
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
子育てワンストップサービス
事業

窓口での接触機会を減らすため、
子育て関連のオンライン申請サー
ビスにおいて、申請可能事業を拡
充するためデータ連携サービスを
導入する。

R3.7 ～ R4.3 418 404
オンライン申請サービス(児童手当)にお
いて、申請可能事業を拡充するためデー
タ連携サービスを導入。

データ連携サービスを導入し、電
子申請できる事業を拡大したこと
で、窓口での接触機会を減らすこ
とが可能となり、利便性が向上し
た。

子ども子育て課

2 保育対策事業費補助金
保育所等における感染症対策を強
化するため、市内保育施設ごとの
感染対策用品購入費を支援する。

R3.4 ～ R4.3 3,996 2,011

【感染対策を行った施設】
市内保育所10園
市内こども園4園
市内小規模保育所2園

各施設における感染拡大の防止に
寄与した。

子ども子育て課

3 保育所等の感染対策改修事業

保育所等における感染症対策を強
化するため、市内保育施設トイレ
における飛沫感染防止や接触を避
ける感染対策を進める。

R3.7 ～ R4.3 13,401 13400

【感染対策を行った施設、内容】
市内保育所8園（トイレ様式化、自動水
栓、人感センサー照明化、抗ウイルス空
調）
市内こども園1園（人感センサー照明
化、抗ウイルス空調）

各施設における教育・保育の継続
及び感染拡大の防止に寄与した。

子ども子育て課

4 疾病予防対策事業費等補助金
新規で高齢者施設へ入所する者が
ウイルス検査を実施した場合に、
検査費用を助成する。

R3.4 ～ R4.3 910 455
【対象件数】
　78件

入所前に検査の実施を促すことに
よって、施設等の感染拡大防止に
つながった。

健康推進課

5
施設従事者等検査費用助成事
業

高齢者・障害者施設等の職員又は
利用者がウイルス検査を行った場
合の費用の一部を助成する。

R3.4 ～ R4.3 117 116
【対象事業所及び件数】
　５事業所／84件

速やかな検査の実施を促すことに
よって、施設等の感染拡大防止に
つながった。

健康推進課

6 茶業緊急支援事業

感染拡大により消費低迷の影響を
受ける茶農家を支援するため、お茶
と他の作物を併せて生産する農業者
へ土地改良や種苗などの経費を助
成するとともに、保育施設へのディス
ペンサー設置により、子どもたちの
免疫力向上と、お茶の消費拡大を図
る。

R3.4 ～ R4.3 6,839 6,838

【実績】
茶園集積推進事業補助　　　97ａ
複合経営推進事業補助　　　９件
コールドディスペンサー　　20台
茶葉購入（市内幼･保育園､小中学校）
1,600袋(50個/１袋)

茶業関係者の事業継続及びお茶の
効能による園児・小中学生への健
康増進につながった。

お茶振興課

7
RIDE ON MAKINOHARA誘客キャ
ンペーン

感染拡大の影響により、海水浴や
イベント休止の影響を受けた市内
業者支援のため、宿泊費を助成
し、市内飲食店や土産物屋で利用
可能な商品券を発行する。

R3.4 ～ R4.3 13,547 13,547

【交付実績】
　第３弾
　宿泊者数2,400人
　(対象施設)市内宿泊施設23施設

まん延防止等重点措置に伴い落ち
込んだ宿泊事業者や市内飲食店等
の事業継続に寄与した。

商工観光課

8 幼稚園感染対策用品整備事業
市内幼稚園における感染対策強化
のため、感染対策用品の購入費を
支援する。

R3.4 ～ R4.3 250 249
【感染対策を行った施設】
地頭方幼稚園

幼稚園における感染拡大の防止に
寄与した。

子ども子育て課

9 海水浴場開設及び海岸整備費

新型コロナウイルスの影響により２
年連続で海水浴場開設を見合わせ
た場合、海の家や海岸周辺の事業
者の事業継続が困難となってしまう
ため、市独自の感染対策ガイドライ
ンを設置し、安心安全を確保したうえ
で海水浴場を開設する。

R3.6 ～ R4.2 5,066 5,065

感染対策ガイドラインの基づき、感染対
策に必要な用品の準備や砂浜地への立ち
入り境界の区画を設置することにより、
安心安全な海水浴場を開設。また、来場
者に注意喚起を促す看板等の設置を実
施。

必要な用品が準備できたことによ
り感染症対策が十分に取れた。ま
た、境界区画の設置や注意喚起の
看板の設置により、来場者や事業
者の安心安全が確保され、海岸周
辺事業者の事業継続が図られた。

