
NO 事業名 事業概要
総事業費
（千円）

交付金充当額
（千円） 事業実績内容 成果及び評価 担当課

1
経済変動貸付資金利子補給金
（R2補給分）

感染拡大の影響を受ける中小企業
や小規模事業者の借入に対し、利
子補給を行う。

R2.4 ～ R3.3 28,466 28,466
【対象件数】
経済変動利子補給金 69件
小口特別利子補給金  1件

感染の影響を受ける中小企業や小
規模事業者の事業継続へつながっ
た。

商工観光課

2
新型コロナウイルス拡大防止
協力金

休業要請等に応じた事業者に協力
金を交付する。

R2.4 ～ R2.8 60,500 31,700

【交付実績】
飲食・宿泊　192件
遊興施設　17件
マリンスポーツ店　12件

飲食店等や市外からの海岸利用者
を介した感染拡大の防止に寄与し
た。

商工観光課
建設課

3 ‐ ‐ ‐ ～ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

4 ‐ ‐ ‐ ～ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

5
公民館等の消毒薬、体温計の
購入

感染拡大防止のため、公民館に除
菌液等を購入する。

R2.5 ～ R3.3 749 749
【感染対策を行った施設】
２館（萩間公民館、トーク地頭方）

施設を清潔に保ち、利用者の感染
拡大防止に寄与した。

社会教育課

6
認定農業者協議会活動事業費
補助金

感染拡大の影響を受けた農産物の
消費拡大を図るため、公共施設等
への花卉展示や高齢者施設等へ食
材提供を行う。

R2.5 ～ R3.3 1,076 1,035
【実施件数】
公共施設や病院等への花卉展示 5カ所
高齢者施設等への食材提供 52施設

農産物の消費啓発とPRにより、市
内生産者の事業継続につながっ
た。

農林水産課

7 茶業振興協議会補助金
感染拡大により小売販売量が減少
した茶業関係者を支援するため、
茶葉の買取り等を実施する。

R2.5 ～ R3.3 10,074 10,070

【実績】
茶葉等購入　73施設分（医療施設へ）
茶業関係者補助金　25件
広告掲載、動画･イラスト作成

消費が落ち込む茶業関係者の事業
継続につながった。

お茶振興課

8
小口資金利子補給、持続的販
路拡大補助金（R2補給分）

業況が悪化した市内中小企業の事
業継続のための販路拡大への取り
組みを支援する。

R2.5 ～ R3.3 4,969 4,969
【対象件数】
持続的販路拡大補助金　53件

業況が悪化した市内中小企業の事
業継続へつながった。

商工観光課

9 プレミアム商品券の発行
市民の消費喚起を促進し、感染拡
大の影響を受けた地域経済の活性
化を図る。

R2.6 ～ R3.3 59,848 59,848
【発行数】
30,000冊
（360,000,000円分発行）

市民の消費喚起を促進し、低迷す
る地域経済の活性化につながっ
た。

商工観光課

10 学校施設環境改善交付金

感染症対策として市内小中学校７
校の給食受室(保管室)等にウイル
ス対策機能を搭載した空調設備を
設置する。

R2.5 ～ R3.3 14,025 14,025

【感染症対策を行った施設】
小学校６校７室
（地頭方小1、相良小2、川崎小1、細江
小1、勝間田小1、坂部小1、）
中学校１校１室
（榛原中学校1）

室内環境を改善し、児童・生徒、
教職員等の感染拡大防止に寄与し
た。

教育総務課

11
ＲＩＤＥ　ＯＮ　ＭＡＫＩＮ
ＯＨＡＲＡ
誘客キャンペーン

市内宿泊施設の利用促進を図るた
め、宿泊助成、市内で利用できる
商品券の提供、歓迎花火の打ち上
げなどを行う。市内宿泊施設に対
し感染対策機器等の整備費用を補
助する。

