
【令和２年度事業開始・令和３年度事業完了分】※決算額等については、令和２年度・令和３年度を合算

1
マイクロツーリズム促進
事業

観光・シティプロモー
ション課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための活動自粛に
より利用者等の減少した観光産業を活性化させるため、観
光協会と連携し、本市の特色であるキャンプ場の魅力発信
を行うとともに、利用助成や寄り道クーポンを発行すること
により、利用促進を図るもの

〈経費の内容〉
相模原市観光協会に対する負担金42,000千円（キャンプ場
利用料助成、魅力創出・発信事業委託、周遊冊子制作費、
モニターツアー事業委託、情報発信事業費）

R2.12.21 R4.3.28 42,000 42,000,000 42,000,000 0 0 0 0

〇「市内キャンプ場等利用料
　助成」
　・助成期間　Ｒ3.3.29～Ｒ3.6.30
　・利用助成組数　2,351組
　　　　　　　　　（65,456人）
　・利用助成額　3,547千円
　・経済効果額　46,158千円
〇「寄り道クーポンチラシの配
布」
　・クーポン利用実績　338件
〇市内キャンプ場の魅力
　磨き上げ及び情報発信
　・相模原キャンプの
　　ブランディング
　・ＰＲ動画再生数34万回
　　　　　　　　　　　　（R3.10.7～）
〇周遊冊子の発行
　・発行部数　10万部
〇モニターツアーの実施
　・参加者　20組48人
　　　　　　　　　　（R3.11.19、26）
〇各種メディアでの情報発信

コロナ禍の旅行ニーズ
に合わせ、近場や地元
に目を向けて楽しむ
「マイクロツーリズム」
やアウトドア施策を展
開することで、交流人
口・関係人口の拡大、
地域経済の活性化を
図ることができた。

2
保健衛生メール（防災
メール）構築事業

緊急対策課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症に係る各種情報を配信可能な
メールサービスを構築するとともに、市公式ＬＩＮＥアカウン
トなどと連携させることで、重症化リスクの高い高齢者を含
めた市民に対して、プッシュ型で広く周知を可能にするもの

〈経費の内容〉
・メール配信システム構築業務委託費用
・メール連携システム改修業務費用

R2.12.1 R3.9.30 12,268 10,329,000 10,329,000 0 0 0 0

・メール配信登録者数122,161人
　　　　　　　　　（R4.3.31時点）
・メール配信件数14件
　　　　　　　　　（R3.9.1～R4.3.31）

効果的な周知が可能
になった結果、3回目の
ワクチン接種率が、相
模原市は全国の政令
指定都市内で2番目に
なった。
（R4.3.31時点）

3
相模原南メディカルセン
ター感染症対策改修事業

医療政策課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症などへの罹患可能性のある発
熱患者とその他の患者を分離して診察できるよう、発熱患
者専用の待合室・診察室の設置、空調設備の改修などを
行い、院内における感染リスクの軽減を図るもの

〈経費の内容〉
改修工事に係る工事実施設計業務委託料（7,140千円）及
び建築・機械設備・電気設備工事費（143,535千円）、既存
設備の撤去・移転に係る経費（2,970千円）、感染症対策エ
リアの運用に係る消耗品・備品の購入費（4,771千円）

R3.1.1 R4.3.31 175,826 158,415,449 158,415,449 0 0 0 0

相模原南メディカルセンターに、
発熱患者専用の待合室、診察室
（2室）、受付、経過観察室、処置
室、トイレ（男女）、みんなのトイレ
を増設した。また、換気量を増や
すため、空調設備を整備した。
(供用開始日：令和4年4月25日）

発熱患者を一般患者を
明確に区別し、受付か
ら診察、会計まで一貫
して行えるようになった
ことで、院内における
感染リスクの軽減し、
より安心して受診でき
るようになった。
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4
道路情報管理システム業
務委託（道路台帳のWeb
公開等）

路政課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症対策として、行政情報の電子
化・オープンデータ化を促進し、非対面・非接触型のサービ
スを提供するため、道路図面を電子化するとともに、イン
ターネットで公開するためのシステムなどを構築するもの

〈経費の内容〉
システム構築及び図面の電子化に要する経費（委託料、
備品購入費）

R3.3.3 R4.3.9 185,827 172,399,183 172,399,183 0 0 0 0

インターネットによる道路台帳等
の閲覧システムの導入により、
来庁の手間や移動に要する時間
を削減し、新型コロナウイルス感
染拡大防止対策に寄与してい
る。
・Web公開サイト「さがみはら地図
情報」（R4.3.15運用開始）
https://sagamihara.geocloud.jp
・道路台帳等閲覧・印刷システム
「SRIMSタッチパネルシステム」
各土木事務所等窓口に全9台を
設置

公開サイト閲覧数
4月　79,126件
5月　75,549件

来庁機会の減少や窓
口での接触時間の短
縮による感染リスク低
減など、効果的な新型
コロナウイルス感染拡
大防止体制を整えるこ
とができた。

5
道路占用許可事務費（オ
ンラインによる道路占用
許可申請等）

路政課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症対策として、行政情報の電子
化・オープンデータ化を促進し、非対面・非接触型のサービ
スを提供するため、道路占用許可に係る申請を電子化す
るためのシステムを構築するもの

〈経費の内容〉
システム構築に要する経費（委託料、備品購入費）

R3.3.3 R4.3.18 19,327 18,194,110 18,194,110 0 0 0 0

電子申請により受け付けた申請
情報を処理できるよう道路占用
管理システムを開発したことで、
電子申請の手続が開始され次
第、新型コロナウイルス感染拡
大防止対策に寄与することが見
込まれる。

来庁機会の減少や窓
口での接触時間の短
縮による感染リスク低
減など、効果的な新型
コロナウイルス感染拡
大防止に向け、準備体
制を整えることができ
た。

6
道路維持管理費
（オンラインによる特殊車
両の通行許可申請）

路政課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症対策として、行政情報の電子
化・オープンデータ化を促進し、非対面・非接触型のサービ
スを提供するため、特殊車両通行許可に対応した道路情
報のデータベースを整備し、インターネット申請の促進を図
るもの

〈経費の内容〉
特殊車両通行許可に係る道路情報のデータ作成に要する
経費（委託料）

R3.3.16 R3.9.22 7,436 6,905,800 6,905,800 0 0 0 0

特殊車両通行許可に係る道路情
報のデータを作成し、Ｒ4.4.1から
データ作成箇所の自動審査を可
能としたことで、データ作成箇所
に係る窓口での手続きが不要と
なり、新型コロナウイルス感染拡
大防止対策に寄与している。

来庁機会の減少や窓
口での接触時間の短
縮による感染リスク低
減など、効果的な新型
コロナウイルス感染拡
大防止体制を整えるこ
とができた。

7 市営住宅空家修繕 市営住宅課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症の長期化の影響による住居確
保困窮者に対し市営住宅の入居ニーズに備えるとともに、
建設業界の受注機会の増加により、雇用促進や市内経済
の活性化を図るため、一時提供用住戸及び臨時募集用住
戸の空き家修繕を行うもの

〈経費の内容〉
・一時提供用住戸修繕（10戸）
・臨時募集用住戸修繕（34戸）

R3.1.20 R3.6.30 106,000 102,438,882 102,438,882 0 0 0 0

・新型コロナウイルス感染症の拡
大に伴う解雇等により住居の確
保が困難になった方へ市営住宅
の一時提供を行った(入居戸数4
戸)。
・新型コロナウイルス対策臨時募
集を行った(入居戸数9戸)
・臨時募集で申込がなかった住
宅について常時募集を行った(入
居戸数9戸)

新型コロナウイルス感
染症の拡大の影響を
受け、住居の確保が困
難になった方へ市営住
宅の提供を行った。
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8
中山間地域における新た
なライフスタイル・ビジネ
ススタイル推進事業

緑区役所地域振興課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症対策として、新しい日常に対応
したライフスタイル・ビジネススタイルの実現を図るため、
藤野総合事務所会議室棟の修繕による（仮称）テレワーク
センターの実証環境整備、都心に近接する中山間地域とし
ての将来像等の検討調査を行うとともに、効果検証を含め
た実証運営を踏まえ、中山間地域の魅力を活かした豊か
な暮らし方、働き方の取組を推進するもの

〈経費の内容〉
・委託費（調査・実証運営経費）：26,565千円
・修繕料等（センター実証環境整備経費）：32,279千円

R2.12.25 R4.3.31 59,157 58,843,373 58,843,373 0 0 0 0

・テレワークセンター改修
　藤野総合事務所会議室棟2階
及び3階（約140㎡/階）の改修を
令和3年6月まで行い、令和3年7
月から令和4年3月まで実証運営
を実施

・テレワークセンター
　新規利用登録者数460人
　延利用者数2,011人
　　　　　　　　　　　　（約9.3人/日）
　イベント11回開催延327名参加
・利用者を中心としたプロジェクト
を5件組成

中山間地域における多
様な働き方を支え、交
流促進を図るためにテ
レワークセンターを整
備し、460人以上の利
用を支えることができ
た。

9
複合災害対策（屋内運動
場避難所空調設備整備）
事業

危機管理課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、災害時
における避難生活の３密対策として分散避難を促すため
に、避難所等として指定している学校体育館へ空調設備を
整備するもの

〈事業の内容〉
空調設備設置工事費

R3.3.29 R3.10.7 240,000 218,267,500 218,267,500 0 0 0 0

・避難所等として指定している
　学校体育館
　（旭小、中野中、田名小、
　大野北中、鶴園小、相陽中）へ
　空調設備を設置。

空調設備が整った公民
館だけではなく、大人
数を収容可能な学校
の避難所等に空調を
設置したことにより分
散避難が図られる。

10
子育て支援対策臨時特
例交付金
（不妊特定治療支援）

こども家庭課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で度重なる緊急事
態宣言やまん延防止等重点措置適用による経済活動停
滞によって、従来よりも増した不妊治療患者の経済的負担
の軽減を図るもの

〈経費の内容〉
・特定不妊治療を受けた夫婦又は事実婚関係者への助成
　（記載金額は助成上限額、上限は治療内容等により異な
る）
　R2.1～3月治療終了分：300,000円／人、150,000円／人、
　　　　　　　　　　　　　　　100,000円／人、25,000円／人
　R3年度治療終了分：300,000円／人、100,000円／人
・通知発送等にかかる郵便料、事務費

R3.1.1 R4.3.31 421,404 329,091,629 164,546,629 0 164,545,000 0 0

【特定不妊治療費に対する助成】
・R2.1～3月治療終了分
　130件　　16,765,499円
・R3年度治療終了分
　1,344件　312,122,739円

【その他】
・決定通知書等の発送にかかる
　郵便料
・事務消耗品費（封筒）

特定不妊治療を受けて
いる夫婦等の治療費
に対し助成を行ったこ
とで、コロナ禍での度
重なる経済活動の停
滞に伴う収入減などに
よって、治療計画に支
障が生じないよう支援
することができた。

1,269,245 1,116,884,926 952,339,926 0 164,545,000 0 0合計



【令和３年度事業開始・事業完了分】

1
新型コロナ暮らし・経済支
援ダイヤル業務

政策課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症に関連した市民生活に関する
困りごとや、経済支援対策に関する相談などに対応する
コールセンターを運営するもの

〈経費の内容〉
コールセンター運営に要する経費（委託料、会場使用料
等）

R3.4.1 R4.3.31 33,838 33,826,850 33,826,850 0 0 0 0
・総受付件数：23,026件
（1日平均　約95件）

国、県、市が実施する
新型コロナウイルス感
染症関連の経済対策
や各種支援策等につ
いて支援を必要とする
市民に対して、各種施
策の適切な案内を行う
ことができた。

2
事前キャンプ受入感染拡
大防止対策

観光・シティプロモー
ション課

〈事業の内容〉
東京２０２０大会に出場する外国選手団の事前キャンプの
受入にあたり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防
ぐために必要な措置を講じることで、選手団と市民の双方
が安心・安全となる環境を整備するもの

〈経費の内容〉
消毒液等消耗品費、バス運行等委託料（動線分離等を含
む）、交流事業実施委託料、事前キャンプ受入施設会場使
用料、車両使用料

R3.5.1 R3.8.31 5,582 5,581,307 5,581,307 0 0 0 0

・ブラジル選手団（競泳・女子バ
レーボール・カヌースプリント）及
びカナダ代表ボートチームの事
前キャンプを受入

・受入に係る消毒液等消耗品費
を購入したほか、動線分離等を
含むバス運行等を実施した。

新型コロナウイルス感
染症対策を実施して事
前キャンプを受入れた
ことで、選手たちの東
京２０２０大会での好成
績に資することができ
た。

3 本庁舎消毒作業委託 管財課

〈事業の内容〉
本庁舎における新型コロナウイルス感染症対策として、各
課窓口に設置しているカウンターテーブルや椅子の除菌
作業を平日の夜間に行うもの

〈経費の内容〉
除菌を行うための資材及び作業に係る経費

R3.4.1 R4.3.31 4,006 4,005,401 4,005,401 0 0 0 0

・除菌作業日数：243日

・市役所本庁舎の来庁者数：
　255,224名(Ｒ3.4.1～Ｒ4.3.31)

来庁者の感染リスクの
低減など、効果的な新
型コロナウイルス感染
拡大防止策を図ること
ができた。

4
新型コロナウイルス感染
症対策物品購入事業
（避難所）

危機管理課

〈事業の内容〉
避難所や風水害時避難場所等を開設する際に、新型コロ
ナウイルス感染症対策として必要な物品（ハンドソープ、ポ
リエチレン手袋、防護服、手指消毒液、物置等）を整備する
もの

