
◇マスク・消毒液等の確保等（救急搬送における感染症対応を含む。）（67,587千円）

現在急速に到来している感染拡大の第3波に対応するとともに，今後の感染拡大に備え，避難所，緊急診療所，学校施設，保育所や市役所
本庁舎を始めとする市施設内で使用するマスク，非接触型体温計，感染防護服，消毒液，アクリルパーティション等の感染予防対策物品を
購入する。また，救急搬送や消防団の活動時に使用するサージカルマスクを始めとする感染防止資器材を購入する。

【実施事業】
地域防災関係新型コロナウイルス感染症対策事業，新庁舎維持管理事業，総合福祉会館感染症予防対策事業（新型コロナウイルス感染症対策），新
治総合福祉センター感染症予防対策事業（新型コロナウイルス感染症対策），保育所等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，老
人福祉費関係新型コロナウイルス感染症対策事業，生きがい対応型デイサービス施設感染症予防対策事業，介護予防教室等感染症予防対策事業，予
防費関係新型コロナウイルス対策事業，休日緊急診療所運営事業，観光施設新型コロナウイルス感染症対策事業，教育一般管理費，学校保健管理費
新型コロナウイルス感染症対策事業，市民会館関係新型コロナウイルス感染症対策事業，図書館新型コロナウイルス感染症対策事業，体育施設維管
理，常備消防警防救急事業（新型コロナウイルス感染症対策事業），非常備消防一般管理事業（新型コロナウイルス感染症対策事業）（計18事業）

◇コロナに打ち勝つための生活支援策（41,410千円）

◎ごみ袋無料配布【第２弾】（20,030千円）
コロナ禍における家庭での消費活動増大に伴うごみ排出に係る費用負担を軽減するため，ごみ袋の無料引換券を配布する。
【実施事業】ごみ処理関係新型コロナウイルス感染症対策事業

◎教育・保育施設等従事者へプレミアム付商品券の配布（21,380千円）
国の第２次補正による慰労金支給事業の対象外とされた，未就学児を預かる民間の保育施設等に勤務する職員に対して，慰労のためのプ

レミアム付商品券の配布を行う。
【実施事業】保育所等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

土浦市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
（令和２年度第11回土浦市一般会計補正予算：1,313,996千円）
※令和２年第４回土浦市議会定例会（12月議会）において上記補正予算の成立が前提となります。

【第９弾】

感染拡大防止策，生活支援策（108,997千円）

その１



◇社会的な環境の整備（1,203,978千円）

◎３密対策を実施したより快適な空間の創造（1,198,880千円）

〇避難所及び小中学校のトイレ改修
トイレ使用時，水を流す際に発生する飛沫・エアロゾル感染防止のため，災害時の帰宅困難者用避難所となる神立地区コミュニティーセンター及

びトイレの洋式化率が低い小中学校の和式トイレを蓋つきの洋式トイレに改修する(小中学校については，文部科学省補助内定による前倒し実施)。
【実施事業】神立地区コミュニティセンター改修事業，小中学校施設大規模改造事業（計３事業）

〇小中学校の空調機器整備
小中学校の特別教室に空調設備を整備する（文部科学省補助内定による前倒し実施）。
【実施事業】小中学校空調機器整備事業（計２事業）

◎キャッシュレス決済の普及（459千円）

〇観光施設におけるキャッシュレス機器の導入
接触機会が減少するキャッシュレス社会の構築を推進し，消費の回復を図るため，市の観光施設（まちかど蔵「大徳」，きらら館，小町

の館）にキャッシュレス機器を導入する。
【実施事業】観光施設新型コロナウイルス感染症対策事業

◎⾏政⼿続のオンライン化・電⼦処理化（2,662千円）

〇図書館における貸出用電⼦書籍購入
外出抑制につなげ，感染リスクの低減を図るとともに，在宅時間を有意義に過ごしてもらうため，インターネットで貸出しができる電子

書籍を購入する。
【実施事業】図書館新型コロナウイルス感染症対策事業

土浦市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
（令和２年度第11回土浦市一般会計補正予算：1,313,996千円）
※令和２年第４回土浦市議会定例会（12月議会）において上記補正予算の成立が前提となります。