R2.6 ～ R3.3 25,938 25,938

【交付実績】
①第１弾
　宿泊者数　2,367人
　歓迎花火打上　6日間　8回
②第２弾
　宿泊者数　1,891人
【対象施設】市内宿泊施設20施設

海水浴場閉鎖に伴い落ち込んだ宿
泊事業者の事業継続と宿泊客の感
染拡大防止に寄与した。

商工観光課

12 茶業緊急支援事業

コロナ禍で消費が落ち込む茶農家
を支援し、子どもたちにお茶を飲
む習慣を身に着けさせるため、園
地改良や複合経営に係る費用の補
助及び市内小中学校にディスペン
サー設置する。

R2.7 ～ R3.3 15,459 15,421

【実績】
茶園集積推進事業補助　603a
複合経営推進事業補助　18件
コールドディスペンサー　　33台
茶葉購入（市内小中学校） 6,047袋(50
個/１袋)

茶業関係者の事業継続及びお茶の
効能による児童・生徒への健康増
進による感染防止につながった。

お茶振興課

13
障害福祉サービス事業所へ衛
生・防護用品提供

感染拡大防止のため、市内障害福
祉事業所に衛生・防護用品を提供
する。

R2.6 ～ R3.3 524 524
【感染対策を行った施設】
市内障害福祉事業所33個所

事業所職員及び利用者の感染拡大
防止に寄与した。

社会福祉課

14
高齢者福祉施設へ衛生資材提
供

施設や事業所で使用するエプロ
ン、フェイスシールド等の衛生資
材を配布する。

R2.6 ～ R3.3 42 42
【提供先施設】
　４施設

施設・事業所における感染拡大防
止対策の強化に寄与した。

社会福祉課
（長寿介護課）

15
介護保険施設及び介護サービ
ス事業所へ衛生資材提供

施設や事業所で使用するエプロ
ン、フェイスシールド等の衛生資
材を配布する。

R2.6 ～ R3.3 1,687 1,687
【提供先施設・事業所】
　76施設・事業所

施設・事業所における感染拡大防
止対策の強化に寄与した。

社会福祉課
（長寿介護課）

16
救護所における感染対策用品
購入

感染対策を講じた救護所運営を行
うため、受付、発熱者待機用のテ
ントを購入する。

R2.6 ～ R3.3 5,232 3,891
【購入内容】
キングテント2張、避難所用テント2張

災害時でも感染対策を整えた救護
所運営が可能となり、市民の感染
への不安解消につながった。

健康推進課

17 備蓄用マスク購入
感染拡大により医療機関や高齢者
施設等のマスク不足に対応するた
め、購入する。

R2.6 ～ R3.3 440 355
【購入枚数】
8,000枚

不足が生じた医療機関や施設等に
配布することで、クラスターの抑
制につながった。

健康推進課

18
避難所における感染対策用品
購入

避難所を開設した際、受付業務や
避難者に対する感染対策物品を購
入する。

R2.6 ～ R3.3 60,700 30,700

指定避難所40か所
【購入内容】
非接触式体温計30個、ﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞ1,000
枚、防護服ｾｯﾄ750ｾｯﾄ、ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙ24枚、
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ1,700枚、簡易ﾍﾞｯﾄﾞ2,000台、
ﾏｽｸ30,055枚、空気清浄機23台他

災害時でも感染対策を整えた避難
所運営が可能となり、市民への感
染リスク低下につながった。

危機管理課

19 子育て応援特別給付金

コロナ禍において子育て世帯の収
入が減少している中で、出産や子
育てを安心して行うことができる
よう、経済的負担の軽減を図るた
め、１児につき10万円を支給す
る。

R2.4 ～ R4.3 39,100 39,100
【給付対象者】
R2:195件、R3：196件　合計391件
391件×100,000円＝39,100,000円

コロナ禍における影響を踏まえ、
子育て世帯の経済的負担の軽減を
行うことができた。

健康推進課

20 健診における感染防止対策
感染対策した上で安心して健診を
実施するため、非接触型体温測定
器とﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ拡声器を購入する。

R2.8 ～ R2.12 633 633
【購入内容】
非接触型体温計 1台
ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ拡声器 2台