〈経費の内容〉
感染症対策物資購入費（ハンドソープ、ポリエチレン手袋、
防護服、手指消毒液、物置等）

R3.4.12 R4.3.18 5,909 5,642,542 5,642,542 0 0 0 0

・新型コロナウイルス感染症拡大
防止対策物品（ハンドソープ、ポ
リエチレン手袋、防護服、手指消
毒液、物置等）を購入した。

本事業により、避難所
や風水害時避難場所
等の開設時に備えた
感染症対策物品を整
備することができた。

5 入院協力等事業補助金 感染症対策課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症にり患した者等が、市内医療機
関に入院し、適切な治療が受けられるようにするため、医
療機関の運営に必要な経費の一部を補助するもの

〈経費の内容〉
感染症患者等の入院受入人数に応じて補助を行う。
①疑い患者：4万円/日（Ｒ4.1.1から9,500円）
②陽性患者(重症者)：20万円/日
③陽性患者(重症者以外)：14万円/日

R3.4.1 R4.3.31 501,691 423,031,500 423,031,500 0 0 0 0
・医療機関数：24機関
・補助金総額：423,032千円
・延べ入院患者数：7,415人

新型コロナウイルス感
染症患者等の入院受
入れ及び患者等への
治療など、市民の生
命、健康を守るために
必要な医療体制の拡
充に向け、支援を行う
ことができた。

事業の概要
〈事業の内容〉
〈経費の内容〉

事業開始
年月日

事業完了
年月日

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事業　実施状況及び効果検証シート

Ｎｏ 交付対象事業の名称
所管課

（令和４年度）

予算額又は
実施計画事

業費
（千円）

決算額
（実績額）

（円）
【実施状況、実績】 【事業効果】

地方創生臨時
交付金充当額

（円）

国庫支出金
（円）

県支出金
（円）

その他
（円）

一般財
源

（円）



事業の概要
〈事業の内容〉
〈経費の内容〉

事業開始
年月日

事業完了
年月日

Ｎｏ 交付対象事業の名称
所管課

（令和４年度）

予算額又は
実施計画事

業費
（千円）

決算額
（実績額）

（円）
【実施状況、実績】 【事業効果】

地方創生臨時
交付金充当額

（円）

国庫支出金
（円）

県支出金
（円）

その他
（円）

一般財
源

（円）

6
PCR検査審査支払手数
料

感染症対策課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、疑似症患者
等に対する行政検査を行うにあたり、検査費の審査支払
について、社会保険診療報酬支払基金及び神奈川県国民
健康保険団体連合会へ委託するもの

〈経費の内容〉
新型コロナ感染症の検査費に係る審査支払手数料

R3.4.1 R4.3.31 7,872 9,270,245 9,270,245 0 0 0 0

【PCR検査費審査支払実績】
・社会保険診療報酬支払基金：
　70,177件
・神奈川県国民健康保険団体
　連合会：48,609件

ＰＣＲ検査等の検査に
ついて、医療機関と委
託契約を締結し、検査
費を公費負担した。

7
中小企業融資制度利子
補給金

産業支援課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症の影響をうけた市内中小企業
者の資金繰りを支援するため、市融資制度「災害等対策特
別資金」の利用者に対して利子補給を実施し、利用者の負
担軽減を図るもの

〈経費の内容〉
令和2年5月から令和4年3月までの融資実行分の令和3年
4月から令和4年3月までの支払利子を対象に補助
　・利子補給率
　　令和2年度融資実行分　0.9%
　　令和3年度融資実行分　1.7%

R3.4.1 R4.3.31 28,252 32,705,592 32,705,592 0 0 0 0
・融資対象数　580件
・融資総額　4,206,619千円
・利子補給額　32,706千円

中小企業者の低利で
の資金繰りを支援する
ことができた。

8
野外体験教室感染防止
対策

ふるさと自然体験教室

〈事業の内容〉
体験活動のためにふじの体験の森やませみを利用する小
中学校の児童生徒等に対する新型コロナウイルス感染症
対策のために必要な物品を購入するもの

〈経費の内容〉
感染防止対策物品購入経費（消毒液、サーキュレータ、
フェイスシールド等）

R3.4.19 R3.12.24 303 298,383 298,383 0 0 0 0

新型コロナウイルス感染症拡大
防止対策用消耗品（アルコール
消毒液、酸素濃度測定器、サン
シェード、サーキュレータ、フェイ
スシールド等）を購入した。

【令和3年度利用実績】
・利用団体数　87団体
・利用人数　4,750人

アルコール消毒液等、
新型コロナウイルス感
染症対策に必要な消
耗品を購入し活用した
ことで、当施設を利用
する小中学校の児童
等に対して効果的な感
染防止対策等を図るこ
とができた。

9
社会教育施設感染防止
対策

生涯学習課

〈事業の内容〉
市が直接管理する社会教育施設（公民館、図書館、博物
館、生涯学習センター等）の利用再開に伴い、各施設にお
ける新型コロナウイルス感染症対策に必要となる物品等を
購入するもの

〈経費の内容〉
・手指消毒液、掃除用洗剤等
　公民館27館、生涯学習センター、津久井生涯学習セン
ター、市立図書館、相模大野図書館、相武台分館、橋本図
書館、博物館、生涯学習課

・飛沫防止パーテーション
　市立図書館、相模大野図書館、橋本図書館

・使い捨て手袋、ペーパータオル
　希望する施設に配布

R3.4.8 R4.3.8 2,468 2,360,427 2,360,427 0 0 0 0

衛生用物品等（消毒液、飛沫防
止パーテーション、使い捨て手袋
Mサイズ、ペーパータオル）を購
入

公民館外、各施設に消
毒液や飛沫防止パー
テーションををはじめと
する感染症対策物品を
整備することで安心し
て施設を利用できる体
制を整えることができ
た。



事業の概要
〈事業の内容〉
〈経費の内容〉

事業開始
年月日

事業完了
年月日

Ｎｏ 交付対象事業の名称
所管課

（令和４年度）

予算額又は
実施計画事

業費
（千円）

決算額
（実績額）

（円）
【実施状況、実績】 【事業効果】

地方創生臨時
交付金充当額

（円）

国庫支出金
（円）

県支出金
（円）

その他
（円）

一般財
源

（円）

10
スポーツイベント実施の
ための感染防止体制整
備

スポーツ推進課

〈事業の内容〉
市が主催するスポーツイベントについて、公益財団法人日
本スポーツ協会・日本障がい者スポーツ協会が示す「ス
ポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」
を踏まえ、新型コロナウイルス感染症防止策を適切に図り
ながら実施するため、必要な対策を講じるもの

〈経費の内容〉
市民選手権大会、相模原駅伝競走大会、総合型スポーツ
クラブPR事業に係るアルコール消毒液、マスク用ビニール
袋等の購入

R3.4.1 R4.3.31 1,297 874,601 874,601 0 0 0 0

【対象事業・経費】
・市民選手権大会：824千円
・相模原駅伝競走大会：24千円
・総合型スポーツクラブPR事業：
　　　　　　　　　　　　　　27千円

【購入物品】
アルコール消毒液、マスク用ビ
ニール袋等

各イベントにおいて、
「スポーツイベントの再
開に向けた感染拡大
予防ガイドライン」に基
づき、新型コロナウイ
ルス感染防止策を適
切に図りながら実施す
ることができた。

11
新型コロナウイルス感染
症対策施策立案等支援
事業

政策課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症感染拡大のため、市内主要駅
等の時間別混雑状況を把握し、公表することで、新しい生
活様式の実践を支援するもの

〈経費の内容〉
データ使用料

R3.5.1 R4.3.31 2,420 2,420,000 2,420,000 0 0 0 0
市内主要駅等の時間別混雑状
況を把握し、市ホームページにて
公表した。

市内主要駅等の時間
別混雑状況を把握し、
公表することで、市民
の新しい生活様式の効
果的な実践を支援する
ことができた。

12
指定管理者制度導入施
設における管理維持体制
持続化支援事業

経営監理課

〈事業の内容〉
指定管理者制度導入施設について、施設を適切に管理、
運営するとともに、業種別ガイドライン等に基づく新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大防止対策を講じるための経
費を補助するもの

〈経費の内容〉
指定管理者への協力金、補助金
①協力金
施設休止等に対する収入の減収割合に基づく一律給付
②補助金
上限額を設定し、指定管理者が実施する新型コロナウイル
ス感染症対策事業に対して補助

R3.4.1 R4.3.31 635,860 570,139,397 570,139,397 0 0 0 0

①協力金
　509,750千円（48施設）
②補助金
　60,390千円（54施設）

新型コロナウイルス感
染症の感染拡大防止
のため、施設の利用制
限等、管理運営状況の
変更を余儀なくされる
中においても、公共施
設のサービス維持、施
設の円滑な管理運営、
利用者の安全・安心の
確保を図ることができ
た。

13
行政手続検索サービス
の導入

DX推進課

〈事業の内容〉
ライフイベントごとに必要な行政手続を質問形式で検索し、
必要な手続の電子申請ページ又は説明ページへ簡単にア
クセスすることが出来る検索サービスを導入することで、新
型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るとともに、市民
の利便性向上、窓口業務の効率化及び電子申請の推進
等を行い、「新しい生活様式」を踏まえた自治体DXの推進
を図るもの

〈経費の内容〉
クラウドサービス利用料

R3.5.31 R4.3.31 5,500 5,500,000 5,500,000 0 0 0 0

・令和3年11月に「わたしの手続
　案内」をリリース
・対象のライブイベント：引っ越し
　（転入・転居・転出）結婚・出生・
　離婚・死亡
・R3.11.30～R4.3.31の
　アクセス数：11,501ユーザー

ライフイベントごとに必
要な行政手続を質問
形式で検索できるよう
になり、市民の利便性
向上、窓口業務の効率
化及び電子申請の推
進等が図られた。

14
防災ガイドブック作成配
布事業

危機管理課

〈事業の内容〉
災害時における新型コロナウイルス感染症対策の普及啓
発として、分散避難の考え方や避難場所等における衛生
対策のほか、災害対策基本法の改正された避難情報に関
する内容を周知するため防災ガイドブックを作成し、全戸
配布を行うもの

〈経費の内容〉
・作成委託料
・配布委託料

R3.4.27 R3.12.22 50,436 50,435,870 50,435,870 0 0 0 0
・作成部数（点字版・録音版
　含む）：約38万部
・全戸配布部数：約35万件

分散避難の考え方や
避難場所等における衛
生対策について普及
啓発し、防災意識の向
上を図ることができた。



事業の概要
〈事業の内容〉
〈経費の内容〉

事業開始
年月日

事業完了
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県支出金
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その他
（円）

一般財
源

（円）

15
文化芸術リモート活動促
進事業

文化振興課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、新しい生活
様式に即した文化芸術活動として動画による発表を実施
し、視聴者の関心を継続させることにより、コロナ禍終了後
の活動に弾みを付けるとともに、市民の文化芸術活動に対
する活力を高め、市民文化の一層の振興を図るもの

〈経費の内容〉
・各団体への補助金
　（補助率 100％、但し１件当たり上限30万円）
・審査員への報酬

R3.5.17 R4.3.31 15,608 15,410,400 15,410,400 0 0 0 0

・補助金交付件数：61件
・補助総額：15,360千円
・動画再生回数：22,244回
（R3.9.29より順次動画を掲載し
た）

本制度を活用すること
により、市民団体が新
しい生活様式に即した
文化芸術発表の機会
を創出することに繋
がった。
また、作成した動画は
市ＨＰを通じて多数の
方に視聴していただ
き、気軽に文化芸術活
動を鑑賞する機会を増
加させることができた。

16
帰国者・接触者外来支援
事業

感染症対策課

〈事業の内容〉
市の依頼により、新型コロナウイルス感染症にり患した者
又はり患が疑われる者の診察・検査を行うため帰国者・接
触者外来を運営する医療機関に対し補助を行うもの

〈経費の内容〉
帰国者・接触者外来の運営費等の補助
・診療、検査を実施した場合　11,870円/件
・メディカルチェックを実施した場合　23,740円/件

R3.4.1 R4.3.31 44,300 30,281,730 30,281,730 0 0 0 0

・医療機関数：帰国者・接触者
　外来運営医療機関4病院
・総額：30,282千円
　利用者総数：1,953人

新型コロナウイルス感
染症にり患した者又は
り患が疑われる者につ
いて、帰国者・接触者
外来として、各種検
査、診察により、病床
ひっ迫にも配慮した適
切な治療、療養へとつ
なぐための支援をする
ことができた。

17
旧北里大学東病院への
医師派遣支援

感染症対策課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症患者の受入れのため臨時に開
設した旧北里大学東病院における当直医の確保のため、
当直医を派遣する派遣元医療機関に対し補助するもの

〈経費の内容〉
医師派遣元の医療機関への補助金
・土日祝日での日勤医師を派遣した場合　5万円/日
・夜勤勤務医師を派遣した場合　10万円/日

R3.4.1 R4.3.31 34,350 24,950,000 24,950,000 0 0 0 0

・派遣元医療機関数：10機関
・派遣実績(日数)：
　　日勤17日、夜勤241日
・補助総額：24,950千円

当直医を派遣する派遣
元医療機関の医療体
制を支援するとともに、
新型コロナウイルス感
染症患者受入医療機
関の体制を確保するこ
とができた。

18
下り搬送受入協力医療
機関支援

感染症対策課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症病床の回転率を上げるため重
症患者、中等症患者等の回復後、引き続き合併症等で入
院加療が必要な患者や、高齢者でリハビリ等を目的に入
院継続が必要な患者の転院を受け入れる医療機関を補助
するもの

〈経費の内容〉
回復期にある患者の転院を受入た場合　5万円/人

R3.4.1 R4.3.31 4,200 3,550,000 3,550,000 0 0 0 0
・医療機関数：8機関
・転院受入人数：71人
・補助総額：3,550千円

新型コロナウイルス感
染症病床の回転率を
上げるため、回復期に
ある患者の転院を受け
入れる医療機関に対し
て支援することができ
た。

19 転院等搬送業務委託 感染症対策課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症が陰性化したものの引き続き入
院管理が必要な患者の転院等に際し、搬送業務を委託し
速やかに搬送することで、新型コロナウイルス感染症患者
用の病床及び市の救急搬送機能を確保するもの