商工観光課

10 自宅療養者支援事業

新型コロナウイルス感染症自宅療
養者の健康状態や重症化の体調急
変を早期に把握し、適切な医療に
繋げることを目的に、パルスオキ
シメーターの貸し出しを実施す
る。併せて、県の支援までの間の
食料支援を実施する。

R3.9 ～ R3.11 1,090 1,089

【購入数】
パルスオキシメーター100台
食料　30セット

【実績】
パルスオキシメーター貸与　4件
食料支援　15人

令和3年8～9月の感染の波に、パ
ルスオキシメーター貸与と食料支
援により自宅療養者を支援するこ
とができた。また、パルスオキシ
メーターは、令和4年1月以降の感
染の波に対応できるだけの数が用
意できていたため、迅速な対応が
できた。

健康推進課

11 - - - ～ - - - - - -

12
簡易抗原検査キット購入事業
①

市内で感染者が増加する中、保育
園、学校、高齢者等の施設内クラ
スターのさらなる発生を防止する
必要がある。県より簡易抗原キッ
トが配布されているが数に限りが
あるため、必要時に速やかに使用
できるよう、市でも購入する。

R3.8 ～ R3.10 2,750 2,750
【購入数】
100箱×25,000円×1.1＝2,750,000円

国県から配布されている数では不
足が生じ、緊急時に即使用できな
いため、市である程度のキットを
確保し、緊急時に対応することが
できた。

健康推進課

13
庁舎LAN無線化システム整備
事業

社会機能の維持のため、職員にお
ける感染を防ぎ、万が一職員にお
いて感染者又は濃厚接触者が確認
された場合にも、職務が遅滞なく
行えるよう、庁舎分散業務を可能
とするため庁舎LAN(LGWAN系)無線
化システムを導入する。

R3.10 ～ R4.3 11,979 11,979

【整備内容】
庁舎LAN（LGWAN系）無線システムの導入
・サーバー１式、・UPS　１台
・アクセスポイント　35台

事業所内での感染拡大防止対策に
寄与した。

管理検査課

14
タクシー事業者感染症防止対
策給付金

市民の重要な交通手段の一つであ
るタクシーの利用における安全性を
確保するため、感染対策を実施した
事業者へ給付金を交付する。

R3.10 ～ R4.3 560 560
【実績】
対象事業者　２業者
対象台数　　28台

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
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15
総合健康福祉センター（さざ
んか）感染症対策事業

総合健康福祉センターにおいて、
来館者、施設利用者及び職員の感
染対策のための備品を購入する。

R3.10 ～ R3.12 1,532 1,531

【購入内容】
消毒液18本、雑巾120枚、パーテーショ
ン102枚、空気清浄機6台、プロジェク
ター1台、スクリーン1幕

施設内を清潔に保つとともに、相
談室の空気環境の改善及び会議・
研修時の環境整備により、施設利
用者及び職員の感染症対策に寄与
した。

社会福祉課

16 - - - ～ - - - - - -

17 牧之原市事業者応援加算金

「緊急事態措置」や「まん延防止
等重点措置」適用の影響を受け、
県中小企業等応援金の交付を受け
た者に対し、市から一律5万円の
加算金を交付する。

R3.10 ～ R4.3 5,300 4,000
【交付実績】
　交付件数　該当事業者　106件

「まん延防止等重点措置」適用の
影響を受け、売り上げが減少して
いる市内の中小法人、個人事業者
の事業継続に繋げた。

商工観光課

18 小中学校空調整備事業

感染拡大防止のため市内小中学校
の職員室の空調を改修し、児童・
教職員が安全安心に過ごせる教育
環境の改善を行う。

R3.10 ～ R4.3 4,807 3,797
【感染症対策を行った施設】
小学校１校・中学校１校各職員室
（川崎小学校１、榛原中学校１）

空調機器改修整備により室内換気
などの利用環境が改善し、生徒・
教職員等の感染拡大防止に寄与し
た。

教育総務課

19 小中学校衛生用品整備事業
感染拡大防止のため、市内小中学
校へ衛生用品を整備

R3.10 ～ R4.3 2,301 2,300
施設消毒液、指手消毒液、ハンドソー
プ、ペーパータオル等の購入

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

20 子ども・子育て支援交付金
市内放課後児童クラブにおける感
染対策強化のため、感染対策用品
の購入費を支援する。

R3.10 ～ R4.3 2,401 800
【感染対策を行った施設】
市内放課後児童クラブ　16箇所

各施設における感染拡大の防止に
寄与した。

子ども子育て課

21 子ども・子育て支援交付金
ファミリーサポートセンターにお
ける感染対策強化のため、感染対
策用品の購入費を支援する。

R3.10 ～ R4.3 50 18
【感染対策を行った事業】
ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ運営事業