検温徹底と飛沫防止対策により、
感染拡大防止につながった。

健康推進課
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NO 事業名 事業概要
総事業費
（千円）

交付金充当額
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21
ＲＩＤＥ　ＯＮ　ＭＡＫＩＮ
ＯＨＡＲＡ
飲食店応援スタンプラリー

感染拡大の影響を受けた飲食店等
への誘客のため、特典付きスタン
プラリーを実施する。

R2.9 ～ R3.3 8,942 8,942

【参加店舗数】
第1弾　64店舗
第2弾　77店舗
【参加者数】
　1,000人以上

感染拡大の影響を受ける飲食店等
への誘客を図り、市内での消費喚
起につながった。

商工観光課

22 海水浴場持続化支援事業
海の家事業者に対し、次年度も事
業継続できるよう建設資材等の維
持管理費を支援する。

R2.7 ～ R3.3 2,400 2,400
【対象件数】
海の家経営者　6事業者×40万円

感染拡大の影響を受ける海の家事
業者の事業継続につながった。

商工観光課

23 ＩＣＴ活用推進事業
ＧＩＧＡスクール構想に基づく児
童生徒一人一台学習用端末等を整
備する。

R2.7 ～ R3.3 73,928 73,928
【対象校数】
市内小中学校（端末3,103台、プロジェ
クター18台）

学習の機会の確保及び感染拡大防
止に寄与した。

学校教育課

24
文化施設（い～ら）感染防止
対策事業

感染拡大防止のため、消毒液や非
接触型体温測定器の購入、Wi-Fi
環境の整備等を実施する。

R2.7 ～ R3.3 1,602 1,602
【感染対策を行った施設】
相良総合センター「い～ら」

施設を清潔に保つとともに、大人
数での利用を回避するなど、利用
者の感染拡大防止に寄与した。

社会教育課

25 図書館パワーアップ事業
人の接触を回避し、感染拡大を防
止するため、書籍の購入、セルフ
貸出システムの導入等を行う。

R2.7 ～ R3.3 30,804 30,804
【感染対策を行った施設】
図書交流館、榛原図書館、移動図書館

家での読書時間の充実及び接触機
会の回避により、利用者の感染拡
大防止に寄与した。

社会教育課

26
学校保健特別対策事業費補助
金

感染拡大防止のため、小中学校に
マスクや体温計等の衛生用品を購
入する。

R2.5 ～ R3.3 1,034 517
【感染対策を行った施設】
市内小中学校

各学校における感染拡大の防止に
寄与した。

学校教育課

27
学校保健特別対策事業費補助
金

休校明けの学校再開に向け、感染
対策に必要な消毒液等の消耗品
や、学習環境に係るプロジェク
ター等の備品を整備する。

R2.4 ～ R3.3 14,125 6,500
【感染対策を行った施設】
市内小中学校

学校再開及び再開後の学校運営に
際し、感染対策を講じながら、児
童・生徒の学びの保障につながっ
た。

学校教育課

28 学校施設衛生用品整備
感染拡大防止のため、小中学校に
マスクや体温計等の衛生用品を購
入する。

R2.4 ～ R3.3 5,168 5,066
【感染対策を行った施設】
市内小中学校

各学校におけるクラスター発生の
抑制につながった。

学校教育課

29
コミュニティ防災センター空
調改修

感染拡大防止のため、ウイルス対
策機能を搭載した空調設備及び防
災センター出入口を改修する。

R2.11 ～ R3.3 6,390 6,390

【感染対策を行った施設】
片浜コミュニティ防災センター
静波コミュニティ防災センター
相良コミュニティ防災センター

施設の室内空気環境の改善及びド
ア改修により、利用者の感染拡大
防止に寄与した。

管理検査課

30
タクシー事業者感染症防止対
策給付金

感染防止対策を実施するデマンド
乗合タクシー運行事業者に対し給
付金を交付する。

R2.12 ～ R3.2 560 560
【実績】
対象事業者　２業者
対象台数　　28台

車両に感染防止対策を施したこと
により、事業継続と市民の感染リ
スク低下につながった。

地域振興課

31 市民相談センターの空調整備

市民相談センターの相談環境を整
備するため、相談室にウイルス対
策機能を搭載した空調設備を設置
する。

R2.10 ～ R3.3 621 621
【実績】
空調設備２台設置

相談環境の確保及び感染拡大の防
止に寄与した。

市民課

32
庁舎施設の感染対策（トイ
レ）

新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、庁舎トイレ利用者が接
触しないようトイレ扉を開放する
にあたり、トイレ入口に目隠し衝
立を設置する。