〈経費の内容〉
陰性化入院患者の転院等搬送業務委託料

R3.4.1 R4.3.31 3,960 131,610 131,610 0 0 0 0
・転院搬送件数：11件
・委託料：132千円

新型コロナウイルス感
染症が陰性化したもの
の引き続き入院管理が
必要な患者の転院等
に際し、速やかに搬送
することで、新型コロナ
ウイルス感染症患者用
の病床及び市の救急
搬送機能を確保するこ
とを目的とし、搬送業
務を支援することがで
きた。



事業の概要
〈事業の内容〉
〈経費の内容〉
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（円）
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20
妊婦特別給付金支給事
業

こども家庭課

〈事業の内容〉
コロナ禍において、不安を抱えながら生活している妊婦が
安心して出産するために必要な費用を支援するもの

〈経費の内容〉
妊婦への給付金（3万円／人）、事務費等

R3.4.1 R4.3.31 131,850 120,216,468 120,216,468 0 0 0 0

・給付申請書受付期間
　　　　　　　　R3.4.23～R4.1.31
・給付者数：3,920人
・給付総額：117,600千円

感染症対策のために
必要な物品の購入や、
健診等への移動の際
のタクシー利用等、妊
婦それぞれの状況に
合わせ活用いただくこ
とで、不安の軽減を図
り、安心して出産できる
よう支援することができ
た。

21
児童厚生施設等環境整
備事業（手洗い場の自動
水栓化）

こども・若者支援課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として、手洗
いによる接触感染を防止するため、児童厚生施設等（児童
館、児童クラブ、こどもセンター）の手洗い場の自動水栓化
を実施するもの

〈経費の内容〉
自動水栓化費用

R3.4.1 R3.11.2 4,806 4,760,250 4,760,250 0 0 0 0

・改修箇所数：140箇所
・対象施設数：72施設
（こどもセンター23施設、児童
　クラブ28施設、児童館21施設）

児童等が利用する児
童厚生施設等におい
て手洗いによる感染リ
スクの低減を目的に、
非接触型となる手洗い
場の自動水栓化を実
施した。

22
保育所等環境整備事業
（手洗い場の自動水栓
化）

保育課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として、手洗
いによる接触感染を防止するため、公立保育所等の手洗
い場の自動水栓化を実施するもの

〈経費の内容〉
自動水栓化費用

R3.6.4 R3.12.6 3,132 3,131,700 3,131,700 0 0 0 0

・改修箇所数：119箇所
・対象施設数：24施設
（市内公立保育所23施設、
　市内公立認定こども園1施設）

手洗い場の自動水栓
化により、接触感染リ
スクの低減など、新型
コロナウイルス感染症
拡大防止策を図ること
ができた。

23
幼稚園環境整備事業（手
洗い場の自動水栓化）

保育課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として、手洗
いによる接触感染を防止するため、公立幼稚園の手洗い
場の自動水栓化を実施するもの

〈経費の内容〉
自動水栓化費用

R3.6.4 R3.12.6 195 194,700 194,700 0 0 0 0

・改修箇所数：7箇所
・対象施設数：2施設
（市内公立幼稚園2施設）

手洗い場の自動水栓
化により、接触感染リ
スクの低減など、新型
コロナウイルス感染症
拡大防止策を図ること
ができた。

24
児童相談所環境整備事
業（手洗い場の自動水栓
化）

児童相談所総務課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として、手洗
いによる接触感染を防止するため、児童相談所一時保護
所の手洗い場の自動水栓化を実施するもの

〈経費の内容〉
自動水栓化費用

R3.9.1 R3.9.30 1,375 1,375,000 1,375,000 0 0 0 0
・改修箇所数：11箇所
・対象施設数：1施設
（児童相談所一時保護所）

児童相談所一時保護
所において、新型コロ
ナウイルスの接触感染
を予防するために手洗
い場の自動水栓化を
実施したことで、児童
等が安心・安全に生活
できる環境を整えるこ
とができた。

25
社会福祉施設等環境整
備事業（手洗い場の自動
水栓化）

陽光園

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として、手洗
いによる接触感染を防止するため、療育センター陽光園の
手洗い場の自動水栓化を実施するもの

〈経費の内容〉
自動水栓化費用

R3.9.27 R3.11.15 794 793,705 793,705 0 0 0 0
・改修箇所数：12箇所
・対象施設数：1施設
（療育センター陽光園）

手洗い時の接触リスク
低減など、効果的な新
型コロナウイルス感染
拡大防止策を図ること
ができた。



事業の概要
〈事業の内容〉
〈経費の内容〉

事業開始
年月日

事業完了
年月日

Ｎｏ 交付対象事業の名称
所管課

（令和４年度）

予算額又は
実施計画事

業費
（千円）

決算額
（実績額）

（円）
【実施状況、実績】 【事業効果】

地方創生臨時
交付金充当額

（円）

国庫支出金
（円）

県支出金
（円）

その他
（円）

一般財
源

（円）

26
乳幼児健康診査事業感
染対策用経費

緑子育て支援センター
中央子育て支援セン

ター
南子育て支援センター

〈事業の内容〉
乳幼児健康診査の事業継続に向け、長期間にわたり新型
コロナウイルス感染症対策を講じていく必要があることを
見据え、衛生用品や感染防止のための備品の整備により
安心・安全な検査環境の整備を図るもの

〈経費の内容〉
衛生用物品等の購入（手指消毒用アルコール、グローブ、
ペーパータオル、環境消毒用アルコール等）

R3.4.1 R4.3.31 1,504 1,453,489 1,453,489 0 0 0 0

新型コロナウイルス感染症拡大
防止対策物品（消毒用アルコー
ルウェットシート、ペーパータオ
ル、サーキュレーター、非接触体
温計、パーテーション、フロアマッ
ト等）を購入した。

衛生用品の購入や備
品の整備により、感染
対策を講じた健診会場
を設営することができ
た。

27 事業継続応援補助金 産業・雇用対策課

〈事業の内容〉
市内中小企業者が新型コロナウイルス感染症の感染・蔓
延防止と事業継続を両立させるため、ポストコロナを踏ま
えた設備の導入の取組みを支援した。また、工事や物品等
の購入を受注する市内事業者の受注機会を創出すること
で、市内経済の活性化を図る

〈経費の内容〉
・対象市内事業者への補助金
　（補助率3/4以内、補助上限額20万円）、
・事務に要する経費等

R3.4.22 R4.3.31 98,172 95,640,670 95,640,670 0 0 0 0

・交付件数：596件
・交付金額：90,831千円
・主な申請内容：
　換気機能付エアコン設置工事、
タッチレス水栓機器への交換工
事、自動開閉式便器への交換工
事、空気清浄機の購入、テレ
ワークやウェブ会議用パソコン・
タブレットの購入　等

・空気清浄機の購入や
自動水栓機器の設置
など、接客など人との
対面を伴う店舗や事業
所における感染対策の
強化や、パソコンやカメ
ラの購入など、テレ
ワークやウェブ会議の
実施による感染予防を
図りながら、事業を継
続するための取組の推
進について支援でき
た。

・物品購入や工事施工
を市内事業者に限定し
たことで、市内におけ
る消費喚起につなげる
ことができ、市内経済
の活性化につながっ
た。

28
オンライン営業ツール等
作成支援補助金

産業・雇用対策課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症の影響により、顧客訪問や展
示会出展等、従来の対面式の営業活動に制限が生じてい
るとともに、オンラインでの実施が主流となっているため、
市内中小企業者の、非対面で行う販路拡大や販売促進等
の取組みを支援するもの

〈経費の内容〉
対象市内事業者への補助金
（補助率3/4以内、補助上限額20万円）

R3.4.22 R4.3.31 18,529 18,217,000 18,217,000 0 0 0 0

・交付件数：98件
・交付金額：18,217千円
・主な申請内容：
　自社ホームページの作成・改
修、　インターネット販売システム
の構築、デジタルパンフレットの
作成

・小売業を中心に建設
業、製造業、飲食業な
ど、様々な業種で制度
が利用され、業種にと
らわれず幅広い支援を
実施することができた。

・会社や店舗のホーム
ページの新規作成や
改修のほか営業内容
や自社製品の紹介す
る動画の作成、オンラ
インでの商品販売を行
うＥＣサイトの構築な
ど、非対面による営業
活動の取組を支援でき
た。



事業の概要
〈事業の内容〉
〈経費の内容〉

事業開始
年月日

事業完了
年月日

Ｎｏ 交付対象事業の名称
所管課

（令和４年度）

予算額又は
実施計画事

業費
（千円）

決算額
（実績額）

（円）
【実施状況、実績】 【事業効果】

地方創生臨時
交付金充当額

（円）

国庫支出金
（円）

県支出金
（円）

その他
（円）

一般財
源

（円）

29
ロボット・AI・IoT活用DX化
促進支援補助金

産業・雇用対策課

〈事業の内容〉
市内事業者がロボットやＡＩ、ＩｏＴを活用して進める自動化
や非接触化の取組を支援することで、新型コロナウイルス
感染症の拡大防止とあわせ、市内産業の持続的な発展や
強固な産業集積基盤の形成を図るとともに、市内企業の
将来的なＤＸ化の契機とする。また、補助事業の発注先を
市内企業とすることで、地域経済の活性化を図るもの

〈経費の内容〉
・対象市内事業者への補助金
　補助率：〔中小企業〕2/3以内、〔大企業〕1/2以内
　補助上限額：1,000万円
・事務作業委託費用

R3.4.22 R4.3.31 51,618 51,415,000 51,415,000 0 0 0 0

・採択件数：5件
・交付金額：45,915千円
・補助事業のテーマ：
　目視検査のＡＩ活用、稼働状況
監視システム導入によるエネル
ギーマネジメントの自動化・省力
化、ハニカム構造材の効率的生
産方法の確立、ＡＩ・ＩｏＴを活用し
た溶接条件管理システム、植物
工場における育成ロボットの搬
送とトレーサビリティの自動化

・補助制度を活用した
事業者については、ロ
ボットやＡＩ，ＩｏＴを活用
した自動化や非接触化
を支援することができ、
ＤＸ化の推進に寄与す
ることができた。

・今回の補助制度を利
用できなかった事業者
に対しても、フォーラム
を開催することでＤＸ化
の必要性や取組の事
例を知っていただくこと
でき、ＤＸ化に向けた意
識向上にも一定の成
果はあったと考える。

・補助事業の発注先を
市内事業者に限定した
ことで、市内経済の活
性化につながった。

30
新型コロナウイルス経済
対策事業（消費喚起協力
金）

産業支援課

〈事業の内容〉
消費拡大を喚起し、経済を活性化するため、対象店舗等に
おいて1万円以上消費した市民に対し、１人2千円を消費喚
起協力金として支給（キャッシュバック）するもの

〈経費の内容〉
対象店舗利用市民への協力金

R3.4.23 R4.3.31 296,764 289,238,356 289,234,787 0 0 3,569 0
・給付件数：111,945件
・給付総額：223,890千円

給付対象者の消費総
額が16億円を超えるな
ど、市内経済の活性化
に資することができた。

31
中小企業研究開発補助
金

産業支援課

〈事業の内容〉
市内中小企業者等が行う新型コロナウイルス感染症拡大
防止対策に資する製品や技術の研究開発に要する経費
の一部を補助するもの

〈経費の内容〉
・研究開発を実施する事業者への補助金
　補助率3/4・上限300万円
・外部専門家謝礼

R3.4.1 R4.3.10 4,608 4,608,000 4,608,000 0 0 0 0
・交付決定2件
・交付額4,518千円
・外部専門家謝礼90千円

従来困難とされていた
課題を解決する技術
や、様々な業界におい
て転用可能な技術が
開発されるなど、新型
コロナウイルス感染症
対策に取り組む事業者
における製品・技術開
発を支援することが出
来た。

32
中小規模事業者省エネ
ルギー設備等導入支援
補助金

ゼロカーボン推進課

〈事業の内容〉
「地球温暖化対策計画書」を市へ提出し、この計画に基づ
き省エネルギー設備や再生可能エネルギー利用設備を市
内の事業所に導入する中小規模事業者に対し、導入費用
の一部を補助（補助率3分の1、上限75万円）していた対象
設備に加え、補助対象の省エネ設備更新の際に、同時に
「全熱交換器型高性能換気設備」を導入した場合には補助
率を2分の1、上限112.5万円とする特例を設けることで、新
型コロナウイルス感染症の拡大防止とあわせ、地球温暖
化対策を図るもの

〈経費の内容〉
　補助金

R3.6.7 R4.3.31 16,342 1,915,000 1,915,000 0 0 0 0

特例制度により7事業者が換気
設備を導入した。
・補助金申請事業者：21事業者
・補助額：1,915千円

換気設備の導入による
コロナ対策を進めると
ともに、空調機器の負
荷が抑制されること
で、温暖化対策にも寄
与した。



事業の概要
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33
駅前公衆トイレ自動水栓
化

清掃施設課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として、手洗
いによる接触感染を防止するため、不特定多数の人が利
用する駅前公衆トイレの手洗い場を自動水栓化するもの

〈経費の内容〉
自動水栓化費用

R3.6.11 R3.9.30 1,496 1,496,000 1,496,000 0 0 0 0

設置箇所：駅前公衆トイレ８箇所
（橋本駅南口・矢部駅北口・
　淵野辺駅南口・古淵駅前・
　相模大野駅南口・
　東林間駅東口・
　小田急相模原駅南口・
　原当麻駅東口）

不特定多数の人が直
接触れるレバー式水栓
を感染リスクの低減が
期待できる自動水栓に
したことで、新型コロナ
ウイルス感染症拡大の
防止につなげることが
できた。