【第９弾】

「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等に関する事業（1,204,999千円）

その２



◇社会的な環境の整備（1,203,978千円）（続き）

◎新型コロナ感染症等に対応した新たな災害対応スタイルの構築（1,977千円）

〇避難場所等におけるWi－Fi環境の整備
避難場所等において，コロナ禍における災害時に，被災者のニーズに応じた情報収集を可能とするための公衆無線LAN（Wi－Fi環境）

の整備を行う。
【整備箇所】
土浦市保健センター（災害対策本部が本庁舎に設置不可能な場合における代替設置場所），土浦市勤労者総合福祉センター（洪水時の指定緊急
避難場所），土浦市総合福祉会館及び土浦市新治総合福祉センター（福祉避難所），各地区公民館（７か所）（指定緊急避難場所）及び神立地
区コミュニティセンター（帰宅困難者用避難所）（計12か所）

【実施事業】
予防費関係新型コロナウイルス対策事業，土浦市勤労者総合福祉センター整備事業（新型コロナウイルス対策），総合福祉会館感染症予防対策
事業（新型コロナウイルス感染症対策），新治総合福祉センター感染症予防対策事業（新型コロナウイルス感染症対策），公民館関係新型コロ
ナウイルス感染症対策事業，神立地区コミュニティセンター管理運営事業（新型コロナウイルス感染症対策）（計６事業）

◇新たな暮らしのスタイルの確立（73千円）

◎地域の⽂化・スポーツ・コンテンツ等の新たな発信の推進（73千円）

〇芸術⽂化活動のインターネット配信環境の整備
コロナ禍における芸術文化活動の発表の機会を確保するため，土浦市立市民会館（クラフトシビックホール土浦）におけるインター

ネット配信環境の整備を行う。
【実施事業】市民会館関係新型コロナウイルス感染症対策事業

土浦市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
（令和２年度第11回土浦市一般会計補正予算：1,313,996千円）
※令和２年第４回土浦市議会定例会（12月議会）において上記補正予算の成立が前提となります。

【第９弾】

「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等に関する事業（1,204,999千円）

その３



◇「新しい旅⾏スタイル」の環境整備や新たな観光ビジネス展開の促進（948千円）

◎⾃転⾞観光の推進（948千円）

〇サイクリング環境のPR
本市のサイクリング環境やまちの見どころを掲載したサイクリング環境PR誌を作成し，広報することで，本市の自転車観光の推進及び

交流人口の増加を図る。
【実施事業】水郷筑波サイクリング環境整備事業（地方創生推進交付金事業）

土浦市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
（令和２年度第11回土浦市一般会計補正予算：1,313,996千円）
※令和２年第４回土浦市議会定例会（12月議会）において上記補正予算の成立が前提となります。