R3.2 ～ R4.3 9,918 9,918
【整備内容】
・榛原庁舎　10ヶ所
・相良庁舎　9ヶ所

衝立を設置することで、扉の接触
回数を削減することが可能とな
り、トイレ利用者の感染防止対策
に寄与した。

管理検査課

33 人口移動状況調査事業

コロナ禍における人口移動の状況
を把握するため、市窓口への転
入・転出の届出者を対象としたア
ンケート調査を実施し、スマート
フォン等により非接触で回答でき
るシステムを構築する。

R3.2 ～ R3.5 493 493

【調査実施個所】
榛原庁舎及び相良庁舎の市民課窓口
【実績】（R3.2～R3.5）
・転出　135件
・転入　119件

コロナ禍における転出数と転入数
の差などのデータは、施策を進め
る上での傾向分析の参考となっ
た。

秘書政策課

34
窓口感染対策事業（タブレッ
ト）

感染拡大防止のため、手数料精算
において、電子決済を導入する。

R2.10 ～ R3.3 162 162

【購入内容】
タブレット端末３台
無線ルーター２台購入
【実績】
電子マネー利用数1,016件
（市民課・健康推進課R3.6.1～
R3.12.28）

窓口職員と利用者が現金を介さず
に手数料の清算を行うことで、感
染拡大防止につながった。

市民課

35 窓口感染対策事業（レジ）

新型コロナウイルス感染症の対策
として、窓口における証明書手数
料等の現金の受渡しを無くすた
め、セルフレジを導入する。

R3.2 ～ R3.7 3,894 3,894

【購入内容】
セミセルフレジ２台
釣銭釣札機、バーコードスキャナ、記録
用カメラ２セット
【実績】
窓口手数料処理件数44,212件　（R3.6.1
〰R4.3.31）

窓口職員と利用者が現金を介さず
に手数料の清算を行うことで、感
染拡大防止につながった。

市民課

36 子育て支援システム事業

子育て情報の切れ目ない情報発信
システムに、感染症情報を速やか
に共有するために必要なプッシュ
通知や既読機能を備える改修をす
る。

R3.2 ～ R3.11 7,469 7,469
子育て支援システムメール通知アプリの
構築及びスマートフォン対応改修、アン
ケート機能の追加

新型コロナウイルス感染症につい
て等の緊急メールが遅延なく配信
することが可能となり、利便性が
向上した。またアンケート機能を
追加することで感染症対応時に速
やかに保育園等と保護者との連携
が可能となることで感染拡大防止
に寄与した。

子ども子育て課

37 経済対策事業

感染拡大の影響を受ける市内産業
を支援するため、地域プレミアム
商品券の発行、ドライブスルーの
テイクアウトやオンライン販売な
ど新しい業態の構築、緊急経済対
策補助金の交付を行う。

