
1
コロナに負けない！さやまの新型
コロナワクチン接種協力金

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためワクチン接種を実施する医療機関に対し、
協力金を支給する。

R3.6 R3.11 50,177,200 50,177,200
市内医療機関44カ所に対して協力金を
給付した。

新型コロナワクチンの接種体制を確保
することができた。

新型コロナウイルス感染症対策PT
（ワクチン接種等担当）

2
スクール・サポート・スタッフ配置
事業

新型コロナウイルス感染症対策に伴い増加した学校業務を支援するスクールサポートスタッフを
配置し、児童生徒の学びの保障と教育の負担軽減を図るもの。

R3.4 R4.3 7,791,670 7,791,670
スクール・サポート・スタッフ（延べ16人）
を、小中学校23校に配置した。

教職員が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ことに
より、教師の負担軽減が図られた。

教育指導課

3
狭山市急患センター運営事業継
続支援

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により事業収益が減少し、経営上厳しい状況にある休日夜
間急患センターの事業継続を支援し、一次救急医療提供体制の確保を図るもの。

R3.7 R4.3 18,277,000 18,277,000
狭山市医師会に令和2年度分として13，
027千円、令和3年度分として5，250千円
の支援金を交付した。

狭山市急患センターの運営継続を図り、
市民の医療の安定を確保した。

健康づくり支援課

4 成人式感染防止対策事業 新型コロナウイルスの感染防止対策を講じ成人式を開催するもの。（２回開催） R3.10 R4.1 2,530,000 2,530,000

狭山市成人式における感染症対策等業
務（入場者の体温チェックに係る機器の
設置、消毒や屋内外におけるソーシャ
ルディスタンスの確保、入場者を制限し
たことによる入場できない家族等に対し
ての動画配信）を委託により実施した。
式典挙行日：令和3年11月23日（火）及
び令和4年1月9日（日）

職員だけでは十分な感染拡大防止対策
をとることが困難であったが、感染予防
対策にノウハウのあるイベント開催業者
に委託することで、式典対象者をはじ
め、関係者全ての安全の確保と感染予
防を図ることができた（式典における陽
性者やクラスター発生の報告は受けて
いない）。また、入場者を限定したことに
よるフォローとして行ったLIVE配信も、
様々な事情から参加できない方への広
いフォローができたため、今後の式典の
標準とする予定である。

社会教育課

5 修学旅行支援事業
新型コロナウイルスの感染防止対策を講じ、安心して修学旅行を実施するため出発前の健康観
察の徹底を図るため抗原検査を実施するもの。また、修学旅行が中止や変更となった際は、学校
が旅行業者等に支払う追加費用やキャンセル料を支援する。

R3.10 R3.10 1,412,070 1,412,070

抗原検査ペン型デバイスを1,730個購入
し、小中学校22校、合計2,427個配布し
た。

（800個は、新型コロナウイルス感染症
対応プロジェクトチームより受領）

感染症対策として抗原検査キットを各校
に配布し出発前の健康観察を行ったこ
とにより、コロナ禍において安心して修
学旅行を実施することができた。

教育指導課

6 保育対策事業費補助金
（保育環境改善等事業）
保育所等におけるマスク購入等を支援し、新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るもの。

R3.6 R4.3 12,138,022 6,160,022

市内保育施設に対し、感染拡大防止を
図るために必要な経費について、施設
利用定員を基準に30～50万を上限とし
て補助金の交付を行った。

利用者を制限することが困難かつマス
ク着用も難しい乳幼児に対する保育現
場において、感染拡大防止に必要な物
品購入支援を行ったことにより、感染リ
スクを軽減し、継続した保育を実施する
ことができた。

保育幼稚園課
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7
「新しい生活様式」に向けた公共
施設予約システム改修事業

施設利用の予約や抽選をシステム化し、現地で行う抽選会などにおける３密を回避し、人と人との
接触機会を抑制することで、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するもの。 R3.10 R4.3 2,989,888 2,989,888

現地抽選を実施している施設や令和４
年度より稼働する施設を利用するにあ
たり、オンラインで抽選申込が可能とな
るようシステム改修を行った。

これまで集合して抽選・予約していた施
設において、オンラインで抽選申込を可
能としたことにより、接触の機会を減ら
し、感染症の拡大防止が図られた。ま
た、施設利用者の利便性が向上した。

情報政策課

8
「新しい生活様式」に向けた公立
保育所無線ＬＡＮ環境整備事業

３密を避けられない保育現場における業務の効率化を図り、職員における保育所内の感染症対
策の徹底を推進するもの。

R3.10 R4.3 16,750,679 16,750,679

市内の公立保育所に行政専用ネット
ワークの無線LAN環境を構築した。ま
た、各保育室でこどもの午睡チェックな
どが行えるよう無線LANに接続できるタ
ブレット端末を購入した。

コロナウイルス感染症の拡大を受けて、
密を避けるためこれまで集中していた午
睡の部屋を分散しているところで、こど
もの様子をチェックし報告したり、保護者
との情報交換を行ったりするアプリケー
ションを活用し、業務の効率化を図っ
た。

