
№ グループ 概要 実施内容 担当部署

1 市民向け
ひとり親家庭特別臨時給
付金（市独自分）の支給

ひとり親家庭の就業環境が変化し、就労収入が減少する
など、日常生活に支障をきたしていることを鑑み、ひとり
親家庭に対し、市の臨時的な特別措置として給付金を支
給するもの。

子ども家庭課

2 市民向け
透析患者へのタクシー券の
交付

新型コロナウイルス感染症対策のため、透析を行っている
障害者の感染リスクの低減及び防止のため、福祉タクシー
利用券の追加交付を行うもの。

障害者支援課

3 市民向け
図書館資料の有料宅配の
実施

新型コロナウイルスの感染症の感染拡大を防止するため、
図書館資料の有料宅配による貸出を実施するもの。

図書館

4 市民向け 書籍除菌ボックスの設置
新型コロナウイルス対策のため、書籍の除菌ボックス6台
(分館４、地域館２）を購入するもの。

図書館

5 市民向け 相談専用ダイヤルの開設
新型コロナウイルス対策のため、相談専用ダイヤルを開設
するもの。また、会計年度任用職員を雇用し、相談体制の
強化を図るもの。

健康増進課

6 市民向け
敬老バスにおける感染症
対策の実施

新型コロナウィルス対策のため、敬老バス「さつき号」に
シートカバー等を設置するとともに、除菌作業を行うも
の。

高齢者支援課

7 市民向け
私立保育所等登園者への
給食費還付金の支給

私立保育所等で登園自粛に伴う給食費の保護者へ還付す
るための補助金を支給するもの。

保育課

8 市民向け 手話通訳タブレットの導入
新型コロナウイルス感染防止のため、タブレットを導入し、
リモートによる手話通訳とすることで、感染リスクの低減
を図るもの。

障害者支援課

9 市民向け 学生応援給付金の支給
アルバイト先の休業等によって収入が著しく減少した学生
を支援するため、「学生応援給付金」として５０万円を限度
に授業料の半額分を支給するもの。

企画政策課

10 学校における対策
小中学生への食糧支援金
の給付

小中学校の休校により、自宅で過ごすこととなった要保護
及び準要保護の世帯に、１人当たり１日５００円の食糧支援
金を給付するもの。

学校教育課

11 学校における対策
小中学校における感染症
対策用消耗品の購入

学校等における新型コロナウイルス感染症対策として実施
する消毒等に必要な保健用消耗品等を購入するもの。

学校教育課

12 学校における対策
小中学校における感染症
対策啓発用ポスターの掲
示

各学級に貼付する「新しい学校生活様式」のポスターを印
刷し、配付するもの。

学校教育課

13 学校における対策
給食調理場の熱中症対策
用消耗品の購入

学校臨時休校からの再開に伴い、学校給食を通常の夏季
休業期間中にも実施することとなったため、エアコンの無
い直営調理場の調理員に対する熱中症対策用として、必
要な消耗品を購入するもの。

学校教育課

14 学校における対策
修学旅行等中止に伴うキャ
ンセル料の負担

感染症予防及び授業時間数確保のための修学旅行及び林
間学園の中止に伴うキャンセル料等を、保護者の経済的な
負担軽減を図るため、市が負担をするもの。

学校教育課

15 学校における対策 小学校の水道蛇口の改修

新型コロナウイルスの感染症予防の観点から、蛇口のハン
ドルをレバー型に改修を行い、肘等による蛇口の開閉手段
を増やすことで、手のひらからの感染症予防対策をし、公
立小学校施設の衛生環境の改善を図るもの。

学校施設課

16 学校における対策 中学校の水道蛇口の改修

新型コロナウイルスの感染症予防の観点から蛇口のハンド
ルをレバー型に改修を行い、肘等による蛇口の開閉手段
を増やすことで、手のひらからの感染症予防対策をし、公
立中学校施設の衛生環境の改善を図るもの。

学校施設課

17 学校における対策
学校・保育所での感染者が
確認された場合の検査費
用の補助

学校、保育所で感染者が発生した場合に対応するための
費用及び被検査者の費用を負担するもの。

健康増進課
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18 学校における対策
感染症対策用消耗品の購
入

新型コロナウイルス対策のため、相談業務を行うフロア
に、空間除菌脱臭機を設置し、体温計を購入する。また、休
校期間中のオンライン学習環境整備のための費用を措置
するもの。

指導課

19 学校における対策
学習支援ソフトウェアの導
入

学校再開後の児童の学習を一層支援するため、市内小中
学校に学習支援ソフトウエアを導入するもの。

指導課

20 学校における対策
児童・生徒へのタブレット
端末の整備

新型コロナウイルス対策としてオンライン学習を可能とす
るため、全児童生徒に１人１台の端末を整備するもの。

指導課

21 経済対策
利子補給金及び信用保証
料の支給

セーフティネット4号の認定を受けた市内事業者の新たな
融資に係る利子及び信用保証料の全額を補助し、事業活
動に影響を受けた事業者を支援するもの。

商工振興課

22 経済対策 テナント支援協力金の支給
中小企業者等に市内のテナントを賃貸している者が家賃
等を減免した場合に減額分の８０％相当、1テナントにつき
1か月当たり上限50万円を助成するもの。