R3.2 ～ R4.3 124,011 78,544

【参加店舗数】
  30店舗
【開催数】
  延べ51回
【販売数】
 　2,591食

新型コロナウイルス感染症の影響
を受けた飲食店等が行うテイクア
ウトを支援することで、事業継続
につながった。

商工観光課

38 小学校空調設備事業
感染拡大防止のため、市内小学校
の理科室へ空調設備を新規設置す
る。

R3.2 ～ R3.9 20,277 20,277

【感染症対策を行った施設】
小学校７校９室
（相良小2、菅小1、萩小1、地頭方小1、
川崎小2、細江小1、勝間田小1）

空調機器整備により室内換気など
教室の利用環境が改善し、児童・
生徒、教職員等の感染拡大防止に
寄与した。

教育総務課

39
総合健康福祉センター（さざ
んか）Web会議対応事業

感染拡大防止のため、消毒液など
の消耗品及びＷｅｂ会議用ＯＡ機
器等を整備する。

R3.2 ～ R3.3 1,592 1,592

【使用実績】
ＯＡ機器一式　　　7件
ワイヤレスアンプ　3件
加湿器　　　 　 531件
消毒液配置　   32か所

Ｗｅｂ会議の環境整備及び施設内
を清潔に保つことにより、職員及
び利用者の感染拡大防止に寄与し
た。

長寿介護課
（社会福祉課）
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40 放課後児童クラブ空調整備
感染拡大防止のため、粉塵遮断、
空間抗ウイルス可能な空調を整備
する。

