
総事業費
（円） うち臨時交付金

対象事業費(円)

1
感染予防対策事業
（社会体育施設）

市内社会体育施設で使用する感染防
止用品の購入       9,640,000      9,028,360         9,028,360

○感染防止備消耗品の購入
　空気清浄機・タブレット型体温計・書籍除菌機
　（9.028,360円）

社会体育施設における新型コロナウイルス感染
症拡大防止対策を行うことで、施設利用者の安
全、安心の確保を図ることができた。

2
感染予防対策事業
（小中学校）

小中学校で使用する感染防止用品の
購入       7,509,000      5,365,800         5,365,800

○感染防止備消耗品の購入
　空気清浄機等（5,365,800円）

全ての小中学校保健室に設置し、保健室におけ
る感染防止対策の徹底を図ることができた。

3
感染予防対策事業（かすみ
保健福祉センター・各種団
体）

かすみ保健福祉センターや高齢者クラ
ブ等の各種団体で使用する感染防止
用品の購入

      3,567,000      3,137,970         3,137,970
○感染防止備消耗品の購入
　空気清浄機・消毒液等（3,137,970円）

○かすみ保健福祉センター
集団接種会場の感染予防対策のため空気清浄
機の設置及び消毒液等の確保により感染予防
対策の徹底が図られ安心・安全なワクチン接種
が行われた。
〇高齢者クラブ連合会等
各単位クラブを対象にクラブ活動時における感
染症予防のためアルコール製剤・不織布マスク
等を配布し感染症予防対策を講じた。

4
感染予防対策事業
（潮来ヘルスランドさくら）

潮来ヘルスランドさくらで使用する感染
防止用品の購入          971,000        969,570           969,570

○感染防止備消耗品の購入
　空気清浄機・パーテーション等（969,570円）

入館時の感染予防対策を講じることで、施設利
用者の安心安全の確保を図ることができた。

5 コロナ対策臨時業発行事業
新型コロナ感染症等の情報に関する
臨時広報誌の発行等          550,000        550,000           550,000

○情報版臨時号の発行
・第1回（手配り）
　印刷製本費　59,400円（2,000部）
・第2回（新聞折込）
　印刷製本費　57,544円（9,325部）
　折込手数料　43,683円
・第3回（ポスティング）
　印刷製本費　99,099円（11,700部）
　封入手数料  150,480円
    郵便料　　  328,860円

広報いたこ情報版臨時号を発行することで、新
型コロナワクチン接種に関するお知らせ等を広く
市民に周知することができた。

6 避難対策事業
コロナ禍における災害時のハザード
マップ策定業務等

5,684,000 5,656,200 5,656,200 

○総合防災マップの作成
　作成委託（5,357,000円）
○災害本部用備品の購入
　電子黒板（299,200円）

ハザードマップ策定及び避難所や避難ルートが
スマホ等で確認できるシステムなどを整備し、コ
ロナ禍での避難対策を実施することが出来た。

7
コロナワクチン接種に伴う
支援事業

コロナワクチン接種における接種会場
の体制整備等      32,950,000    22,535,700       22,535,700

○高齢者の来場支援
　利用助成金（888,700円）
○感染防止の実施
　空調設備工事（16,247,000円）
○予防接種体制の確保
　予防接種協力金（5,400,000円）

高齢者のワクチン接種会場への交通手段確保
のためタクシー料金の一部助成により、ワクチン
接種が推進された。
ワクチン集団接種会場の感染予防策のための
換気機能強化が図られた。
個別接種回数に応じた協力金を支給することに
より、ワクチン接種の接種率向上が図られた。

8
休業要請支援事業
（潮来ヘルスランドさくら）

休業要請に協力いただいた指定管理
者への協力金       1,249,000      1,249,000         1,249,000

○協力金の支給
　1社（1,249,000円）

市からの要請に応じた事業者に協力金を支給
し、感染症対策の実効性を確保するとともに、事
業者への負担軽減を図ることができた。
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9
休業要請支援事業
（前川市民プール）

休業要請に協力いただいた指定管理
者への協力金          609,000        609,000           609,000

○協力金の支給
　1社（609,000円）

市からの要請に応じた指定管理者に協力金を支
給し、感染対策の実効性を確保するとともに、指
定管理者の負担軽減を図ることができた。

10
公共的空間のコロナ対策プ
ロジェクト

水郷潮来あやめ園での感染防止対策
の実施       4,385,000      3,742,663         3,742,663

○感染防止備消耗品の購入
　抗原検査キット・マスク等（2,444,663円）
○感染拡大防止策の実施
　入場口バリケード作成（1,298,000円）

水郷潮来あやめ園の感染防止対策、主に会場
入り口の集約化を実施することで管理体制が整
い、来園者及び職員・関係者等の安全・安心の
確保を図ることができた。

11
公共的空間安全・安心確保
事業（図書館）

市立図書館におけるコワーキングス
ペースの感染症対策の実施       4,220,000      4,211,321         4,211,321

○感染症対策の実施
　空調設備工事等（4,211,321円）

市立図書館におけるコワーキングスペースの感
染対策を実施することで、利用者の安全・安心
の確保と利用者増を図ることができた。

12
公共的空間安全・安心確保
事業（水郷まちかどギャラ
リー）

まちかどギャラリーにおける感染症対
策の実施          374,000        372,900           372,900

○感染症対策の実施
　トイレ改修工事（372,900円）

トイレ洋式化の改修により感染拡大防止能力の
強化が図られ、ギャラリー利用者の安全・安心を
図ることができた。

13
公共的空間安全・安心確保
事業（クラブハウス）

クラブハウスにおける感染症対策の実
施          733,000        726,000           726,000

○感染症対策の実施
　トイレ改修工事（726,000円）

トイレ洋式化の改修により感染拡大防止能力の
強化が図られ、クラブハウス利用者の安全・安
心を図ることができた。

14
公共的空間安全・安心確保
事業（潮来公民館・中央公
民館）

公民館における感染症対策の実施       1,423,000      1,422,300         1,422,300
○感染症対策の実施
　トイレ改修工事（1,422,300円）