商工振興課

23 経済対策
市内の公共交通機関への
支援金の支給

市内地域公共交通網を維持するため、市内に本社のある
鉄道事業者、路線を持つバス事業者、流山地区タクシー運
営委員会に所属し市内を営業圏とするタクシー事業者に
対し、運行支援緊急支援金を支給するもの。

まちづくり推進
課

24 医療機関向け
感染症対策用消耗品の購
入

医療機関等へ配布するマスクを購入するもの 健康増進課

25 医療機関向け PCR検査体制の強化
医療提供体制の構築に資する医療機関等に、その経費の
一部を助成するもの。

健康増進課

26 医療機関向け
新型コロナウイルス感染症
対策医療提供促進交付金
の支給

PCR検査を実施した医療機関、新型コロナウイルス感染
症患者等の入院を受け入れた医療機関に対して、交付金
を交付するもの。

健康増進課

27 医療体制
地域外来・検査センターの
設置

地域外来・検査センターを設置するもの。 健康増進課

28 医療体制 PCR検査用消耗品の購入 PCR検査実施に必要な消耗品等を購入するもの。 健康増進課

29 感染症対策用品の購入
電解次亜塩素酸水の生成
に必要な消耗品の購入

電解次亜塩素酸水生成器及び電解補助液を購入するも
の。

健康増進課

30 感染症対策用品の購入
感染症対策用消耗品の購
入

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、居宅介護支援
をする者の感染症対策として、防護服、フェイスシールド、
グローブ、ゴーグルを購入するもの。

介護支援課、障
害者支援課

31 感染症対策用品の購入 非接触型体温計の購入

新型コロナウイルス対策のため、利用者等の検温を実施す
るため、非接触型体温計を購入するもの。
（保健センター、高齢者支援課、市民課、出張所、各福祉会
館、スポーツ振興課）

健康増進課、高
齢者支援課、市
民課ほか

32 感染症対策用品の購入
マスク、アルコール消毒液
等の購入

新型コロナウイルス対策のため、マスク、感染防止衣及び
消毒用アルコール等を購入するもの。
（公共施設用）

健康増進課、財
産活用課、保育

課

33 感染症対策用品の購入 感染症対策用備品の購入

新型コロナウイルス感染症対策のため、園児支援に使用し
た布類等の洗濯後に細菌が付着したり、増殖することを防
ぐために乾燥させる必要があることから乾燥機を購入す
るもの。

児童発達支援セ
ンター

34 災害対策 災害対策用備蓄品の購入
避難所における新型コロナウイルス感染症対策として、マ
スク、テント等の公的備蓄を進めるもの。

防災危機管理課

35 窓口
健診用パーテーションの設
置

健診等の再開に伴い、市民との面接の際の飛沫感染予防
用にアクリル板を設置するもの。

健康増進課
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36 窓口
本庁舎等の窓口へのパー
テーション等の設置

新型コロナウイルス対策として、恒常的に市民と接するた
め、感染の危険が極めて高い本庁舎窓口に飛沫感染予防
用パーテーションを設置するほか、出張所、児童発達支援
センターにも飛沫感染予防用アクリルパーテーション、ビ
ニールカーテンなどを設置するもの。

財産活用課、市
民課、児童発達
支援センター

37 窓口 窓口受付発券機の更新

市民課待合室の混雑化を解消し、ソーシャルディスタンス
を確保するために、窓口受付発券機を待ち人数の表示や
インターネットをとおして混雑状況等を確認できるものに
更新するもの。

市民課

38 施設改修
公共施設のトイレ改修及び
手洗自動水栓化

新型コロナウイルス対策として衛生環境を向上させるた
め、トイレの洋式化、手洗いの自動水栓化を実施するもの。
【対象施設】
本庁舎、保健センター、各福祉会館、高齢者趣味の家（東部
及び南部）、障害者就労支援センター、公立保育所、児童
館・児童センター（6か所）、各公園、学童クラブ、生涯学習
センター、コミュニティプラザ、スポーツフィールド、南部柔
道場、各公民館、南流山センター、おおたかの森センター、
図書館、博物館、一茶双樹記念館、社会教育ギャラリー

財産活用課、健
康増進課、社会
福祉課ほか

39 施設改修 感染症対策備品の購入

新型コロナウイルス対策のため、施設内の換気を行えるよ
う、網戸を設置し感染リスクの減少を図るもの。
【対象施設】
本庁舎、森の倶楽部、児童館・児童センター、図書館

財産活用課、高
齢者支援課、子
ども家庭課、図

書館

40 施設改修 感染症対策備品の購入
新型コロナウイルス対策のため、換気の悪い南部柔道場に
エアコンを設置するもの。

スポーツ振興課

41 その他
感染症対策用消耗品の購
入

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、職場内にお
ける感染症対策として、職員用マスク（緊急用）を購入する
もの。

