村民の不安解消を図
ることができた。

Ｒ３．５ Ｒ４．３ 1,529,847 1,467,000 62,847 健康増進課

令和３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績



6 単
美浦村新型コロナ教育
関連対策事業①

コロナ禍による不登校生徒等
へ個別面談を行い細やかな
対応を行う

個別相談スペースの整備

教育相談センターでの3蜜対
策を講じることで、教育相談セ
ンターの安定運営を確保する
ことができた。

Ｒ３．５ Ｒ３，９ 98,450 98,450 学校教育課

7 単
美浦村新型コロナ教育
関連対策事業①（中学
校体育館空調）

避難所としても使われる美浦
中学校体育館に冷暖房設備
を整備し、あわせてコロナ禍
での体育授業の機会を確保
する。

空調設備工事

コロナ禍における学習環境が
改善し安定した学校運営が確
保できた。また、災害時の避難
所としての機能も向上し、安全
安心な避難所運営が期待でき
る。

Ｒ３．１０ Ｒ４．３ 70,806,604 29,165,362 41,641,242 学校教育課

8 単
美浦村新型コロナ高齢
者福祉対策事業

コロナ禍により未開催となる
「敬老会」出席予定者（約
2,500人）に対し、地域クーポ
ン券（1人1,500円）を配布し、
敬老の意を表す。（R03当初
予算計上額は除外する。）

クーポン券配布
敬老会出席予定者すべてに配
付し、コロナ禍で落ち込んだ村
内の消費促進に寄与した。

Ｒ３．８ Ｒ４．１ 5,071,013 5,071,013 福祉介護課

9 単
美浦村新型コロナ対応
決済システム導入事業

住民課窓口での手数料決済
に電子決済を導入し、住民と
の接触機会を減少させる。

オンライン決済システム導入

来庁者と職員間での接触の機
会が減少し、庁舎内の感染リス
クが低減したことにより、安定し
た役場運営を確保することが
できた。

Ｒ３．１０ Ｒ４．３ 2,297,680 2,297,680 住民課

10 単
美浦村地域公共交通
維持確保支援金支給
事業

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。

Ｒ３．１０ Ｒ４．３ 4,040,000 4,040,000 経済課



11 単
美浦村新型コロナウイ
ルス感染対策飲食店
等支援金交付事業

新型コロナウイルス感染症の
影響を受けて、売上減少及び
業績悪化が顕著となった中小
企業者等の中で 飲食等を提
供する事業所に支援金を給
付する

申請件数　50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。

Ｒ３．１０ Ｒ４．３ 6,500,000 6,500,000 経済課

12 単
美浦村新型コロナ感染
症対策事業

新型コロナ感染が急拡大して
入院ができず自宅待機となっ
た感染者に安心して自宅療
養ができるよう、食料等を配布
する

食品セット及び消耗品配布
罹患した住民が安心して自宅
で療養できる環境を整えること
ができた。

Ｒ３．１０ Ｒ４．３ 584,190 584,190 福祉介護課

13 単
美浦村新型コロナ教育
関連対策事業③

新型コロナ感染が拡大したこ
とにより中止となった学校事業
のキャンセル料を補填する

修学旅行キャンセル料
スキー学習キャンセル料

コロナ禍で中止となった学校行
事のキャンセル料金を公費負
担としたことで、保護者の負担
を軽減することができた。

Ｒ３．１２ Ｒ４．３ 663,360 663,360 学校教育課

14 単
子育て世帯臨時特別
給付金事業

国は、新型コロナウイルス感
染症の影響を受けている子育
て世帯を支援することを目的
として、18歳まで（2003年4月2
日以降に出生）の児童を養育
し、児童手当の所得要件を満
たした世帯に対し、児童1人に
つき10万円を給付したが、全
ての子育て世帯は新型コロナ
の影響を受けているため、所
得要件からはずれた世帯を対
象として支援する。

臨時特別給付金配布
116世帯

国の所得要件から除外された
世帯を含めすべての子育て世
帯に対して給付金を支給した
ことにより、コロナ禍での安定
的な生活を応援することができ
た。

Ｒ４．２ Ｒ４．３ 11,600,000 11,600,000 子育て支援課

152,002,089 0 110,298,000 0 41,704,089合　　計