R2.11 ～ R3.3 8,448 8,448
【対象件数】
５件（勝間田、相良、静波、地頭方、萩
間放課後児童クラブ）

保育の継続及び感染拡大防止に寄
与した。

子ども子育て課

41 相良児童館空調整備
感染拡大防止のため、粉塵遮断、
空間抗ウイルス可能な空調を整備
する。

R2.12 ～ R3.1 1,298 1,298
【改修内容】
館内遊戯室空調機器　1基

施設を清潔に保ち、利用者の感染
拡大防止に寄与した。

こどもセンター

42 家庭児童相談事業費
親子相談室において感染対策を講
じた面談用テーブル等を整備す
る。

R3.2 ～ R3.3 151 151
【感染対策を行った施設】
親子相談室

子ども連れの相談者や緊急の虐待
対応の継続及び感染拡大防止に寄
与した。

こどもセンター

43 保育園空調整備
感染拡大防止のため、粉塵遮断、
空間抗ウイルス可能な空調を整備
する。

R2.12 ～ R3.3 1,848 1,848
【感染対策を行った施設】
菅山保育園ホール、職員室

保育の継続及び感染拡大防止に寄
与した。

子ども子育て課

44 認定こども園空調整備
感染拡大防止のため、粉塵遮断、
空間抗ウイルス可能な空調を整備
する。

R2.12 ～ R3.3 418 418
【感染対策を行った施設】
相良こども園職員室

教育・保育の継続及び感染拡大防
止に寄与した。

子ども子育て課

45 災害時医療対策事業
感染拡大防止のため、救護所運営
に必要な消毒液等の消耗品を購入
する。

R2.12 ～ R3.3 150 149
【感染対策を行った施設】
市内救護所

災害時でも感染対策を行いながら
救護所を運営することが可能とな
り、市民の感染リスクが低下し
た。

健康推進課

46 救急医療センター負担金
夜間でも医療環境を確保できるよ
う救急医療センターの運営費を負
担する。

R2.12 ～ R3.3 2,055 2,055
【対象施設】
救急医療センター

救急医療センターの運営継続によ
り、医療環境の確保につながっ
た。

健康推進課

47
発熱者等相談センター運営業
務

吉田町・牧之原市民の発熱者の相
談を集約して受付、検査につなげ
る。

R3.2 ～ R3.3 696 696
保健所や診療所で受けきれない発熱相談
を集約して受付し、検査につなげる。

保健所や診療所で受けきれない発
熱相談を集約して受付し、検査に
つながった。

健康推進課

48
施設新規入所者・従事者検査
費用助成

陽性者が確認された施設等の利用
者及び従事者に係るウイルス検査
費用の一部を助成する。

R2.12 ～ R3.2 4 4
【対象事業所及び件数】
　１事業所／２件

速やかな検査の実施を促すことに
より、感染拡大防止につながっ
た。

健康推進課

49 就業改善センター空調整備
感染拡大防止のため、ウイルス対
策機能を搭載した空調を整備す
る。

R2.11 ～ R3.3 1,683 1,683
【感染対策を行った施設】
　菅山農業就業改善センター（2台）

空調機器整備により、室内換気な
ど施設の利用環境が改善し、感染
予防に寄与した。

農林水産課

50
ライフセービングハウス空調
改修

感染拡大防止のため、ウイルス対
策機能を搭載した空調を整備す
る。

R2.12 ～ R3.3 2,602 2,602
【感染対策を行った施設】
相良ライフセービングクラブハウス

空調の改修により、海水浴客及び
ライフセーバーの感染リスクが低
下した。

商工観光課

51 POSシステム導入事業
感染拡大防止のため、キャッシュ
レス決済対応のＰＯＳレジシステ
ムを導入する。

R2.12 ～ R3.2 3,025 3,025
【感染対策を行った施設】
牧之原市物産センター

キャッシュレス決済の促進及び清
算待ちの列を解消が図られ、感染
拡大防止につながった。

商工観光課

52 修学旅行の旅程変更助成

感染拡大の影響を受ける航空産業
を支援し、児童生徒が学校生活の
思い出を残すため、修学旅行の旅
程変更に係る経費を助成する。

R2.10 ～ R3.3 452 452
【実施校数】
市立小中学校３校

コロナ禍における児童・生徒の学
習の機会の確保と航空産業の事業
継続につながった。

教育総務課
（学校教育課）

53
ICT活用推進及び衛生用品購
入事業（牧之原市菊川市学校
組合分）

GIGAスクール構想に基づく児童生
徒1人1台学習用端末の整備及び学
校再開に伴う感染症対策・学習保
障のため消耗品を購入する。

R2.10 ～ R3.3 5,884 5,884
【対象校数】
2校（端末248台）

学習の機会の確保及び感染拡大防
止に寄与した。

教育総務課

54
ICT活用推進事業（御前崎市
牧之原市学校組合分）

GIGAスクール構想に基づく児童生
徒1人1台学習用端末の整備及び学
校再開に伴う感染症対策・学習保
障のため消耗品を購入する。

R2.10 ～ R3.3 5,522 5,522
【対象校数】
1校（端末400台、タブレット保管庫13台
整備）

学習の機会の確保及び感染拡大防
止に寄与した。

教育総務課

55 地方消費者行政強化交付金

コロナ禍における消費生活に関す
る相談体制を強化するため、オン
ライン相談用のパソコンを導入す
る。

R2.10 ～ R3.2 231 116
【感染対策を行った施設】
市民相談センター

相談機会の確保及び感染拡大防止
に寄与した。

市民課

56 障害者総合支援事業費補助金
各事業所の感染対策に係る消毒液
等の購入費を補助する。

R2.5 ～ R3.3 228 58

【感染対策を行った施設】
市内３事業所
・はぐるま（NPO法人こころ）
・希望寮（(福)牧ノ原やまばと学園）
・たんぽぽ(NPO法人愛育の会)