34
学校における臨時消毒作
業員配置事業

教職員人事課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症対策のための小、中学校及び
義務教育学校における消毒作業は依然として求められて
いることから、消毒作業のための臨時消毒作業員として会
計年度任用短時間職員を任用し、教員がより児童生徒へ
の指導や教材研究等に注力できる体制を整備するもの

〈経費の内容〉
上記職員に対する報酬及び費用弁償

R3.5.1 R4.3.31 9,701 9,457,186 9,457,186 0 0 0 0
スクールサポートスタッフ39人を
配置（小学校28校、中学校6校）

新型コロナウイルス感
染症対策としての校内
消毒作業及び清掃作
業を行うことで、増大し
ている教員の業務負担
の軽減及び学校にお
ける感染症拡大の防
止を図ることができた。

35
ホームタウンチームに対
する活動再開支援事業

スポーツ推進課

〈事業の内容〉
公益財団法人日本スポーツ協会・日本障がい者スポーツ
協会が示す「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予
防ガイドライン」を踏まえた上で、ホームタウンチームの
ホームゲームが実施できるよう、感染症対策を行う上で必
要となる経費の一部について補助するもの

〈経費の内容〉
ホームタウンチームへの手指消毒液の設置、マスク、手
袋、体温計等検温設備、更衣室や諸室の消毒、感染対策
対応増員経費等に係る補助

R3.4.1 R4.3.31 8,753 6,586,380 6,586,380 0 0 0 0

【補助額】
・ＳＣ相模原：5,087千円（20試合
開催）
・ノジマステラ神奈川相模原：
1,500千円（8試合開催）

各ガイドラインに基づ
き、観客数に応じた十
分な消毒や検温等の
感染拡大防止対策を
図りながら、ホームタウ
ンチームのホームゲー
ムを安全に開催するこ
とができた。

36
ギオンスタジアム感染防
止対策備品

スポーツ推進課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症に係るプロスポーツリーグ等の
ガイドラインにおいて観客のゾーニングを行うことや、チー
ムベンチを１席空けて座るなど距離を保つことなどが示さ
れており、ホームタウンチームがガイドラインに沿った試合
運営を実施することやその他大規模スポーツ大会におけ
る観客のゾーニング等により感染防止対策を実施するた
めに使用する備品を購入するもの

〈経費の内容〉
相模原ギオンスタジアムに係る備品購入費

R3.4.1 R3.7.31 8,976 8,976,000 8,976,000 0 0 0 0

【購入備品】
・イレクターフェンス：2,926千円
・屋外用可動式ベンチ：6,050千
円

相模原ギオンスタジア
ムにおいて、ホームタ
ウンチームの試合運営
やその他スポーツ大会
における感染防止対策
を実施することが出来
た。



事業の概要
〈事業の内容〉
〈経費の内容〉

事業開始
年月日

事業完了
年月日

Ｎｏ 交付対象事業の名称
所管課

（令和４年度）

予算額又は
実施計画事

業費
（千円）

決算額
（実績額）

（円）
【実施状況、実績】 【事業効果】

地方創生臨時
交付金充当額

（円）

国庫支出金
（円）

県支出金
（円）

その他
（円）

一般財
源

（円）

37
家庭学習のための通信
環境整備事業

教育センター

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症の蔓延等による学校の緊急時
等において、通信環境が整っていない家庭に貸与すること
を目的としてLTE通信機器の整備をするとともに、デジタル
ドリルや朝礼・授業などの配信・参加やオンライン配信を取
り入れた運動会等の行事の実施等の用途として引き続き
有効活用するために、通信環境を整えるもの

〈経費の内容〉
モバイルルータ通信料

R3.5.1 R4.3.31 3,080 2,231,680 2,231,680 0 0 0 0

・貸出用20回線×11月分
　　　　　　　　　　　　（R3.5～R4.3）
　家庭に通信環境がなく、濃厚接
触によりやむを得ず登校できな
い児童生徒に貸与し、デジタルド
リルや授業の配信等のオンライ
ン学習に活用した。

・行事用94回線×4月分
　小中学校計94校にて、運動会・
修学旅行・発表会等でオンライン
配信を行った。

・プリペイドＳＩＭカード（8日間有
効）
を534枚購入、うち235枚を使用
　家庭に通信環境がなく、学級閉
鎖等により登校できない児童生
徒に貸与し、デジタルドリルや授
業の配信等のオンライン学習に
活用した。

新型コロナウイルス感
染症拡大等による学級
閉鎖時における家庭学
習や、校内での教育活
動等、充実した学習活
動の実施が可能とな
り、学びを保障できる
環境を整えられた。

38
個別予防接種事業に係
る感染予防対策

疾病対策課

〈事業の内容〉
協力医療機関で個別に実施している予防接種事業におい
て、十分な新型コロナウイルス感染症対策を講じることで、
引き続き安全な予防接種事業の実施に向けた環境整備を
図るもの

〈経費の内容〉
適切な感染防止対策を行うために係る経費
　・6歳未満の予防接種：
　　1,155円（税込）/件（R3.4月～R3.9月）
　　 550円（税込）/件（R3.10月～R4.3月）
　・6歳以上の予防接種
 　　55円（税込）/件（R3.4月～R3.9月）

R3.4.1 R4.3.31 103,948 92,429,920 92,429,920 0 0 0 0

・6歳未満の予防接種：
　108,581件　92,117,300円

・6歳以上の予防接種
　　　5,684件　312,620円

十分な新型コロナウイ
ルス感染症対策を講じ
ることで、安全な予防
接種事業の実施がで
きた。

39

乳幼児（8か月児、1歳
児、1歳6か月児）健康診
査事業に係る感染防止
対策

こども家庭課

〈事業の内容〉
協力医療機関で個別に実施している乳幼児健康診査事業
において、十分な新型コロナウイルス感染症対策を講じる
ことで、引き続き安全な乳幼児健康診査事業の実施に向
けた環境整備を図るもの

〈経費の内容〉
適切な感染防止対策を行うために係る経費
8か月児・1歳児・1歳6か月児　個別健康診査事業
    1,155円（税込）/件(R3.4月～R3.9月）
　　550円（税込）/件（R3.10月～R4.3月）

R3.4.1 R4.3.31 12,825 11,379,060 11,379,060 0 0 0 0

・8か月児
　　4,338件　3,678,180円

・1歳児
　　4,448件　3,866,335円

・1歳6か月児
　　4,553件　 3,834,545円

協力医療機関で個別
に実施している乳幼児
健康診査事業におい
て、十分な新型コロナ
ウイルス感染症対策を
講じることができ、新型
コロナウイルス感染拡
大防止策を図ることが
できた。



事業の概要
〈事業の内容〉
〈経費の内容〉

事業開始
年月日

事業完了
年月日

Ｎｏ 交付対象事業の名称
所管課

（令和４年度）

予算額又は
実施計画事

業費
（千円）

決算額
（実績額）

（円）
【実施状況、実績】 【事業効果】

地方創生臨時
交付金充当額

（円）

国庫支出金
（円）

県支出金
（円）

その他
（円）

一般財
源

（円）

40
学校保健特別対策事業
費補助金

学務課

〈事業の内容〉
学校の感染症対策の徹底を図りながら、コロナ禍に対応す
るための教職員の資質向上及び学校教育活動の円滑な
継続を図るもの

〈経費の内容〉
・学校における感染症対策物品の購入（パーテーション、
　サーモチェッカー、扇風機等）
・トイレ清掃業務委託
・ICT活用研修又は各学校の取り組むべきテーマに沿った
　校内研修の実施に要する経費（謝礼）
・研修用図書の購入費（消耗品費）

R3.4.1 R4.3.31 157,050 148,216,731 74,128,731 74,088,000 0 0 0

＜対象＞
・市立小中学校等　106校

＜購入物品等＞
・感染症対策物品の購入
　（パーテーション、サーモ
　　チェッカー、扇風機等）
・トイレ清掃業務委託：月2回
・ICT研修実施数：286回
・校内研修実施数：19回
・研修用図書購入数：1,653冊

各学校が感染症対策
等を徹底しながら、教
職員の資質向上を図る
取組及び児童生徒の
学習保障をするための
取組を実施した。

41
修学旅行延期に伴う契
約取り消しに係る費用
の公費負担事業

学校教育課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市立中学校
および義務教育学校（後期課程）の修学旅行延期および
中止に伴い、契約を取り消した場合の取消料を負担するも
の

〈経費の内容〉
旅行会社に支払うキャンセル用
（旅行会社から生徒の保護者への返金）

R3.4.1 R4.3.29 24,296 23,790,812 23,790,812 0 0 0 0

・対象学校数：延べ35校
・対象者数：延べ5436人
（対象学校における修学旅行へ
　の参加を予定していた生徒数）

生徒の健康・安全を確
保する上で延期または
中止とした修学旅行に
おいて、取消で生じる
保護者負担に対して支
援をすることができた。

42
キャッシュレス決済の導
入

DX推進課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、市民と
職員が接触する機会を削減するため、窓口での各種証明
書等の発行手数料や、粗大ごみ受入施設の処理手数料
の支払いにキャッシュレス決済を導入するもの

〈経費の内容〉
キャッシュレス決済システムに係る構築・端末導入経費
（委託料、備品購入費、通信費等）

R3.12.1 R4.3.31 10,902 8,100,135 8,100,135 0 0 0 0

【導入窓口】
各区民課、大野北まちづくりセン
ター、市民税課、
各市税事務所、
北部粗大ごみ受入施設、
南部粗大ごみ受入施設、
津久井クリーンセンター
※各窓口にキャッシュレス端末１
台を導入

【導入窓口利用実績（R4.2～
R4.7）】
延べキャッシュレス決済件数：
　　　　　　　　　　　　　　　38,100件
キャッシュレス決済平均利用率：
　　　　　　　　　　　　　　　　　9.15%

金銭授受による飛沫感
染や接触リスクの機会
を低減する決済方式を
増やしたことにより、市
民の利便性向上等が
図られた。

43
入出力機器統合管理シ
ステムの導入

DX推進課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、「働き方
の新しいスタイル」の具体的な取組である「テレワーク、
広々としたオフィス、オンライン会議」を促進するため、プリ
ンタ・スキャナ・複合機・ＦＡＸの集約・機能統合を行い、入
出力機器統合管理システムを導入することにより、遠隔地
とのコミュニケーションにおいて障害となる紙資料の電子
化及び設置スペースの削減等を実現するもの

〈経費の内容〉
認証プリント基盤構築費、複写材料費（先行導入13台分）

R3.10.1 R4.3.31 7,897 6,974,368 6,974,368 0 0 0 0
認証プリント基盤の構築完了、
令和4年3月から先行導入
複合機13台の稼働開始。

紙資料の電子化と、個
別に導入されているプ
リンタ・スキャナ・複合
機・ＦＡＸの集約・機能
統合による設置スペー
スの削減が図られ、
「働き方の新しいスタイ
ル」の促進に資するこ
とができた。



事業の概要
〈事業の内容〉
〈経費の内容〉

事業開始
年月日

事業完了
年月日

Ｎｏ 交付対象事業の名称
所管課

（令和４年度）

予算額又は
実施計画事

業費
（千円）

決算額
（実績額）

（円）
【実施状況、実績】 【事業効果】

地方創生臨時
交付金充当額

（円）

国庫支出金
（円）

県支出金
（円）

その他
（円）

一般財
源

（円）

44
さがみはら市民活動サ
ポートセンター運営支援
事業

市民協働推進課

〈事業の内容〉
さがみはら市民活動サポートセンターを新しい生活様式に
対応した形で運営するため、新型コロナウイルス感染症拡
大防止対策としてリモート会議に必要な物品購入費用を一
部負担するもの

〈経費の内容〉
パソコン等のリモート会議に必要な資機材の購入経費の
一部

R3.10.1 R4.3.31 509 509,000 509,000 0 0 0 0

パソコン等のリモート会議に必要
な資機材（ノートパソコン、スピー
カーフォン、大型モニター等）の
購入経費の一部を負担した。

会議や研修、イベント
をリモートで行うことに
より、さがみはら市民
活動サポートセンター
を継続して安全に運営
することができた。

45
感染症医療費に係る審
査支払手数料

感染症対策課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症患者等の医療費を負担するに
あたり、医療費の審査支払について、社会保険診療報酬
支払基金及び神奈川県国民健康保険団体連合会へ委託
するもの

〈経費の内容〉
新型コロナ感染症の医療費に係る審査支払手数料

R3.4.1 R4.3.31 117 117,601 117,601 0 0 0 0

【入院医療費審査支払実績】
・社会保険診療報酬支払基金：
　1,079件
・神奈川県国民健康保険団体
　連合会：907件

新型コロナウイルス感
染症にり患し、入院し
た患者の医療費を公
費負担した。

46
子どもの居場所創設サ
ポート事業

こども・若者支援課

〈事業の内容〉
地域において実施されている子ども食堂等の子どもの貧
困対策につながる取組を支援し、地域主体の子どもの居
場所づくりを推進するため、コロナ禍においても各団体が
運営を継続できるよう持ち帰り可能な弁当箱を配布し、事
業の継続を支援するもの

〈経費の内容〉
弁当箱の購入経費

R3.10.1 R4.3.31 684 635,560 635,560 0 0 0 0
・配布団体数：子ども食堂26団体
・購入数：34,200個

子ども食堂へ持ち帰り
可能な弁当箱を支給す
ることにより、コロナ禍
においても各団体が運
営を継続でき、子ども
の居場所を確保でき
た。

47
がんばる商店街等応援
補助金

産業支援課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症の影響により、落ち込んだ地域
の消費や売上の回復を図るため、商店街等（商店会、商工
会議所・商工会、業種別組合等）が自ら企画・実施する販
売促進事業に対し、補助金を交付するもの

〈経費の内容〉
割引クーポン・プレミアム商品券等の原資や印刷費、広告
宣伝費など、販売促進事業の実施に要する経費の10/10
を補助
【補助上限額】
　商店会等及び商工会議所・商工会：220万円
　業種別組合等：70万円