【第９弾】

「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等に関する事業（1,204,999千円）

その４



感染拡大防止策，生活支援策（108,997千円）
その１

事 業 名 担 当 概 要 事業費 歳 入

地域防災関係新型コロナウイル
ス感染症対策事業
【本市独⾃】

総務部
総務課

避難所におけるパーティション，簡易間
仕切り，非接触型体温計等の購入費

1,888 ・一般財源で対応

新庁舎維持管理事業
【本市独⾃】

総務部
管財課

本庁舎及び教育委員会庁舎における窓口
飛沫感染対策のためのアクリルパーティ
ション購入費（123か所分）

1,732 ・一般財源で対応

総合福祉会館感染症予防対策事
業（新型コロナウイルス感染症
対策）【本市独⾃】

保健福祉部
社会福祉課

消毒液，使い捨て手袋，マスク等購入費
（総合福祉会館）

899 ・一般財源で対応

新治総合福祉センター感染症予
防対策事業（新型コロナウイル
ス感染症対策）【本市独⾃】

保健福祉部
社会福祉課

消毒液，使い捨て手袋，マスク等購入費
（新治保健センター）

404 ・一般財源で対応

保育所等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【本市独⾃】

保健福祉部
こども福祉課

保護者及び職員用のフェイスシールド購
入費

357 ・一般財源で対応

老人福祉費関係新型コロナウイ
ルス感染症対策事業
【本市独⾃】

保健福祉部
高齢福祉課

消毒液，マスク等購入費（湖畔荘，つわ
ぶき，ながみね，のりあいタクシー）

1,859 ・一般財源で対応

生きがい対応型デイサービス施
設感染症予防対策事業
【本市独⾃】

保健福祉部
高齢福祉課

消毒液，マスク等購入費（生きがいデイ
対応型サービス）

1,719 ・一般財源で対応

（単位：千円）



感染拡大防止策，生活支援策（108,997千円）
その２

事 業 名 担 当 概 要 事業費 歳 入

介護予防教室等感染症予防対策
事業【本市独⾃】

保健福祉部
高齢福祉課

消毒液，マスク等購入費（介護予防教室
等）

440 ・一般財源で対応

予防費関係新型コロナウイルス
対策事業【本市独⾃】

保健福祉部
健康増進課

公共施設における感染予防対策物品（マスク，
消毒液，防護服等）並びに議場及び本庁舎以
外の施設で使用するアクリル板購入費

43,374
・新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金 10,929

・衛生費寄付金 1,076

休日緊急診療所運営事業
保健福祉部
健康増進課

休日緊急診療所における感染拡大防止対
策物品購入費（空気清浄機，物品保管用
倉庫及びN95マスク）

1,012
・感染拡大防止等支援事業補助金
（茨城県） 1,000

観光施設新型コロナウイルス感
染症対策事業【本市独⾃】

都市産業部
商工観光課

アクリルパーティション及び消毒液スタ
ンド購入費（まちかど蔵，きらら館，観
光案内所，霞浦の湯等）

770 ・一般財源で対応

教育一般管理費【本市独⾃】
教育委員会
教育総務課

教育委員会児童生徒送迎バス座席用アク
リルパーティション購入費

424 ・一般財源で対応

学校保健管理費新型コロナウイ
ルス感染症対策事業

教育委員会
学務課

小中学校及び義務教育学校における感染
防止対策物品購入費（マスク，消毒液及
び体温計）

7,265 ・一般財源で対応

市民会館関係新型コロナウイル
ス感染症対策事業【本市独⾃】

教育委員会
文化生涯学習課

便座除菌クリーナー及びアクリルパー
ティション購入（市民会館（クラフトシ
ビックホール土浦））

731 ・一般財源で対応

（単位：千円）



感染拡大防止策，生活支援策（108,997千円）
その３

事 業 名 担 当 概 要 事業費 歳 入

図書館新型コロナウイルス感染
症対策事業【本市独⾃】

教育委員会
文化生涯学習課
（図書館）

図書館トイレにおける便座除菌クリーナ
―賃借料（21か所）

63 ・一般財源で対応

体育施設維持管理【本市独⾃】
教育委員会
スポーツ振興課

消耗品及びアクリルパーティション購入
費（霞ヶ浦文化体育会館等）

823 ・一般財源で対応

常備消防警防救急事業（新型コ
ロナウイルス感染症対策事業）
【本市独⾃】

消防本部
警防救急課

救急搬送時に必要な感染防止資器材購入
費（サージカルマスク，消毒液，防護服
等）

3,752 ・一般財源で対応

非常備消防一般管理事業（新型
コロナウイルス感染症対策事
業）【本市独⾃】

消防本部
警防救急課

消防団員が活動する際に必要な感染防止
資器材購入費（サージカルマスク）