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ運営の継続及び
感染拡大防止に寄与した。

子ども子育て課

22 子ども・子育て支援交付金
市内保育園等における感染対策強
化のため、感染対策用品の購入費
を支援する。

R3.10 ～ R4.3 150 51
【感染対策を行った事業】
利用者支援事業

利用者支援の継続及び感染拡大防
止に寄与した。

子ども子育て課

23 感染者周辺の補完的検査事業

新型コロナウイルス感染者の急激な
増加による施設等のクラスター予防
対策のため、PCR検査等の体制を整
える。

R3.8 ～ R4.3 2,841 2,841

【検査件数】
医師会：32件　　669,900円
その他機関：329件　2,171,400円
合計：2,841,300円

施設等で陽性者が出た際に早期に
検査を実施し、感染拡大を防止す
ることができた。

健康推進課

24 修学旅行の旅程変更助成

新型コロナウイルス感染症の影響
により落ち込む航空産業を支援
し、子どもたちに学校生活の思い
出を残すため、修学旅行の旅程変
更に係る保護者の負担額を助成す
る。

R3.6 ～ R4.2 2,940 2,490

市立小学校４校が静岡空港を利用し、修
学旅行を実施。（旅程先：島根県、鹿児
島県）
参加人数　児童：83人、教職員：15人

不特定多数が乗員する新幹線など
と違い、乗員が特定されるため感
染拡大対策となった。
また、子どもたちはコロナ禍にお
いて窮屈な学校生活を過ごさなけ
ればいけなかったが、良い思い出
づくりになった。

学校教育課

25
学校保健特別対策事業費補助
金

教室等における３密対策として、
各学校へ大型ディスプレイを整備
する。

R3.12 ～ R4.3 7,179 3,589
市立小中学校10校への大型ディスプレイ
整備
65インチディスプレイ　52台

学校教育活動の着実な継続のた
め、３密を回避し複数教室で授業
を実施したり、オンライン授業を
実施したりする場合など、感染拡
大防止に寄与する。実際に体育館
に全校児童生徒が集まらなくて
も、学校集会が実施されるなど、
安全安心な学習環境の確保に寄与
した。

学校教育課

26 公立学校情報機器整備事業

牧之原市ICT教育推進構想に基づ
き、市内小中学校におけるネット
ワーク環境を整備することで、コロ
ナ禍における教育の機会を確保す
る。

R3.11 ～ R4.3 9,350 9,350

学校における学習系インターネット接続
のセキュリティ対策（回線新設における
機器購入）
市立小中学校　10校
整備数　10台

児童生徒によるインターネット接
続トラフィックが増加され既存の
回線ではネットワーク遅延やネッ
トワークダウンが発生し、コロナ
かにおけるオンライン学習に影響
が及ぼす恐れがあったが、回線を
新設しセキュリティを強化したこ
とにより、児童生徒の学びの保障
につながった。

学校教育課

27
公立学校情報機器整備事業
(牧菊学組分）

牧之原市ICT教育推進構想に基づ
き、市内小中学校におけるネット
ワーク環境を整備することで、コロ
ナ禍における教育の機会を確保す
る。

R3.11 ～ R4.3 1,430 512

学校における学習系インターネット接続
のセキュリティ対策（回線新設における
機器購入）
学校組合立小中学校　２校
整備数　２台

児童生徒によるインターネット接
続トラフィックが増加され既存の
回線ではネットワーク遅延やネッ
トワークダウンが発生し、コロナ
かにおけるオンライン学習に影響
が及ぼす恐れがあったが、回線を
新設しセキュリティを強化したこ
とにより、児童生徒の学びの保障
につながった。

学校教育課

28
学校保健特別対策事業費補助
金（牧菊学組分）

教室等における３密対策として、
各学校へ大型ディスプレイを整備
する。

R3.11 ～ R4.3 1,104 420

学校組合立小学校１校が静岡空港を利用
し、修学旅行を実施。（旅程先：鹿児島
県）
参加人数　児童：15人、教職員：３人

不特定多数が乗員する新幹線など
と違い、乗員が特定されるため感
染拡大対策となった。
また、子どもたちはコロナ禍にお
いて窮屈な学校生活を過ごさなけ
ればいけなかったが、良い思い出
づくりになった。

学校教育課

29 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。

R4.2.1 ～ 実施中 22,000 繰越 - - 健康推進課