トイレ洋式化の改修により感染拡大防止能力の
強化が図られ、公民館利用者の安全・安心を図
ることができた。

15
公共的空間安全・安心確保
事業（牛堀公民館）

公民館における感染症対策の実施      72,534,000    57,501,400       57,501,400
○感染症対策の実施
　空調設備改修工事（57,501,400円）

空調設備の改修により感染拡大防止能力の強
化が図られ、公民館利用者の安全・安心を図る
ことができた。

16
公共的空間安全・安心確保
事業（市民プール）

市民プールにおける感染症対策の実
施       1,265,000      1,265,000         1,265,000

○感染症対策の実施
　空調設備改修工事（1,265,000円）

空調設備の改修により感染拡大防止能力の強
化が図られ、市民プール利用者の安全・安心を
図ることができた。

17
公共的空間安全・安心確保
事業（小中学校）

小中学校における感染症対策の実施       3,740,000      3,717,318         3,717,318
○感染症対策の実施
　トイレ改修工事（3,717,318円）

潮来小学校、津知小学校、潮来第一中学校のト
イレ洋式化を実施し、感染症対策を図り児童生
徒が安心して利用できる環境の整備を図ること
ができた。

18
公共的空間安全・安心確保
事業（小中学校特別教育）

小中学校特別教室における感染症対
策の実施      19,228,000    19,228,000       19,228,000

○感染症対策の実施
　空調設備設置工事（19,228,000円）

延方小学校、日の出小学校、潮来第一中学校、
潮来第二中学校の特別教室空調機を整備し、
換気等の感染防止対策を図ることができた。

19
小中学校体育館無線LAN
整備事業

1人1台端末の有効活用のため、屋内
運動場へのネットワーク環境の整備       4,977,000      4,247,100         4,247,100

○感染症対策の実施
　ネットワーク整備工事（4,247,100円）

市内小中学校9校体育館への無線LANを整備す
ることで、児童生徒の学びを保障するとともに密
にならないような感染防止対策を図ることができ
た。

20
雇用の機会確保事業（総合
窓口）

コロナ禍における求職者の雇用       2,322,000      2,302,445         2,302,445
○求職者の雇用（人件費）
　1名：12ヶ月（2,302,445円）

コロナ禍における求職者を総合案内に雇用し、
来庁者が密にならないよう適切な案内をすること
で感染予防を図ることができた。

21
雇用の機会確保事業（環境
整備）

コロナ禍における求職者の雇用       7,513,000      7,197,519         7,197,519
○求職者の雇用（人件費）
　3名：12ヶ月　1名：7ヶ月（7,197,519円）

求職者を作業員として雇用することにより、委託
作業員の人材不足を補い、都市公園等の環境
整備を図ることができた。

22
オリパラ事前キャンプ感染
予防対策事業

オリンピック・パラリンピック事前合宿に
おける感染症対策の実施       3,667,000      3,642,864         3,642,864

○感染防止備消耗品の購入
　サーモグラフィ・マスク等（2,395,101円）
○感染症対策の実施
　会場設営委託等（1,247,763円）

海外選手団の事前合宿受け入れ体制の構築に
係る事業を実施し、選手団及び市民、関係者か
ら陽性者を出すことなく事業を完了することがで
きた。



23

潮来市事業所感染拡大防
止対策継続給付金・経営ア
ドバイザリー及び交通事業
者事業継続支援事業

事業所における感染症対策用品購入
費の支給および事業者の経営に関す
る相談会の実施。また、公共交通事業
者への支援

     54,270,000    50,632,866       50,632,866

○感染症対策用品費の支給
　967者（48,350,000円）
○経営相談会の実施
　専門相談員謝礼等（532,866円）
○公共交通事業者への支援
　15者（1,750,000円）

（交通事業者事業継続支援事業）
新型コロナウイルス感染症拡大により交通機関
の利用者が減少する中、市民の移動手段を確
保・維持するため、市内の交通事業者（貸切バ
ス、タクシー、運転代行）に支援金を支給し、事
業継続を支援することができた。
（事業所感染拡大防止対策継続給付金・経営ア
ドバイザリー）
事業者に協力金を支給し、長引くコロナウイルス
への継続した感染対策の実効性を確保するとと
もに、事業者の負担軽減を図ることができた。
アドバイザーによる支援事業においては、各事
業者に応じた専門家を招き、コロナ禍による経
営相談・指導を行うことが出来た。

24
事業者支援事業（潮来ヘル
スランドさくら・前川市民
プール）

休業要請に協力いただいた指定管理
者への協力金       2,594,000      2,594,000         2,594,000

○協力金の支給
　2社（2,594,000円）

市からの要請に応じた事業者に協力金を支給
し、感染症対策の実効性を確保するとともに、事
業者への負担軽減を図ることができた。

245,974,000   211,905,296  211,905,296


