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事業名 事業概要 事業計画 効果検証
事業
始期

事業
終期

事業費
（円）

国庫補助金
（円）

臨時交付金
（円）

その他
（円）

一般財源
（円）

担当課

1 単
新型コロナ感染防止
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
た感染者に食料等を配布す
る。また、感染対策用 の消毒
液等を学校や公共施設等に
適切に配備する。

食品のセット、離乳食やミルク
等の食料と、トイレットペー
パー、おむつ、消毒液等の
購入

事業終了後に記載 R4.4 R5.3 3,006,000 3,006,000 健康増進課

2 単
新型コロナ農業経営安
定化事業(通常分）

新型コロナウイルス感染症の
影響など、農業者の経営努力
では避けられない様々なリスク
から農業経営を守る収入保険
料の一部を助成する。

農業経営収入保険料助成 事業終了後に記載 R4.4 R5.3 5,000,000 5,000,000 経済課

3 単
新型コロナ農業経営安
定化事業（物価高騰
分）

新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により、外食産業の
需要減少や物価高騰により特
に大きく影響を受けている認
定農業者等を対象に事業の
継続や次期作支援のため支
援金を給付する。

令和3年分収入金額と令和2
年分収入金額の差額の19％
助成

事業終了後に記載 R4.8 R5.2 25,000,000 25,000,000 経済課

4 単

新型コロナ対策地域
経済活性化事業
(重点交付金活用事
業）
（国Ｒ3予算活用事
業）

新型コロナウイルス感染症の
影響が続く中、原油価格・物
価高騰による家計への負担軽
減及び地域経済の消費活性
化を促進するため村内で使用
できるクーポン券を配付する。

村民1人につき　3,000円分の
商品券を配付

事業終了後に記載 R4.8 R5.2 51,521,000 51,521,000 経済課

5 補
学校保健特別対策事
業費補助金

学校保健特別対策事業費補
助金（感染症対策等の学校教
育活動継続支援事業）を活用
し、小中学校に感染リスク低
減のため感染対策に係る各
種備品を整備し、児童生徒の
安全安心な学習環境を確保
する。

感染症防止対策に係る備品購入 事業終了後に記載 R4.6 R5.2 4,606,000 2,250,000 2,356,000 学校教育課

令和４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施計画



6 単
新型コロナ教育関連対
策事業

新型コロナウイルス感染症の
影響が続く中、保育所、幼稚
園、小中学校に感染対策用
のタブレット型サーマルカメラ
を設置する。また、各施設と保
護者とのデジタル連絡ツール
を導入する。

感染症防止対策に係る備品
購入経費及びアプリ使用料

事業終了後に記載 R4.6 R5.2 1,482,000 1,482,000 学校教育課

7 単
新型コロナ学校等給食
支援事業

コロナ禍における原油価格・
物価高騰の影響により、学校
等の給食事業が水準を維持
することが困難となったため、
村内小・中学校及び幼稚園、
保育所の高騰する食材費の
増額分を負担する。

村内小・中学校及び幼稚園、
保育所の賄い材料費のうち、
令和４年４月～令和５年３月
末日の期間において高騰し
た食材の増額分補填

事業終了後に記載 R4.4 R5.3 10,135,000 9,110,000 1,025,000 学校教育課

8 単
地域公共交通維持確
保対策事業

コロナ禍において物価高騰等
に直面する公共交通事業者
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

美浦村地域公共交通維持確
保支援金の支給

事業終了後に記載 R4.10 R5.3 7,820,000 7,820,000 企画財政課

9 単

新型コロナ農業経営安
定化事業
（国Ｒ3予算活用事業）
（物価高騰分）

コロナ禍において外食産業の
需要減少や物価高騰により特
に大きく影響を受けている、営
農及び畜産事業者に対して
事業継続への取り組みを支援
するため、大幅に高騰した肥
料及び飼料費の一部を補助
する。