R3.10.1 R4.2.15 40,770 35,266,000 35,266,000 0 0 0 0
・補助金交付団体数：41団体
・補助金交付金額：35,236千円

商店街等の活性化や
地域の消費拡大を図る
ことができた。

48
感染症対応高規格救急
自動車整備事業

警防課

〈事業の内容〉
感染症傷病者等の搬送に万全を期するため、感染症対策
として強化された資器材等を搭載した救急自動車を購入す
ると共に、既存車両等に感染防止対策を施すもの

〈経費の内容〉
・感染防止対策を強化した救急自動車の購入
・更新車両及び既存救急車に感染防止対策を目的とした
資器材（自動心肺蘇生器及び間仕切りシート）の整備

R3.10.1 R4.3.31 104,154 104,007,457 104,007,457 0 0 0 0

・感染防止対策を強化した救急
自動車１台を購入
・救急自動車に感染防止対策を
目的とした資器材（自動心肺祖
生器16台、間仕切りシート25台）
を整備

救急隊員に対し飛沫感
染防止や接触リスクの
低減など、効果的な新
型コロナウイルス感染
症拡大防止を図ること
ができ、救急搬送体制
の充実につなげること
ができた。



事業の概要
〈事業の内容〉
〈経費の内容〉

事業開始
年月日

事業完了
年月日

Ｎｏ 交付対象事業の名称
所管課

（令和４年度）

予算額又は
実施計画事

業費
（千円）

決算額
（実績額）

（円）
【実施状況、実績】 【事業効果】

地方創生臨時
交付金充当額

（円）

国庫支出金
（円）

県支出金
（円）

その他
（円）

一般財
源

（円）

49
地域女性活躍推進交付
金

人権・男女共同参画課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症の影響により困難を抱える女性
を支援することを目的に、「さがみはら女性のためのなんで
も相談会」の開催及び生理用品等の配布を契機とした支
援窓口へのつなぎを図るもの

〈経費の内容〉
・相模原市社会福祉協議会への委託料
　主な内訳：事業運営に係る人件費（委託先職員人件費）
・報償費（相談会の相談員としての弁護士等への謝礼）
・需用費（生理用品の購入、チラシ印刷等）など）

R3.10.1 R4.3.31 11,784 11,784,000 2,946,000 8,838,000 0 0 0

【さがみはら女性のためのなんで
も相談会】
・開催回数：8回
・延べ相談者数：89人
・日用品寄付等協力企業・
　団体数：19団体

【生理用品及び相談窓口一覧等
の配布】
・配布場所：
　市社協事務局24か所
　食材配布事業会場
　子ども食堂
　市内大学　等
・配布数：約6,500セット

相談会での相談実施
や日用品等の配布及
び生理用品等の配布
を通じた支援窓口への
つなぎの実施により、
困難を抱える女性の支
援を行うことができた。

50 感染症診査協議会経費 感染症対策課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症患者等の増加に対応した、感
染症法第２４条に基づく診査協議会を開催するもの

〈経費の内容〉
・協議会開催経費（コロナ対応増加分）
(臨時会（オンライン）分委員報酬（1日：5,000円/人）

R3.4.1 R4.3.31 2,862 2,060,000 2,060,000 0 0 0 0
・臨時会開催回数：103回
・委員数：延べ412人

新型コロナウイルス感
染症にり患した者で
あって入院が必要と思
われる案件について、
速やかに感染症診査
協議会に諮ることによ
り、入院の妥当性につ
いて適切に判断し、ま
ん延防止につなげるこ
とができた。

51
本庁舎維持管理費
（衛生用物品）

管財課

〈事業の内容〉
本庁舎における新型コロナウイルス感染症対策として、出
入口等に設置するアルコール消毒液を購入するもの

〈経費の内容〉
アルコール消毒液の購入に係る経費

R3.4.1 R3.9.30 106 105,600 105,600 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症拡大
防止対策物品（アルコール消毒
液）を購入した。

来庁者の感染リスクの
低減など、効果的な新
型コロナウイルス感染
拡大防止策を図ること
ができた。

52

新型コロナウイルス感染
症対策を踏まえた固定資
産税における家屋調査事
業

資産税課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、所有者立会
いのもと実施する家屋の現地調査に替えて、所有者から
送付される図面に基づく調査を実施するもの

〈経費の内容〉
家屋調査依頼分に係る郵便料　94円/件
図面等送付分に係る郵便料　84円～250円/件

R3.4.1 R4.3.31 617 319,726 319,726 0 0 0 0

（家屋調査依頼分）
1,849通　173,806円

（図面等送付分）
1,216通　145,920円

家屋の現地調査を図
面に基づく調査に切り
替えることで、家屋所
有者との対面の機会
を、図面の返送があっ
た1,216件分削減し、新
型コロナウイルス感染
症拡大防止に寄与す
ることができた。

53
新型コロナウイルス感染
症対応に係る郵送事業

情報公開・文書管理課

〈事業の内容〉
新型コロナウィルス感染症対策のため、例年、対面で実施
していた審議会、研修会等を書面で実施することで発生す
る郵送料及び施設の休止等に伴い対象者に必要な通知を
送付する郵送料等を計上するもの

〈経費の内容〉
　郵便料、切手代

R3.4.1 R4.3.31 1,815 2,433,533 2,433,533 0 0 0 0
・郵便料：1,766,525円
・切手代：667,008円

対面で実施していた会
議を書面で実施したこ
とにより、飛沫感染防
止や接触リスクを低減
でき、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止
策を図ることができた。



事業の概要
〈事業の内容〉
〈経費の内容〉

事業開始
年月日

事業完了
年月日

Ｎｏ 交付対象事業の名称
所管課

（令和４年度）

予算額又は
実施計画事

業費
（千円）

決算額
（実績額）

（円）
【実施状況、実績】 【事業効果】

地方創生臨時
交付金充当額

（円）

国庫支出金
（円）

県支出金
（円）

その他
（円）

一般財
源

（円）

54 職員給与費 人事・給与課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症対策に係る保健所業務従事職
員の特殊勤務手当の特例として、陽性患者の搬送業務、
軽症者宿泊施設における業務等に従事した職員に支給す
るもの

〈経費の内容〉
職員の特殊勤務手当

R3.4.1 R4.3.31 28,000 21,952,000 21,952,000 0 0 0 0

陽性患者等の移送業務、軽症者
宿泊療養施設における業務従事
等に当たる、特殊勤務手当支給
分
・対象者数：延べ2,864人
・回数：延べ6,218回

新型コロナウイルス感
染症対策の適正な体
制確保ができた。

55

新型コロナウイルス感染
症対応のための体制拡
充等に伴う時間外勤務手
当

人事・給与課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症拡大防止及び経済対策等に対
応するために実施した時間外勤務に対し、時間外勤務手
当を支給するもの

〈経費の内容〉
コロナ対策に従事した職員の時間外勤務手当

R3.4.1 R4.3.31 80,180 107,342,000 107,342,000 0 0 0 0

疫学調査、健康観察業務、軽症
者宿泊療養施設運営業務などの
ほか、キャッシュバック事業など、
新型コロナウイルス感染症拡大
防止及び経済対策業務等への
時間外勤務手当の支給

【実績】
・新型コロナウイルス感染症
　拡大防止及び経済対策等に
　伴う時間外勤務数：35,895時間
・市民税の減免処理等に要した
　休日勤務分：7,805千円

新型コロナウイルス感
染症対策の適正な体
制確保ができた。

56
会計年度任用職員の雇
用

人事・給与課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症対応のための体制拡充等及び
雇い止め又は内定取消しにあった者等を一時的に雇用す
るもの

〈経費の内容〉
会計年度任用短時間勤務職員の報酬、期末手当、共済費
及び費用弁償

R3.4.1 R4.3.31 11,000 14,013,000 14,013,000 0 0 0 0
延べ92名（延べ1,339日）を事務
補助員や非常勤保健師として雇
用した。

新型コロナウィルス感
染症拡大の影響による
雇い止め又は内定取
消しにあった者等を一
時的な雇用を確保しつ
つ、感染症対応のため
の体制を拡充すること
ができた。

57
マスク等衛生用品配送業
務委託

福祉基盤課

〈事業の内容〉
緊急事態宣言下においても業務の継続を要請される介
護・障害福祉サービス事業所等向けに、マスクや手袋等の
衛生用品を配送することで、事業所等が安心して業務を継
続できるよう支援するもの

〈経費の内容〉
介護・障害福祉サービス事業所等へマスク等衛生物品を
配送する業務の、運送会社等への委託料。また、そのため
の衛生用品を市の保管庫から配送する業務の、運送会社
等への委託料。

R4.3.15 R4.3.31 1,000 99,000 99,000 0 0 0 0

市内の介護・障害福祉サービス
事業所等が加盟する団体へマス
ク（97,650枚）、手袋（405,000
枚）、アルコール綿（217,600枚）を
配付した。

本事業により、新型コ
ロナウイルスの影響下
においてもサービスの
継続が求められる介
護・障害福祉サービス
等の継続的な提供を
図ることができた。

58
要保護及び準要保護児
童就学援助費（就学奨励
金）

学務課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、減
少後の収入見込み額が所得基準に相当する場合に就学
奨励金を給付するもの

〈経費の内容〉
学用品、給食費等の一部（従来の就学奨励金と同様）
対象：国公立の小中学校、義務教育学校及び中等教育
　　　 学校(前期課程)に在籍する児童生徒の保護者

R3.4.1 R4.3.31 11,380 6,195,534 6,195,534 0 0 0 0

・小学校：
　96人へ4,256,345円を給付

・中学校：
　49人へ1,939,189円を給付

新型コロナウイルス感
染症の影響により収入
が減少した場合におい
て、本来審査に用いる
前年中の収入に対す
る所得によらず、減少
後の収入見込み額か
ら算出した所得により
審査を行うことで、家計
急変世帯を就学奨励
金の対象とし、経済的
な支援を行った。



事業の概要
〈事業の内容〉
〈経費の内容〉

事業開始
年月日

事業完了
年月日

Ｎｏ 交付対象事業の名称
所管課

（令和４年度）

予算額又は
実施計画事

業費
（千円）

決算額
（実績額）

（円）
【実施状況、実績】 【事業効果】

地方創生臨時
交付金充当額

（円）

国庫支出金
（円）

県支出金
（円）

その他
（円）

一般財
源

（円）

59 非対面化に伴う郵送経費 南区役所区政策課

〈事業の内容〉
例年対面で実施していた審議会や研修会等を書面で実施
することで、接触を避け、新型コロナウイルス感染症の拡
大を防止するもの

〈経費の内容〉
郵送料・切手等

R3.4.1 R4.3.31 547 538,068 538,068 0 0 0 0 郵便料：538,068円

対面で実施していた会
議を書面で実施したこ
とにより、飛沫感染防
止や接触リスクを低減
でき、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止
策を図ることができた。

60 救急活動費 救急課

〈事業の内容〉
救急隊員の感染予防を図るために救急活動に要する感染
防止対策消耗品を購入するもの

〈経費の内容〉
人工鼻フィルター

R3.4.9 R4.3.31 696 240,900 240,900 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症拡大
防止対策物品（人工鼻フィル
ター）を購入した。

飛沫感染防止を行い、
効果的な新型コロナウ
イルス感染症拡大防止
を図ることができた。

61
総合保健医療センター維
持管理費（衛生用物品）

地域保健課

〈事業の内容〉
総合保健医療センターにおける新型コロナウイルス感染
症対策として、消毒用エタノール等を購入するもの

〈経費の内容〉
感染防止対策消耗品等経費（消毒用エタノール等）

R3.4.1 R4.3.31 339 471,293 471,293 0 0 0 0

新型コロナウイルス感染症拡大
防止対策物品（消毒用エタノー
ル、手指消毒用アルコール等）を
購入した。

接触による感染リスク
を低減し、効果的な新
型コロナウイルス感染
症防止対策を図るとと
もに、市民が安心して
保健所を利用できる環
境を提供した。

62
総合保健医療センター維
持補修費

地域保健課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症に対応する職員の増員に伴う
電話配線等の増設を行うもの

〈経費の内容〉
施設修繕料経費（電話配線修繕等）

R3.4.1 R4.3.31 836 836,000 836,000 0 0 0 0
職員増員に伴う電話配線等の増
設を行った。

新型コロナウイルス感
染症相談センターに係
る電話対応を拡充する
とともに、新型コロナウ
イルス感染症ワクチン
接種に関する事務室
の環境を整備し、感染
症対応の体制を拡充
することができた。

63
リモ～っと　お得！テレ
ワーク相模原

産業・雇用対策課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、市内宿
泊施設でテレワークを行う市内在住・在勤者に対し利用料
金の一部を助成し、テレワークの推進及び市内宿泊施設
の利用促進を図るもの
・市補助率：各宿泊施設のテレワークプラン料金の９割を
上限
・利用者負担額：500円以上で設定

〈経費の内容〉
需用費（消耗品費、印刷製本費）、
報償費（委員謝礼）、役務費（広告費）
事務作業等委託料（運営業務委託、利用料負担分、チラシ
等作成委託）

R3.11.15 R4.3.21 53,527 37,958,050 37,958,050 0 0 0 0

・利用者数　延べ5,998人
 （宿泊3,936人、日帰り2,062人）
・利用可能宿泊施設数　10施設
・利用助成額　23,394千円

宿泊及び日帰りを合わ
せて延べ5,998人の利
用があったことから、働
き方改革の一つとして
テレワークを推進して
いくことに一定の効果
があり、コロナ禍で利
用が低迷する市内宿
泊施設の利用促進に
もつながった。