75 ・一般財源で対応

ごみ処理関係新型コロナウイル
ス感染症対策事業【本市独⾃】

市民生活部
環境衛生課

ごみ袋無料配布【第２弾】に係るごみ袋
製造委託料，ごみ袋無料引換券配布及び
データ入力に係る諸経費

20,030
・新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金 5,154

保育所等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【本市独⾃】

保健福祉部
こども福祉課

民間の保育所，認定こども園，地域型保
育事業，幼稚園及び認可外保育施設職員
へのプレミアム商品券購入費

21,380
・新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金 5,501

（単位：千円）



「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等に関する事業
（1,204,999千円）

その１

事 業 名 担 当 概 要 事業費 歳 入

神立地区コミュニティセンター
管理運営事業（新型コロナウイ
ルス感染症対策）【本市独⾃】

市民生活部
市民活動課

洋式トイレへの改修工事費（神立地区コ
ミュニティセンター）
※帰宅困難者用避難所

5,816 ・一般財源で対応

小中学校施設大規模改造事業
教育委員会
教育総務課

トイレの洋式化率が低い小中学校におけ
る洋式トイレへの改修工事費
※文部科学省補助内定による前倒し実施

470,573
・新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金 34,425

・国庫補助金・起債 286,790

小中学校空調機器整備事業
教育委員会
教育総務課

小中学校及び義務教育学校の特別教室へ
の空調機器設置工事費
※文部科学省補助内定による前倒し実施

722,491
・新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金111,991

・国庫補助金・起債 239,261

観光施設新型コロナウイルス感
染症対策事業【本市独⾃】

都市産業部
商工観光課

キャッシュレス機器の購入及び設置費用
（まちかど蔵「大徳」，きらら館及び小
町の館）

459 ・一般財源で対応

図書館新型コロナウイルス感染
症対策事業【本市独⾃】

教育委員会
文化生涯学習課
（図書館）

電子書籍コンテンツアクセス権購入費
（1,100点）

2,662 ・一般財源で対応

予防費関係新型コロナウイルス
対策事業【本市独⾃】

保健福祉部
健康増進課

Wi-Fi導入工事費，維持費（保健センター）
※災害対策本部が本庁舎に設置不可能な
場合における代替設置場所

179 ・一般財源で対応

土浦市勤労者総合福祉センター
整備事業（新型コロナウイルス
対策）【本市独⾃】

都市産業部
商工観光課

Wi-Fi導入工事費（勤労者総合福祉セン
ター）
※洪水時の指定緊急避難場所

24 ・一般財源で対応

（単位：千円）



「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等に関する事業
（1,204,999千円）

その２

事 業 名 担 当 概 要 事業費 歳 入

総合福祉会館感染症予防対策事
業（新型コロナウイルス感染症
対策）【本市独⾃】

保健福祉部
社会福祉課

Wi-Fi導入工事費（総合福祉会館）
※福祉避難所

175 ・一般財源で対応

新治総合福祉センター感染症予
防対策事業（新型コロナウイル
ス感染症対策）【本市独⾃】

保健福祉部
社会福祉課

Wi-Fi導入工事費（新治総合福祉セン
ター）
※福祉避難所

175 ・一般財源で対応

公民館関係新型コロナウイルス
感染症対策事業【本市独⾃】

教育委員会
文化生涯学習課

Wi-Fi設置導入工事費及び維持費（地区
公民館７か所）
※指定緊急避難場所

1,245 ・一般財源で対応

神立地区コミュニティセンター
管理運営事業（新型コロナウイ
ルス感染症対策）【本市独⾃】

市民生活部
市民活動課

Wi-Fi導入工事費及び維持費（神立地区
コミュニティセンター）
※帰宅困難者用避難所

179 ・一般財源で対応

市民会館関係新型コロナウイル
ス感染症対策事業【本市独⾃】

教育委員会
文化生涯学習課

市民会館におけるネット配信環境整備に
係るフレッツ光導入費用，動画配信専用
光回線使用料等

73 ・一般財源で対応

水郷筑波サイクリング環境整備
事業（地方創生推進交付金事
業）【本市独⾃】

市長公室
政策企画課

サイクリング環境PR誌作成委託料及び
印刷製本費

948 ・一般財源で対応

（単位：千円）