農業及び畜産業に係る経費
として申告したもののうち、肥
料及び飼料費の１０分の１以
内の額　※上限50万円

事業終了後に記載 R4.12 R5.3 11,500,000 11,500,000 経済課

10 単
新型コロナ対応観光支
援事業

コロナ前に活発に動いてい
た、鹿島海軍航空隊跡地での
撮影の受け入れが停滞し、そ
の間、食事提供事業者等の
収入が減少。行動制限が緩
和された中、当該地の環境整
備を図り、これまで以上に当
該地での撮影を積極的に受
けいれるため、インフラ整備及

給水管設置及び外構工事
電気設備工事
段差解消工事
看板等安全施設設置工事

事業終了後に記載 R4.12 R5.3 10,614,000 10,614,000 企画財政課



11 単
新型コロナ対策地域経
済活性化事業

コロナ禍においてエネルギー
価格高騰の影響を受けている
貨物運送事業者の事業継続
を支援するため、エネルギー
価格高騰対策補助金を支給
する。

美浦村貨物運送業者エネル
ギー価格高騰対策補助金の
支給

事業終了後に記載 R5.1 R5.3 5,350,000 5,350,000 経済課

12 単
土地改良区等電気料
金高騰緊急対策事業

コロナ禍における電気料金の
高騰に伴い、揚水ポンプ場等
の稼働にかかる電気代が増
大しており、農業水利施設の
電気料金上昇に伴う土地改
良区等の負担増加分の一部
を支援する。

令和4年4月～9月分の電気
料金で、A（令和3年4月～9
月の電気料金に値上率
（55％）を乗じ、土地改良区
等の自助努力による削減見
込分（10％）を差し引いた
額）・B（令和4年4月～9月分
電気料金と、令和3年4月～9
月電気料金の差額）を比較し
より高価な方の1/4相当分を
補助

事業終了後に記載 R5.1 R5.3 4,500,000 4,500,000 経済課

13 単
新型コロナ感染防止対
策事業

新型コロナウイルス感染症対
策消耗品を保管する倉庫を設
置し、感染防止対策を徹底す
る。

消耗品等備蓄倉庫購入 事業終了後に記載 R4.12 R5.3 2,288,000 2,288,000 健康増進課

14 単
公営企業会計繰出・補
助

コロナ禍における電気料金の
高騰に伴い、美浦村企業会
計事業に係る電気代が増大し
ている。増大分は本来であれ
ば受益者負担となるが、受益
者においても物価高騰の影
響が大きいことから、増加分に
ついては一般会計からの繰出
金で負担するものとし、受益
者の負担を軽減する。

美浦村企業会計事業繰出 事業終了後に記載 R4.12 R5.3 23,061,000 23,061,000 上下水道課

15 単
医療機関及び福祉施
設等物価高騰対策支
援事業

新型コロナウイルス感染症の
影響が長期化する中、エネル
ギー・食料品価格等の物価高
騰の影響を受けている医療機
関及び福祉施設等に対し補
助金を交付し、価格高騰に対
する支援を行う。

医療機関及び福祉施設等支
援補助

事業終了後に記載 R4.12 R5.3 12,900,000 12,900,000 福祉介護課



16 単
コロナワクチン接種事
業

新型コロナウイルス感染症の
影響が長期化している中、ワ
クチン接種事業に協力された
医療機関に感謝状を贈呈す
る。

消耗品購入、筆耕手数料 事業終了後に記載 R4.12 R5.3 20,000 20,000 健康増進課

17 単 管財事務費

新型コロナウイルス感染症の
影響が続く中、公共施設に感
染対策用のタブレット型サー
マルカメラを設置し、教育施
設の安全安心な環境を確保
する。

感染症防止対策に係る備品
購入

事業終了後に記載 R4.12 R5.3 546,000 546,000 企画財政課

179,349,000 2,250,000 176,074,000 0 1,025,000合　　計