事業の概要
〈事業の内容〉
〈経費の内容〉

事業開始
年月日

事業完了
年月日

Ｎｏ 交付対象事業の名称
所管課

（令和４年度）

予算額又は
実施計画事

業費
（千円）

決算額
（実績額）

（円）
【実施状況、実績】 【事業効果】

地方創生臨時
交付金充当額

（円）

国庫支出金
（円）

県支出金
（円）

その他
（円）

一般財
源

（円）

64 公共交通支援事業 交通政策課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者が減少し
ている状況下においても、公共交通として市民の日常生活
における移動手段を維持確保している交通事業者に対し
て、運行の継続に向けた支援を行うため、支援金を交付す
るもの

〈経費の内容〉
・路線バス事業者：8万円/台
・タクシー事業者：2万円/台

R3.11.29 R4.3.31 30,580 29,300,000 29,300,000 0 0 0 0

【交付実績】
・路線バス事業者3社
　（235台分）：18,800千円

・タクシー事業者119社
（法人15社・個人104社、
　計525台分）：10,500千円

市民の足である路線バ
ス、タクシーの運行事
業者へ支援金を交付を
することで、コロナ禍に
あって人流抑制の影響
で厳しい経営状況にお
かれていた事業者の
事業継続の一助となっ
た。

65
初期救急医療体制運営
支援事業

医療政策課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症の影響による受診控え等により
診療報酬収入が著しく減少しているメディカルセンター急
病診療所（市医師会への委託）及びメディカル調剤薬局
（市薬剤師会へ補助）の安定的かつ持続的な運営のため、
事業を実施している市医師会及び市薬剤師会に支援金を
支給するもの

〈経費の内容〉
当該事業の運営費に必要な人件費、需用費、役務費、委
託料、使用料及び賃借料、備品購入費等

R3.4.1 R4.3.31 176,000 165,000,000 165,000,000 0 0 0 0

・メディカルセンター急病診療所
の運営支援：150,000千円

・メディカル調剤薬局の運営支
援：15,000千円

新型コロナウイルス感
染症の感染拡大に伴
い、影響を受けている
メディカルセンター急病
診療所及びメディカル
調剤薬局の事業者に
対し支援金を支給する
ことで、メディカルセン
ター急病診療所及びメ
ディカル調剤薬局の適
正な管理運営を支援
し、地域医療を支える
ことができた。

66
相模原口腔保健センター
歯科診療体制運営支援
事業

医療政策課

〈事業の内容〉
地域医療体制を維持するため、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大に伴い影響を受けている相模原口腔保健セ
ンターの運営をしている事業者（公益社団法人相模原市歯
科医師会）の適正な管理運営のため、事業者に対し支援
金を支給するもの

〈経費の内容〉
当該事業の運営費に必要な人件費、需用費、役務費、委
託料、使用料及び賃借料、備品購入費等

R3.4.1 R4.3.31 4,400 2,900,000 2,900,000 0 0 0 0
・相模原口腔保健センターの運
営支援：2,900千円

新型コロナウイルス感
染症の感染拡大に伴
い、影響を受けている
相模原口腔保健セン
ターの事業者に対し支
援金を支給すること
で、地域医療を支える
相模原口腔保健セン
ターの適正な管理運営
を支援することができ
た。

67
市立診療所施設管理運
営支援事業

医療政策課

〈事業の内容〉
地域医療体制を維持するため、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大に伴い影響を受けている市立診療所の運営
をしている指定管理者の適正な管理運営を支援することを
目的として、指定管理者（日本赤十字社）に対し支援金を
支給するもの

〈経費の内容〉
当該事業の運営費に必要な人件費、需用費、役務費、
委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等

R3.4.1 R4.3.31 23,000 16,000,000 16,000,000 0 0 0 0
・市立3診療所（青野原、千木良、
藤野）の運営支援：16,000千円

新型コロナウイルス感
染症の感染拡大に伴
い、影響を受けている
市立診療所の指定管
理事業に対し、支援金
を支給することで、地
域医療を支える診療所
の適正な管理運営を
支援することができた。



事業の概要
〈事業の内容〉
〈経費の内容〉

事業開始
年月日

事業完了
年月日

Ｎｏ 交付対象事業の名称
所管課

（令和４年度）

予算額又は
実施計画事

業費
（千円）

決算額
（実績額）

（円）
【実施状況、実績】 【事業効果】

地方創生臨時
交付金充当額

（円）

国庫支出金
（円）

県支出金
（円）

その他
（円）

一般財
源

（円）

68
コロナに強い社会環境整
備に向けたPR活動事業

産業支援課

〈事業の内容〉
さがみロボット産業特区内で実用化された案内ロボットを
庁舎等に設置することで、非接触での案内により新型コロ
ナウイルス感染症対策をしながら、本市が注力してきたロ
ボット産業のPRを行うもの

〈経費の内容〉
ロボット導入及び設置に係る付帯経費

R4.1.19 R4.3.31 2,703 2,433,457 2,433,457 0 0 0 0
・感染症対策支援AIロボット：3台
・設置台（津久井産材）：3台

購入した3台を3区の各
庁舎入口に設置して、
体表面温度のチェック
等をするほか、音声対
話システムを使用して
いる市役所本庁舎、南
区役所の2か所で317
回（2022年6月末時
点）、庁舎案内等を
行った。
来庁した市民へ、非対
面による案内を実施す
るとともに、ロボット産
業への取り組みを周知
した。

69 救急活動費 救急課

〈事業の内容〉
救急隊員に係る新型コロナウイルス感染症の感染予防を
図るため、救急活動に要する感染防止対策消耗品を購入
するもの

〈経費の内容〉
感染防止用手袋、感染防止衣　（上衣、下衣）

R3.9.14 R4.3.23 4,270 4,225,650 4,225,650 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症拡大
防止対策物品（感染防止用手
袋、感染防止衣）を購入した。

飛沫感染防止や接触
リスク低減など、効果
的な新型コロナウイル
ス感染症拡大防止を
図ることができた。

70 大型提示装置導入事業 学務課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、オ
ンライン学習を実施するために、大型テレビを整備し児童
生徒の学びの保障を確保するもの

〈経費の内容〉
大型テレビ

R3.12.17 R4.3.25 29,721 25,167,780 25,167,780 0 0 0 0
・小学校：59校、208台
・中学校：31校、134台

児童生徒の学びの保
障を確保するために、
各学校においてオンラ
イン学習を実施する環
境を整備することがで
きた。

71 LAN回線増強整備事業 DX推進課

〈事業の内容〉
新型コロナウィルス感染症に伴う給付金支給事業など、緊
急、短期間、一括大量処理を実施する場合や、新型コロナ
ウィルス感染症が再拡大した場合などに、職員が密を回避
しながら必要な業務を継続する必要がある場合など、通常
の執務室以外でも業務を行えるようにするため、市が所管
している公共施設の一部に庁内ＬＡＮ回線設備を増強整備
するもの

〈経費の内容〉
工事費（統計室、職員会館2階体育室）、無線アクセスポイ
ント、LAN資材購入費

R3.11.12 R4.3.31 2,700 2,200,000 2,200,000 0 0 0 0

職員会館2階体育館、ウエルネス
相模原6階会議室に庁内ネット
ワーク環境を配線、整備、新型コ
ロナウイルス感染症対応に関す
る疫学調査等の事務室として利
用した。

事務室の整備により、
職員が密を回避しなが
ら必要な業務を継続す
ることができた。

72
東京2020オリンピック・パ
ラリンピック関連事業

観光・シティプロモー
ション課

〈事業の内容〉
東京２０２０大会に係るイベント等で新型コロナウイルス感
染症まん延防止の観点から、「中止」とした業務委託の
キャンセル料や実施したイベントにおける感染防止対策の
かかり増し経費を支払うもの

〈経費の内容〉
業務委託料（キャンセル料、感染防止対策のかかり増し経
費）

R3.4.1 R3.8.1 36,562 36,561,682 36,561,682 0 0 0 0

・中止としたイベントのキャンセル
料：3件

・実施したイベントにおける感染
防止対策のかかり増し経費：1件

新型コロナウイルス感
染症のまん延防止に
資することができた。



事業の概要
〈事業の内容〉
〈経費の内容〉

事業開始
年月日

事業完了
年月日

Ｎｏ 交付対象事業の名称
所管課

（令和４年度）

予算額又は
実施計画事

業費
（千円）

決算額
（実績額）

（円）
【実施状況、実績】 【事業効果】

地方創生臨時
交付金充当額

（円）

国庫支出金
（円）

県支出金
（円）

その他
（円）

一般財
源

（円）

73
微生物安全検査室HEPA
フィルター修繕

衛生研究所

〈事業の内容〉
新型コロナウイルスの検体を扱う微生物安全検査室を、感
染症法に基づく設備基準を保つために修繕するもの

〈経費の内容〉
修繕に要する経費（施設修繕料）

R4.1.13 R4.3.2 1,012 817,190 817,190 0 0 0 0

微生物安全検査室に設置してい
る、ウイルスや細菌等病原体を
通さずに排気するためのＨＥＰＡ
フィルターを5枚修繕した。

当該修繕により、引き
続き国との連携のもと
で新型コロナウイルス
感染症のゲノム解析及
び発生動向調査事業
を実施することが可能
になり、新型コロナウイ
ルス感染症検査体制
を強化することができ
た。

74
児童クラブ育成料徴収シ
ステム改修

こども・若者支援課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、「還付
振替依頼データの作成」及び「児童クラブ入会決定通知書
の様式変更」に係る児童クラブ育成料徴収システムの改修
を行うもの

〈経費の内容〉
システム改修業務委託料

R3.11.17 R4.3.31 682 682,000 682,000 0 0 0 0
児童クラブ育成料徴収システム
の改修

児童クラブ育成料徴収
システムの改修を行う
ことにより、新型コロナ
ウイルス感染症の影響
により増加している児
童クラブ育成料の還付
を円滑に行うことが出
来るようになった。
入会決定通知書の様
式を変更することによ
り、非対面による口座
振替登録の手続きをわ
かりやすくすることで利
用促進を図った。

75
年末年始医療体制協力
金

感染症対策課

〈事業の内容〉
年末年始（12/29～1/3）に発熱患者を受け入れる発熱診
療等医療機関及び医療機関からの処方を受け取る調剤薬
局に対して協力金を交付するもの

〈経費の内容〉
【医療機関】
・1日4時間以上発熱等有症状者の診療体制を整備した
　場合：5万円/日
・新型コロナウイルス感染症の検査を行った場合
（１件以上検査した場合）：5万円/日
【調剤薬局】
・1日4時間以上8時間未満開所した場合：1万5千円/日
・1日8時間以上開所した場合：3万円/日

R3.12.3 R4.3.31 26,000 14,270,000 14,270,000 0 0 0 0

・医療機関：　33機関
・保険薬局：　126機関
・補助金総額：14,270千円
　(医療機関7,700千円、
　保険薬局数6,570千円)

発熱等の有症状者の
診療、薬剤の販売等を
行う医療機関及び保険
薬局に対して支援する
ことで、新型コロナウイ
ルス感染症について、
年末年始における医療
の提供体制を確保でき
た。

76
就学奨励金交付世帯子
ども応援給付金

学務課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、その
影響に苦しんでいる子育て世帯を支援する観点から、就学
奨励金交付世帯に給付を行うもの

〈経費の内容〉
児童生徒１人当たり3万円
対象：就学奨励金交付世帯（一定基準以下の世帯所得で
ある国公立の小中学校、義務教育学校及び中等教育学校
(前期課程)に在籍する児童生徒の保護者）

R4.1.14 R4.3.31 241,846 232,879,473 232,879,473 0 0 0 0 ・交付人数：7,722人
・交付金額：231,660,000円

就学奨励金交付世帯
に対し、対象児童生徒
1人当たり3万円を給付
することで、長期化す
る新型コロナウイルス
感染症の影響を大きく
受けている子どもたち
へ支援を行った。



事業の概要
〈事業の内容〉
〈経費の内容〉

事業開始
年月日

事業完了
年月日

Ｎｏ 交付対象事業の名称
所管課

（令和４年度）

予算額又は
実施計画事

業費
（千円）

決算額
（実績額）

（円）
【実施状況、実績】 【事業効果】

地方創生臨時
交付金充当額

（円）

国庫支出金
（円）

県支出金
（円）

その他
（円）

一般財
源

（円）

77
障害者総合支援事業費
補助金

福祉基盤課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症の影響による発注の減少等に
伴い生産活動が停滞している就労系障害福祉サービス事
業所に対し、新たな生産活動への転換や、販路開拓、生
産活動に係る感染防止対策の強化等を通じて、事業所の
生産活動が拡大するよう支援を行い、そこで働く障害者の
賃金・工賃の確保を図るもの

〈経費の内容〉
【補助対象経費】
　新たな生産活動への転換や、販路開拓、生産活動に係
る感染防止対策の強化等の必要経費
【補助対象施設】
　市内の就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業所

R4.2.10 R4.3.31 200 116,492 39,492 77,000 0 0 0
・対象団体：2法人
・給付件数：2件
・交付額：116,492円

新型コロナウイルス感
染症の感染拡大等の
影響により生産活動が
停滞し、減収となって
いる就労継続支援事
業所を運営する法人に
対し、生産活動の拡大
に向けて必要な経費を
補助することにより、就
労支援事業所利用者
の賃金、工賃の確保に
繋がった。

78
母子保健衛生費補助金
（分娩前PCR検査）

こども家庭課

〈事業の内容〉
強い不安を抱えている妊婦に対し、分娩前の新型コロナウ
イルス検査費用を助成するとともに、新型コロナウイルス
感染症検査で陽性となった妊産婦に対し、不安軽減と安心
した環境での出産・育児のための寄り添い型支援を行うも
の