事業所内での感染防止対策に寄与
した。

社会福祉課

57 文化芸術振興費補助金
感染拡大防止のため、相良総合セ
ンターにおける消毒液等の購入及
び空調設備を改修する。

R2.7 ～ R3.3 16,940 8,470

【感染対策を行った施設】
相良総合センター「い～ら」
【改修内容】
空冷式チラーユニット機器改修
空冷式チラー圧縮機改修

施設内の空気循環や換気効果が向
上したことにより、利用者の感染
拡大防止に寄与した。

社会教育課

58 疾病予防対策事業費等補助金
高齢者施設等に新たに入所する65
歳以上の者に係る自費検査費用の
一部を助成する。

R2.12 ～ R3.3 180 90

【助成件数】
　14件（PCR検査6件・抗原定量検査8
件）

入所施設へのウイルスの持ち込み
防止により、感染拡大防止に寄与
した。

健康推進課

59 中学校空調整備事業

感染拡大防止のため、市内中学校
２校の理科室に、ウイルス対策機
能を搭載した空調設備を設置す
る。

R2.12 ～ R3.3 7,233 7,233
【感染症対策を行った施設】
中学校２校４教室
（相良中学校１、榛原中学校３）

室内環境を改善し、生徒・教職員
等の感染拡大防止に寄与した。

学校教育課
（教育総務課）

60 青少年健全育成事業
感染拡大防止のため、成人式式典
をオンライン配信する。

R2.11 ～ R3.2 212 212
【実施内容】
成人式生配信のための機材使用料

大人数での接触を回避することが
でき、感染拡大防止に寄与した。

社会教育課

61
榛原文化センターの衛生用品
購入及びWeb会議対応事業

感染拡大防止のため、消毒液や非
接触型体温測定器の購入、Wi-Fi
環境の整備等を実施する。

R2.5 ～ R3.3 870 870
【感染対策を行った施設】
榛原文化センター

施設を清潔に保つとともに、大人
数での利用を回避するなど、利用
者の感染拡大防止に寄与した。

社会教育課

62 相良図書館への衛生用品購入
館内での感染拡大を防止するた
め、除菌液や体温計等を購入す
る。

R2.5 ～ R3.3 146 143
【感染対策を行った施設】
相良図書館

施設を清潔に保ち、利用者の感染
拡大防止に寄与した。

社会教育課

63 榛原図書館への衛生用品購入
館内での感染拡大を防止するた
め、除菌液や体温計等を購入す
る。

R2.5 ～ R3.3 123 123
【感染対策を行った施設】
榛原図書館

施設を清潔に保ち、利用者の感染
拡大防止に寄与した。

社会教育課

64 移動図書館への衛生用品購入
感染拡大を防止するため、除菌液
や体温計等を購入する。

R2.5 ～ R3.3 70 70
【感染対策を行った施設】
移動図書館

施設を清潔に保ち、利用者の感染
拡大防止に寄与した。

社会教育課
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65
史料館・民俗資料館の感染対
策事業

感染拡大防止のため、史料館にお
ける消毒液等の購入及び空調設備
を改修する。

R2.5 ～ R3.3 18,415 18,415

【感染対策を行った施設】
史料館　２階ホール
（空調設備改修１基、消毒液、非接触型
体温測定器等）

施設を清潔に保つとともに、換気
効果も向上するなど、利用者の感
染拡大防止に寄与した。

社会教育課

66
市民学習センターへの衛生用
品購入

感染拡大防止のため、片浜事務所
における消毒液等を購入する。

R2.5 ～ R3.3 92 90
【感染対策を行った施設】
片浜事務所

施設を清潔に保ち、利用者の感染
拡大防止に寄与した。

社会教育課

67 社会体育施設の感染対策事業
感染拡大防止のため、社会体育施
設に消毒液等、体温測定器を購入
する。

R2.5 ～ R3.3 2,115 2,112

【購入内容】
非接触型体温測定器　3台
大型扇風機　3台
消毒液等　一式

利用者の感染拡大防止に寄与し
た。

スポーツ推進課

68
コミュニティセンター空調整
備

感染拡大防止のため、コミュニ
ティセンターにウイルス対策機能
を搭載した空調を整備する。

R2.11 ～ R3.3 662 662
【感染対策を行った施設】
細江コミュニティセンター受付室

施設の室内空気環境を改善し、利
用者の感染拡大防止に寄与した。

管理検査課

69 庁舎施設の感染対策

感染拡大防止のため、ウイルス対
策機能を搭載した空調設備、トイ
レ室の改修及び飛沫防止パネル等
の備品を購入する。

R2.11 ～ R3.3 12,708 12,708

【空調設備改修施設】
相良庁舎、就業改善センター
【トイレ改修内容】
水栓自動化　28ヶ所
照明センサー化　12ヶ所
【購入備品】
非接触体温計購入　13台
飛沫防止パネル、アルコール、足踏み式
アルコールスタンド等

不特定多数の接触個所の削減及び
室内空気環境を改善し、利用者の
感染拡大防止に寄与した。

管理検査課

70 学校施設への衛生用品購入
感染拡大防止のため市立小中学校
に消毒液等の消耗品を配備する。

R2.4 ～ R3.3 3,989 3,989
【購入内容】
手指消毒液、非接触体温計、フェイス
シールド等

児童・生徒及び教員の感染拡大防
止に寄与した。

学校教育課