情報政策課

9 障害者福祉システム改修事業
障害者福祉システムの改修を行い、窓口での対応時間を縮減することで、人と人との接触機会を
抑制し、新型コロナウイルスの感染拡大の防止を図るもの。

R3.10 R4.3 3,827,780 3,827,780

MCWEL障がい者V2システム仕様変更
業務委託
業務期間　：令和3年10月21日～令和4
年3月31日
3,479,800円×1.1＝3,827,780円

氏名等を印字した申請書をシステムか
ら出力することにより、窓口での申請時
における記入項目を大幅に削減した。
結果として、手続きにおける申請者の負
担軽減及び職員の窓口対応時間が削
減され、感染拡大の防止が図られた。

障害者福祉課

10
GIGAスクール構想に伴う情報端
末周辺機器整備事業

新型コロナウイルスの感染拡大により、自宅での学習機会が増えた場合の対応として、ＧＩＧＡス
クール構想により整備した情報端末を有効に活用できるよう家庭用充電器を整備するもの。 R3.11 R4.3 16,679,520 16,679,520

Ｒ3.12　契約
Ｒ4.3　納品完了

新型コロナウイス感染症の拡大に際し、
学習用情報端末の家庭への持ち帰りの
促進に寄与することができ、学習の機会
を保つことができた。

教育総務課

11
GIGAスクール構想に伴う情報端
末整備事業

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により学校が臨時休校となった場合などにおいても、すべ
ての子どもの学びを保障するため、引き続き、ＧＩＧＡスクール構想により整備した児童生徒用情報
端末の活用を図るもの。

R3.4 R4.3 71,314,932 71,314,932

R3.2.1～（小学校）児童１人1台端末リー
ス開始
R3.3.1～（中学校）生徒1人1台端末リー
ス開始

ＧＩＧＡスクール構想に対し、普通教室に
置いて1人1台の学習用情報端末が利
用可能となり、密を避けた学習が可能と
なった。また、コロナ禍において家庭へ
の持ち帰りを実施することで、学校に登
校できない児童生徒の学習機会を保つ
ことができた。

教育総務課
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12
感染拡大防止対策用パーテーショ
ン等設置事業

新型コロナウイルスの感染拡大による行政の遅延を防ぐため市庁舎事務スペースにアクリル板の
パーテーション等を設置し、感染防止の徹底を図るもの。

R3.10 R4.2 2,529,010 2,529,010
座席間の距離が十分確保できない事務
スペース等にパーテーションを設置し
た。

座席間にアクリル板を設置することで飛
沫感染を防止し、感染リスクの軽減が図
られた。

財産管理課

13 自宅療養者支援事業
新型コロナウイルスに感染し、自宅療養を指示された者等の健康管理及び日常生活を支援するも
の。 R3.8 R4.3 15,100,700 14,926,214

自宅療養者に対し食料品等延べ2,624
セット、パルスオキシメーター2,585個の
配送を実施した。また、酸素の吸入が必
要と診断された19人に対し酸素濃縮器
を貸与した。

自宅療養者等に対し必要な支援を実施
することで、保健所及び医療体制のバッ
クアップを図ることができた。

健康づくり支援課

14 市庁舎設備等改修事業
職員や来庁者が利用する市庁舎トイレ設備の乾式化、洋式化及び自動水栓化等の改修を行い、
衛生環境を改善することで、感染リスクの軽減を図るとともに、市庁舎空調設備の機能を改善し、
窓開けによる換気との併用による新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減を図るもの。

R3.6 R3.11 63,778,000 15,000,000
市庁舎高層棟地下１階から３階のトイレ
等給排水設備の改修工事を行った。

トイレの洋式化、手洗い場の自動水洗
化への改修により、トイレ施設の衛生環
境を改善することで、新型コロナウイル
スの感染リスクの軽減が図られた。

財産管理課

15
子育て世帯への臨時特別給付金
(横出し分）

「子育て世帯への臨時特別給付」を離婚等の理由で受け取ることができない世帯に対し、給付金
を支給し支援を行うもの。

R4.1 R4.3 3,453,415 3,453,415
令和4年3月30日の支給をもって事務が
完了した。

離婚等の理由で、受給者に支払われた
子育て世帯への臨時特別給付金につい
て、児童を実際に養育する配偶者等が
受け取れない場合について支給し、当
該児童への経済的支援を行った。

こども支援課

16 感染症防止対策事業
新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる方に対し、抗原検査を実施し、早期に感染者を発見
することで感染拡大の抑制を図るもの。

R3.10 R4.3 17,804,600 17,804,600
市内医療機関、小中学校、高齢者施
設、障がい者施設等に対し抗原検査
キットを配付した。

感染が拡大しキットが不足する状況下
において、需要のある施設等に適時に
配付することで感染拡大の抑制に寄与
することができた。

新型コロナウイルス感染症対策ＰＴ
（自宅療養者支援等担当）
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