〈経費の内容〉
ウイルス検査委託料（2万円/件）
ウイルス検査料（償還払い、上限額2万円）

R3.4.1 R4.3.31 27,260 11,820,440 5,910,440 5,910,000 0 0 0

〇給付件数：593件

〇給付額：
・ウイルス検査委託料
　　　　　　　　　　　11,180,000円
・ウイルス検査料（償還払い）
　　　　　　　　　　　　　640,440円

補助金を活用し、分娩
前新型コロナウイルス
感染症検査の助成を
行い、不安を抱える妊
産婦の方々に対する
不安の軽減と安心した
環境での出産・育児に
向けた事業実施ができ
た

79
母子保健衛生費補助金
（産後ケア業者補助）

こども家庭課

〈事業の内容〉
産後ケア事業実施施設に対し、衛生用品購入等に係る費
用を補助し、感染症拡大防止を図るもの

〈経費の内容〉
運営費補助金
【補助対象経費】
（１）：新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に必要な
衛生用品等の購入費等
（２）：職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的
に実施するために必要な経費(研修受講、かかり増し経費
等)
【補助限度額（１施設当たり）】
（１）、（２）合わせて50万円

R3.4.1 R4.3.31 12,000 1,916,000 958,000 958,000 0 0 0

・給付件数：8施設
・給付額：1,916,000円
　新型コロナウイルス感染症拡
大防止対策に必要な衛生物品
（マスクや消毒液、体温計等）や
空気清浄機等備品購入に係る経
費について補助を行った。

補助金を活用し、十分
な新型コロナウイルス
感染拡大防止対策を
講じることができたた
め、産後ケア事業を継
続的に実施することが
できた。

80
子ども・子育て支援交付
金
（子育て広場）

こども家庭課

〈事業の内容〉
子育て広場における新型コロナウイルス感染症拡大を防
止する観点から、マスクや消毒液等の衛生用品や感染防
止のための備品の支援等を行うことにより、事業の継続的
な実施に向けた環境整備を図るもの

〈経費の内容〉
運営費補助金
【補助対象経費】
（１）：新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に必要な
備品等購入費等
（２）：事業に従事する職員が感染症対策の徹底を図りなが
ら業務を継続的に実施するために必要な経費(研修受講、
かかり増し経費等)
（３）：職員が事業や日常生活において必要とする物品等
の購入に必要な経費
【補助限度額（１事業者当たり）】
（１）～（３）合わせて30万円

R3.4.1 R4.3.31 900 416,000 140,000 138,000 138,000 0 0
対象施設：3施設
給付額：416,000円

補助金を活用し、地域
子育て支援拠点事業
における新型コロナウ
イルス感染症の拡大防
止を図ったことにより、
子育て親子等の交流
の場の提供や、相談等
の援助を継続的に実
施することができた。



事業の概要
〈事業の内容〉
〈経費の内容〉

事業開始
年月日

事業完了
年月日

Ｎｏ 交付対象事業の名称
所管課

（令和４年度）

予算額又は
実施計画事

業費
（千円）

決算額
（実績額）

（円）
【実施状況、実績】 【事業効果】

地方創生臨時
交付金充当額

（円）

国庫支出金
（円）

県支出金
（円）

その他
（円）

一般財
源

（円）

81

子ども・子育て支援交付
金
（ファミリーサポートセン
ター）

こども家庭課

〈事業の内容〉
ファミリー・サポート・センターにおける新型コロナウイルス
感染症拡大を防止する観点から、マスクや消毒液等の衛
生用品の購入費等を支援することにより、事業の継続的な
実施に向けた環境整備を図るもの

〈経費の内容〉
運営費補助金
【補助対象経費】
（１）：新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に必要な
備品等購入費等
（２）：事業に従事する職員が感染症対策の徹底を図りなが
ら業務を継続的に実施するために必要な経費（(研修受
講、かかり増し経費等)
（３）：職員が事業や日常生活において必要とする物品等
の購入に必要な経費
【補助限度額（１事業者当たり）】
（１）～（３）合わせて30万円

R3.4.1 R4.3.31 300 238,000 80,000 79,000 79,000 0 0
対象：1か所
給付額：238,000円

補助金を活用し、新型
コロナウイルス感染症
対策の徹底を図り、業
務を継続的に実施する
ことにより、サポートを
必要とする人に対して
サポートを提供するこ
とができた。

82

子ども・子育て支援交付
金
（認可外保育施設・一時
預かり、病児・病後児）

保育課

〈事業の内容〉
認可外保育施設の一時預かり事業、病児・病後児保育事
業における新型コロナウイルス感染症拡大を防止する観
点から、マスクや消毒液等の衛生用品や感染防止のため
の備品の購入にかかる補助及び継続的な事業実施に向
けた環境整備を図るもの

〈経費の内容〉
感染防止対策を行うための衛生用品や備品の購入費及び
かかり増し経費
【補助基準額】
病児・病後児及び一時預かり事業1事業当たり30万円を
上限に助成

R3.4.1 R4.3.31 1,200 1,200,000 400,000 400,000 400,000 0 0
・対象施設：4施設
・補助総額：1,200,000円

感染防止にかかる備
品の購入や接触リスク
の軽減などに係る経費
を補助することにより、
効果的な新型コロナウ
イルス感染症拡大防止
策を図ることができた。

83

子ども・子育て支援交付
金
（民間保育所等、一時預
かり）

保育課

〈事業の内容〉
民間保育所等（認可保育所、認定こども園、地域型保育事
業）の一時預かり事業、延長保育事業における新型コロナ
ウイルス感染症拡大を防止する観点から、マスクや消毒液
等の衛生用品や感染防止のための備品の購入にかかる
補助及び継続的な事業実施に向けた環境整備を図るもの

〈経費の内容〉
感染防止対策を行うための衛生用品や備品の購入費及び
かかり増し経費
【補助基準額】
・一時預かり事業1事業当たり30万円を上限に助成
・延長保育事業
　定員区分に応じて1事業につき、以下の額を上限に助成
　　定員19人以下　　　　　　　 　15万円
　　定員20人以上59人以下　 　20万円
　　定員60人以上　　　　　　　　25万円

R3.4.1 R4.3.31 79,400 57,094,998 19,031,668 19,031,664 19,031,666 0 0
・対象施設：148施設
・補助総額：57,095,000円

感染防止にかかる備
品の購入や接触リスク
の軽減などに係る経費
を補助することにより、
効果的な新型コロナウ
イルス感染症拡大防止
策を図ることができた。

84

子ども・子育て支援交付
金
（公立保育所等、一時預
かり）

保育課

〈事業の内容〉
公立保育所等（保育所、幼保連携型認定こども園）の一時
預かり事業、延長保育事業における新型コロナウイルス感
染症拡大を防止する観点から、マスクや消毒液等の衛生
用品や感染防止のための備品の購入を行うもの

〈経費の内容〉
感染防止対策を行うための衛生用品や備品の購入費

R3.4.1 R4.3.31 8,000 8,501,334 2,833,334 2,834,000 2,834,000 0 0
・対象施設：20施設
・事業費：8,500,000円

感染防止にかかる備
品の購入や接触リスク
の軽減などにより、効
果的な新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止
策を図ることができた。



事業の概要
〈事業の内容〉
〈経費の内容〉

事業開始
年月日

事業完了
年月日

Ｎｏ 交付対象事業の名称
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（令和４年度）

予算額又は
実施計画事

業費
（千円）

決算額
（実績額）

（円）
【実施状況、実績】 【事業効果】

地方創生臨時
交付金充当額

（円）

国庫支出金
（円）

県支出金
（円）

その他
（円）

一般財
源

（円）

85

子ども・子育て支援交付
金
（私立幼稚園、一時預か
り）

保育課

〈事業の内容〉
私立幼稚園の一時預かり事業における新型コロナウイル
ス感染症拡大を防止する観点から、マスクや消毒液等の
衛生用品や感染防止のための備品の購入にかかる補助
及び継続的な事業実施に向けた環境整備を図るもの

〈経費の内容〉
感染防止対策を行うための衛生用品や備品の購入費及び
かかり増し経費
【補助基準額】
一時預かり事業1事業当たり30万円を上限に助成

R3.4.1 R4.3.31 2,700 1,013,668 337,668 338,000 338,000 0 0
・対象施設：4施設
・補助総額：1,013,000円

感染防止にかかる備
品の購入や接触リスク
の軽減などにより、効
果的な新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止
策を図ることができた。

86

子ども・子育て支援交付
金
（公立幼稚園、一時預か
り）

保育課

〈事業の内容〉
公立幼稚園の一時預かり事業における新型コロナウイル
ス感染症拡大を防止する観点から、マスクや消毒液等の
衛生用品や感染防止のための備品の購入を行うもの

〈経費の内容〉
感染防止対策を行うための衛生用品や備品の購入費

R3.4.1 R4.3.31 600 300,000 100,000 100,000 100,000 0 0
・対象施設：2施設
・備品購入費：300,000円

感染防止にかかる備
品の購入や接触リスク
の軽減などにより、効
果的な新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止
策を図ることができた。

87

子ども・子育て支援交付
金
（地域子育て支援拠点事
業）

こども・若者支援課

〈事業の内容〉
地域子育て支援拠点事業（連携型）における、新型コロナ
ウイルス感染症拡大を防止する観点から、マスクや消毒液
等の衛生用品や感染防止のための備品の支援を行うこと
により、継続的な運営に向けた環境整備を図るもの

〈経費の内容〉
マスクや消毒液等の衛生用品や感染防止のための
備品購入費

R3.4.1 R4.3.31 3,600 2,041,708 681,708 680,000 680,000 0 0

・対象：地域子育て支援拠点
　　　　 事業（連携型）12箇所

・新型コロナウイルス感染症拡大
防止対策に必要な衛生物品（マ
スクや消毒液等）を購入した。

新型コロナウイルス感
染症対策として、マスク
や消毒液等の衛生用
品や感染防止のため
の備品等の支援を行う
ことにより、継続的な運
営に向けた環境を整備
することができた。

88

子ども・子育て支援交付
金
（市立児童クラブ（独立・
余裕教室））

こども・若者支援課

〈事業の内容〉
市立児童クラブ（独立・余裕教室）における、新型コロナウ
イルス感染症拡大を防止する観点から、マスクや消毒液等
の衛生用品や感染防止のための備品の支援を行うことに
より、継続的な運営に向けた環境整備を図るもの

〈経費の内容〉
マスクや消毒液等の衛生用品や感染防止のための備品
購入費

R3.4.1 R4.3.31 29,007 27,484,405 9,162,405 9,161,000 9,161,000 0 0

・対象：市立児童クラブ
　　　　（独立・余裕教室）44施設

・新型コロナウイルス感染症拡大
防止対策に必要な衛生物品（マ
スクや消毒液等）を購入した。

新型コロナウイルス感
染症対策として、マスク
や消毒液等の衛生用
品や感染防止のため
の備品等の支援を行う
ことにより、継続的な運
営に向けた環境を整備
することができた。

89
子ども・子育て支援交付
金
（民間児童クラブ））

こども・若者支援課

〈事業の内容〉
民間児童クラブにおける、新型コロナウイルス感染症拡大
を防止する観点から、マスクや消毒液等の衛生用品や感
染防止のための備品の支援を行うことにより、継続的な運
営に向けた環境整備を図るもの

〈経費の内容〉
運営費補助金
【補助対象経費】
　民間児童クラブが新型コロナウイルス感染症拡大防止の
　ために購入した備品等の経費
【補助限度額（１支援単位当たり）】
　300千円から500千円（登録児童数により変動）

R3.4.1 R4.3.31 17,027 16,504,000 5,502,000 5,501,000 5,501,000 0 0
・対象：民間児童クラブ41施設
・補助総額：16,504,000円

新型コロナウイルス感
染症対策として、マスク
や消毒液等の衛生用
品や感染防止のため
の備品等の支援を行う
ことにより、継続的な運
営に向けた環境を整備
することができた。



事業の概要
〈事業の内容〉
〈経費の内容〉

事業開始
年月日

事業完了
年月日

Ｎｏ 交付対象事業の名称
所管課

（令和４年度）

予算額又は
実施計画事

業費
（千円）

決算額
（実績額）

（円）
【実施状況、実績】 【事業効果】

地方創生臨時
交付金充当額

（円）

国庫支出金
（円）

県支出金
（円）

その他
（円）

一般財
源

（円）

90

子ども・子育て支援交付
金
（市立児童クラブこどもセ
ンター併設）

こども・若者支援課

〈事業の内容〉
市立児童クラブ（こどもセンター）における、新型コロナウイ
ルス感染症拡大を防止する観点から、マスクや消毒液等
の衛生用品や感染防止のための備品の支援を行うことに
より、継続的な運営に向けた環境整備を図るもの

〈経費の内容〉
マスクや消毒液等の衛生用品や感染防止のための備品
購入費

R3.4.1 R4.3.31 19,516 21,718,655 7,240,655 7,239,000 7,239,000 0 0

・対象：市立児童クラブ
　　　　（こどもセンター）24施設

・新型コロナウイルス感染症拡大
防止対策に必要な衛生物品（マ
スクや消毒液等）を購入した。

新型コロナウイルス感
染症対策として、マスク
や消毒液等の衛生用
品や感染防止のため
の備品等の支援を行う
ことにより、継続的な運
営に向けた環境を整備
することができた。

91
保育対策総合支援事業
費補助金
（認可外保育施設）

保育課

〈事業の内容〉
認可外保育施設において、新型コロナウイルス感染症拡
大を防止する観点から、マスクや消毒液等の衛生用品や
感染防止のための備品の購入にかかる補助及び継続的
な事業実施に向けた環境整備を図るもの

〈経費の内容〉
感染防止対策を行うための衛生用品や備品の購入費及び
かかり増し経費
【補助基準額】
定員区分に応じて1施設につき、以下の額を上限に助成
　定員19人以下　　　　　　　30万円
　定員20人以上59人以下 　40万円
　定員60人以上　　　　　　　50万円

R3.4.1 R4.3.31 22,600 17,895,500 8,948,500 8,947,000 0 0 0
・対象：54施設
・補助総額：17,897,000円