人材育成課

42 その他 流山版DMOの設立支援

新型コロナウイルス感染症の収束後を見据え、地域観光の
舵取り役となって、地域のコンテンツの磨き上げやプロ
モーションを実施し、地域経済を市内で循環させるための
中心となる「観光地域づくり法人（DMO）」の設立を支援
するもの。

流山本町・利根
運河ツーリズム

推進課

43 その他 感染症発生施設の消毒
新型コロナウイルス感染症が発生した公共施設について、
消毒を実施するもの

環境政策課

44 その他
在宅勤務用ネットワーク環
境の構築

新型コロナウイルス感染症対策として、市職員が在宅等で
業務を遂行するためのネットワーク環境を構築するもの

情報政策・改革
改善課

45 その他
保育士緊急雇用助成制度
の実施

新型コロナウイルス感染症の影響で、失業や内定取り消し
となった方で、市内の認可保育施設に常勤保育士として
採用された場合、給与の一部を施設に補助するもの。

保育課

46 市民向け
インフルエンザ予防接種費
用の免除

新型コロナウイルス感染症に感染すると重症化するリスク
が高いとされる、高齢者等のインフルエンザ予防接種の自
己負担分を免除することにより、接種を受けやすくし、季
節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流
行に備えるもの。

健康増進課

47 市民向け
自宅療養者等への配食等
サービス

新型コロナウイルス感染者であって、自宅療養者、入院・宿
泊調整者のうち千葉県の配食事業の対象とならない者
で、希望する方に弁当やレトルト食品を届けるもの。
また、新型コロナウイルスの感染者であって、自宅療養者、
入院・宿泊調整者のうち、必要な方にトイレットペーパー、
消毒液、マスク等の日常生活用品を配送するもの。

高齢者支援課

48 市民向け 乳がん検診の分散実施
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、乳がん検診受診
者数を把握し、検診時期の分散を図るもの。

健康増進課

49 市民向け
妊産婦及び乳幼児の健診
等のためのタクシー費用の
助成

妊産婦及び乳幼児が、不特定多数の人との接触を避ける
ために健康診査及び予防接種の受診のためにタクシーを
利用した際の料金の一部を助成するもの。

健康増進課

50 市民向け
妊婦のパートナーのPCR
検査費用の助成

出産を控えた妊婦に寄り添い、出産の立ち合いや産後の
面会を行うパートナーが、検査した際の費用を助成するも
の。

健康増進課
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51 市民向け
ひとり親世帯及び多子世
帯への予防接種費用の助
成

高齢者（65歳以上）の接種を除き自己負担の任意接種と
なっているひとり親世帯及び多子世帯等の経済的負担の
軽減を目的として、任意予防接種に要する費用を助成し、
接種を受けやすくすることで、新型コロナウイルス感染症
とインフルエンザの同時流行に備えるもの。

健康増進課

52 経済対策
飲食店のテイクアウト及び
デリバリー支援

緊急事態宣言の発令による営業時間の制限を受けて集客
に苦慮する飲食店が、テイクアウト及びデリバリーによって
売り上げ拡大が図れるよう支援するもの。

商工振興課

53 感染症対策用品の購入
AI認証検温システム、非接
触型体温計の設置

市役所本庁舎、江戸川台駅前庁舎、公民館、図書館におい
て、AI顔認証検温システム及び非接触型体温計を購入し
来庁者の検温を行うことで、感染リスクの減少を図るも
の。

財産活用課、公
民館、図書館

54 感染症対策用品の購入 感染防止用備品の購入

新型コロナウイルス感染症予防対策として、療育相談室及
び支援室に加湿空気清浄器を各1台ずつ設置し、また、つ
ばさ学園の給食提供上洗濯を要するものについて、給食
専用の洗濯機を設置するもの。

児童発達支援セ
ンター

55 施設改修 パーテーションの設置
庁舎の男女トイレの入口ドアを撤去し、目隠し用パーテー
ションを設置することで、手指の接触を回避し、感染リスク
の減少を図るもの。

財産活用課

56 施設向け 高齢者施設への指導・助言

高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症の集団
感染を防止するため、市内の特別養護老人ホーム等を対
象とし感染防止対策について医師による専門的見地から
指導助言を行うもの。

介護支援課

57 施設向け
高齢者施設等職員への
PCR検査の実施

高齢者施設等に勤務する職員に体調不良者がいるなど、
施設の感染防止対策に不安や課題がある施設を対象に、
職員のPCR検査を実施し、施設内でのクラスター発生抑
制と、施設利用者への感染を未然に防ぎ重症化を避ける
もの。

介護支援課

58 施設向け
施設利用者及び職員への
PCR検査の実施

介護及び障害者施設、医療機関において、利用者または職
員が新型コロナウイルス感染症にり患し、施設内で濃厚接
触者が出た場合に、感染拡大防止を図るため、施設利用者
及び職員に対し、PCR検査を行うもの。

健康増進課

59 その他 救急隊員への手当の給付
新型コロナウイルス感染症対策に従事した救急隊員など
に対し、防疫等作業手当を支給するもの。

人材育成課
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