感染防止にかかる備
品の購入や接触リスク
の軽減などに係る経費
を補助することにより、
効果的な新型コロナウ
イルス感染症拡大防止
策を図ることができた。

92
保育対策総合支援事業
費補助金
（民間保育所等）

保育課

〈事業の内容〉
民間保育所等（認可保育所、認定こども園、地域型保育事
業）において、新型コロナウイルス感染症拡大を防止する
観点から、マスクや消毒液等の衛生用品や感染防止のた
めの備品の購入にかかる補助及び継続的な事業実施に
向けた環境整備を図るもの

〈経費の内容〉
感染防止対策を行うための衛生用品や備品の購入費及び
かかり増し経費
【補助基準額】
定員区分に応じて1施設につき、以下の額を上限に助成
　定員19人以下　　　　　　　30万円
　定員20人以上59人以下　 40万円
　定員60人以上　　　　　　　50万円

R3.4.1 R4.3.31 69,100 68,278,500 34,139,500 34,139,000 0 0 0
・対象：176施設
・補助総額：68,279,000円

感染防止にかかる備
品の購入や接触リスク
の軽減などに係る経費
を補助することにより、
効果的な新型コロナウ
イルス感染症拡大防止
策を図ることができた。

93
保育対策総合支援事業
費補助金
（公立保育所等）

保育課

〈事業の内容〉
公立保育所等（保育所、幼保連携型認定こども園）におい
て、新型コロナウイルス感染症拡大を防止する観点から、
マスクや消毒液等の衛生用品や感染防止のための備品
の購入を行うもの

〈経費の内容〉
感染防止対策を行うための衛生用品や備品の購入費

R3.4.1 R4.3.31 12,300 8,350,699 4,175,350 4,175,349 0 0 0
・対象：24施設
・事業費：8,350,699円

感染防止にかかる備
品の購入や接触リスク
の軽減などにより、効
果的な新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止
策を図ることができた。



事業の概要
〈事業の内容〉
〈経費の内容〉

事業開始
年月日

事業完了
年月日

Ｎｏ 交付対象事業の名称
所管課

（令和４年度）

予算額又は
実施計画事

業費
（千円）

決算額
（実績額）

（円）
【実施状況、実績】 【事業効果】

地方創生臨時
交付金充当額

（円）

国庫支出金
（円）

県支出金
（円）

その他
（円）

一般財
源

（円）

94
児童福祉事業対策費等
補助金
（児童養護施設等）

こども家庭課

〈事業の内容〉
児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症拡大
を防止する観点から、マスクや消毒液等の衛生用品の購
入費等を支援することにより、事業の継続的な実施に向け
た環境整備を図るもの

〈経費の内容〉
補助金
【補助対象経費】
（１）：民間児童養護施設等の感染症対策のために購入し
た衛生用品等の購入費
（２）：民間児童養護施設等における個室化に要する改修
費等
（３）：職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的
に実施していくために必要な経費
【補助限度額】
（１）：児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、
　　　ファミリホーム、自立援助ホーム：50万円
（２）及び（３）
　　・児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設：500万円
　　・ファミリホーム、自立援助ホーム：100万円
※里親：（１）、（２）合わせて20万円

R3.4.1 R4.3.31 33,500 7,258,535 3,629,535 3,629,000 0 0 0

・児童養護施設（2施設)：
　　　　　　　　　　　　3,046,912円
・母子生活支援施設(1施設)：
　　　　　　　　　　　　2,536,779円
・自立援助ホーム(2施設)：
　　　　　　　　　　　　　212,089円
・ファミリーホーム(1施設)
　　　　　　　　　　　　　848,908円
・里親(20世帯)：613,847円

補助金を活用し、十分
な新型コロナウイルス
感染拡大防止対策を
講じることができたた
め、事業を継続的に実
施することができた。

95
地域子供の未来応援交
付金
（子どもの居場所支援）

こども・若者支援課

〈事業の内容〉
長引くコロナ禍により、子どもの貧困問題が一層重要な課
題となっており、子どもの社会的孤立や孤独が懸念されて
いることから、地域住民が主体となり実施している子ども食
堂や無料学習支援など、子どもの貧困対策に繋がる取組
みを支援し、地域主体の子どもの居場所づくりを推進する
ため、取組みを始める際に必要な情報の提供、活動の周
知や運営に関する相談など、団体が活動しやすい環境づく
りを推進するもの

〈経費の内容〉
総合相談窓口設置の委託料、消耗品費及び賃借料

R3.4.1 R4.3.31 4,752 4,729,822 2,053,822 2,676,000 0 0 0

・総合相談窓口相談件数：645件
・立上げセミナー：3回
　　　　　　　（延べ参加人数69人）
・情報交換会：4回
　　　　　　　（延べ参加人数73人）
・実演形式の子ども食堂：3回

子ども食堂や無料学習
支援など、子どもの居
場所づくりのために、
総合相談窓口を引続き
運営し、団体の新規立
上げのためのセミナー
を開催するとともに、既
存団体の活動支援の
ため情報交換会を実
施した。
　また、 子どもの居場
所の空白地域におい
て、新規開設に繋げる
ため、実演形式での子
ども食堂等を実施し、
子どもの居場所づくり
に対する意識の醸成を
図った。

96
疾病予防対策事業費等
補助金
（成人健診システム改修）

健康増進課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための外出
自粛等により人々の体調の悪化が懸念される状況にある
ため、「新しい生活様式」に対応しつつ健康の維持・増進を
図るため、個人がマイナポータルを活用して自らの健康情
報等を把握可能にするためのシステム改修を行うもの

〈経費の内容〉
委託料（成人健診システム改修経費）

R3.9.1 R4.3.31 5,126 5,126,000 1,375,000 3,417,000 0 0 334,000

改修によって検診を受けた市民
（40歳以上の男性、20歳以上の
女性）がマイナポータルで検診結
果を閲覧できるようになった。

「新しい生活様式」に対
応しつつ健康の維持・
増進を図るため、個人
がマイナポータルを活
用して自らの健康情報
等を把握可能にする体
制を構築することがで
きた。



事業の概要
〈事業の内容〉
〈経費の内容〉

事業開始
年月日

事業完了
年月日

Ｎｏ 交付対象事業の名称
所管課

（令和４年度）

予算額又は
実施計画事

業費
（千円）

決算額
（実績額）

（円）
【実施状況、実績】 【事業効果】

地方創生臨時
交付金充当額

（円）

国庫支出金
（円）

県支出金
（円）

その他
（円）

一般財
源

（円）

97
介護保険事業費補助金
（マイナンバー関連システ
ム改修）

介護保険課

〈事業の内容〉
令和3年6月より、マイナンバー情報連携に係るシステム上
のデータ標準レイアウトが改正され、介護保険事務におい
て、個人情報の提供項目が追加されるため改修するもの。
（マイナンバー情報連携：被保険者に求める添付書類が最
小限となるよう、自治体間で介護保険課事務における被保
険者の個人情報を照会するもの。）この改修により、被保
険者に対面による書類提出を求める機会が最小限となり、
新型コロナウイルス感染症対策の一環となる。

〈経費の内容〉
システム開発委託料

R3.4.1 R3.6.30 5,481 5,480,750 1,827,750 3,653,000 0 0 0

令和3年度6月～3月分
・照会件数：6,804件
　　　　　　　（1日平均：約30件）
・情報連携件数：6,676件
・実施率：98.1％

情報連携によって他自
治体から得られる個人
情報の提供項目が追
加されたため、被保険
者に対面による書類提
出を求める機会が最小
限となり、新型コロナウ
イルス感染症対策の一
環となった。

98
地域就職氷河期世代支
援加速化交付金

産業・雇用対策課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい就職活動
を余儀なくされている就職氷河期世代の求職者に対し、セ
ミナーやカウンセリング等を実施し、正規雇用化を支援す
るもの

〈経費の内容）
事業委託経費

R3.4.1 R4.3.31 8,800 8,800,000 2,200,000 6,600,000 0 0 0

・セミナー：
　61回実施（参加者数235人）

・キャリアカウンセリング：
　72回実施（実施実人数31人）

・就職決定者数18人
（正規雇用7人、非正規雇用11
人）

コロナ禍における求職
者の就職活動の支援
を行い、雇用の維持を
図ることができた。

99
疾病予防対策事業等補
助金

疾病対策課

〈事業の内容〉
令和2年10 月から定期接種化されたロタウイルスワクチン
の接種履歴について、新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から、マイナンバー情報連携を行うため、本市に
おける予防接種台帳システムを、デジタルＰＭＯに掲示し
ている「データ標準レイアウト関連様式＜R03 年06 月向け
＞」に準拠するよう改修するもの

〈経費の内容〉
予防接種（ロタウイルスワクチン）副本登録対応情報照会
機能改修費

R3.4.30 R4.3.31 330 330,000 110,000 220,000 0 0 0

予防接種（ロタウイルスワクチン）
副本登録対応及び情報照会機
能改修によりマイナポータルでロ
タウイルス感染症予防接種の接
種歴が閲覧できるようになった。

システム改修により、
被接種者及びその保
護者が予防接種歴を
確認する際に来庁する
必要が最小限となり、
新型コロナウイルス感
染症対策の一環となっ
た。

100
地方消費者行政強化交
付金

消費生活総合センター
資源循環推進課

〈事業の内容〉
新型コロナウイルス感染症の感染対策として、インターネッ
トを介した消費生活相談や、新型コロナに伴う新たな手口
や課題に対応するための相談員の研修を実施するもの。
また、「新しい生活様式」の中での食品ロス削減に向けた
啓発事業を実施するもの

〈経費の内容〉
インターネット回線使用料、啓発動画作成費、研修参加費
用等

R3.4.1 R4.3.31 984 794,285 401,143 0 393,142 0 0

＜オンライン相談＞
中央区市民相談室及び南区市
民相談室でオンライン相談を実
施した。
・相談件数：5件

〈研修〉
新型コロナ拡大等に伴い増加し
た消費者問題に係る新たな課題
に対する研修会等へ参加した。
・4つの研修に延べ6名が参加

＜SDGｓへの取組＞
食品ロスに関するオンライン講演
会等の啓発事業を実施

＜オンライン相談＞
中央区市民相談室及
び南区市民相談室で
オンライン相談ができ
る環境を整備し対応し
た。

〈研修〉
新型コロナ拡大等に伴
い増加した消費者問題
に係る新たな課題に対
する研修会等へ参加
し、相談員の相談能力
を強化した。

＜SDGｓへの取組＞
食品ロス削減に向けた
啓発事業の拡充が図
られた。



事業の概要
〈事業の内容〉
〈経費の内容〉

事業開始
年月日

事業完了
年月日

Ｎｏ 交付対象事業の名称
所管課

（令和４年度）

予算額又は
実施計画事

業費
（千円）

決算額
（実績額）

（円）
【実施状況、実績】 【事業効果】

地方創生臨時
交付金充当額

（円）

国庫支出金
（円）

県支出金
（円）

その他
（円）

一般財
源

（円）

101
新型コロナウイルス感染
症セーフティネット強化交
付金

精神保健福祉センター

〈事業の内容〉
 新型コロナウイルス感染症の影響による自殺リスクの高
まりも踏まえ、年末年始を除く毎日、17時から22時にかけ
て、自殺予防電話相談を民間委託により実施するもの

〈経費の内容〉
自殺予防電話相談業務委託に要する経費

R3.4.1 R4.3.31 5,955 5,954,488 1,489,488 4,465,000 0 0 0

・開催日数：359日
・相談件数：3646件
（新規：534件、再相談：2663件、
　不明：449件）

電話相談を通じて、さ
まざまな不安を抱えて
いる人の気持ちに寄り
添うことにより、自殺予
防及びこころの健康を
保持するための支援を
行った。

102

新型コロナウイルス感染
症にかかる子育て世帯へ
の影響に関するアンケー
ト調査

こども・若者政策課

〈事業の内容〉
コロナ禍における子育て世帯への影響等を把握し、支援
施策等の立案の資料とするため、アンケート調査を実施す
るもの

〈経費の内容〉
アンケートハガキの郵送料

R3.10.21 R3.11.5 184 183,268 183,268 0 0 0 0

・アンケート送付世帯：
　　　　　子育て世帯3,000世帯

・回答：758世帯

コロナ禍における子育
て世帯の生活実態や
経済的な影響を把握す
ることができた。

103 抗原検査簡易キット
職員厚生課

教職員給与厚生課

〈事業の内容〉
保育士や教職員等の社会機能維持者については、抗原検
査キットを用いた2日にわたる検査で陰性確認した場合に
待機期間の短縮が可能となったことから、保育士や教職員
等のうち濃厚接触者となったものに簡易検査キットを配付
し、市民サービスの停滞を防止するもの

〈経費の内訳〉
新型コロナウイルス感染症抗原検査簡易検査キット購入
経費

R4.2.1 R4.3.31 1,200 561,000 561,000 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症抗原
検査簡易キット購入数：600個

感染者の急増に備え、
抗原検査簡易キットを
購入することができた。

104
学校臨時休業対策費負
担金

学校保健課

〈事業の内容〉
学校の臨時休業に伴う学校給食休止に係る学校給食費を
保護者に対して返還等することで、保護者の負担軽減に
資するもの

〈事業の内容〉
・キャンセルせずに購入し、廃棄した食材に係る経費
・既に発注された食材にかかる違約金等
・給食費の返金等に要する費用

R3.9.6 R4.3.31 4,954 1,949,317 1,949,317 0 0 0 0

・単独調理場小学校：
　　　　　　　21校、1,766,547円
・給食センター：
　　　　　　　2センター、13,642円
・デリバリー給食中学校：
　　　　　　　30校、169,128円

本事業により、各学校
等から臨時休業に伴う
学校給食費を保護者
に返還することで、保
護者の負担軽減等に
資することができた。

3,673,840 3,298,392,883 3,044,866,493 207,294,013 45,894,808 3,569 334,000合計


