
 

事業実施状況 効果・評価

1 公共的空間安全・安心確保事業 総務
本会議場及び委員会室の飛沫感染防止対策事業を実施するもの
・アクリル製のパーティションの設置
・消毒スプレースタンドの設置

R3.5 R4.3 398          398
 飛沫感染防止対策として、
パーティションの設置、消毒ス
プレースタンドを設置した。

 庁内における感染予防対策
を充実することで感染予防に
貢献した。

2 役場機能分散化ネットワーク整備事業 総務

役場庁舎内で感染症が発生した場合に備えて、他の施設に住民票や諸証明の発行など最低
限の業務がこなせるようネットワークの整備を行うもの。
・ネットワーク機器購入費用（3拠点）
・配線等工事費（3拠点）
・ネットワーク環境整備（3拠点）
・ランニングコスト（3拠点）

R3.5 R4.3 1,338        1,338

 夢の木はうす、農村環境改
善センター、サンビレッジ弥彦
に情報系・基幹系ネットワーク
を構築した。

 幸いにも当該施設で執務す
る事態にはならずに済んだ
が、ワクチン接種会場や各種
選挙投票所として、本事業に
よるオンライン環境整備の効
果がいかんなく発揮された。

3 公共的空間安全・安心確保事業
健康
推進

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、保健センタートイレの洋式化、洗面所自動（セン
サー）水栓化改修工事を行うもの
・女子トイレ２基
・男子トイレ４基
・洗面所４か所
・工事費
・障害者トイレ追加

R3.4 R4.3 3,181        3,181

 令和４年３月３０日に、左記
内容にて改修工事完了。同
日より保健センターにて利用
を開始した。

 蓋つきの洋式トイレに変更し
たことにより、水の飛散が減
少。また様式トイレの自動開
閉機能及び洗面所の自動水
栓機能を追加したことなどか
ら、接触感染リスクの防止に
つながっている。

4 公共的空間安全・安心確保事業
健康
推進

保健センター栄養指導室、消毒室及び事務室の衛生管理のため、調理台の入れ替え（また
は水栓交換）及びシンクの蛇口をひねり式からレバーハンドルタイプに交換するもの
・調理台の水栓交換５台×２口分シングルレバー
・シンク５台分（シングルレバー）
　単水栓２口
　温水混合栓３口
・交換工事費１５口

R3.4 R4.3 197          197

 令和４年３月３０日に、左記
内容（調理台は水栓交換）に
て改修工事完了。同日より保
健センターにて利用を開始し
た。

 間接的な接触を伴う、水栓の
交換によって、衛生環境が改
善された。またシンクの蛇口
をレバータイプにすることによ
り、接触面積が狭まったこと
から、感染リスクの低下につ
ながっている。

5 地域の名産品魅力発信事業 農業

弥彦村のブランド農産品「伊彌彦米」、「伊彌彦ちゃまめ」等のPRを行うもの。
事業内容
　伊彌彦ちゃまめ、伊彌彦えだまめパンフレット作成
　ウェブマーケティング、ウェブ広告
　伊彌彦ブランドwebサイト構築
　伊彌彦ちゃまめ、伊彌彦えだまめ発表イベント、公告
　枝豆共同選果場壁面サイン設置

R3.4 R4.3 5,326        5,292

 枝豆の収穫期に併せ新ブラ
ンドのプロモーションととも
に、ブランド農産物のランディ
ングサイトを構築し、一元的
周知を図った。

 ECサイトでの販売やふるさと
納税に繋がるブランド農産物
サイトを構築し、需要の落ち
込んだブランド農産物の販売
に寄与した。

6 おもてなし広場テラス席造成事業 観光

 観光施設「おもてなし広場」のフードコートにおいて休日の昼食時間に観光客が
集中し、密集・密接の状態となっている。おもてなし広場の緑化エリアをアスファル
ト舗装しテラス席へ改修することで、感染症に強く、より集客能力の高い施設へと
機能強化を図るもの。

・アスファルト舗装
・テント６張・イス、テーブル12セット、テント用ウエイト

R3.4 R3.11 4,932 4,932
 緑化エリアをアスファルト舗
装し、テラス席を設置した。

 テラス席を設置したことによ
り、利用客の密集回避がで
き、さらにおもてなし広場の集
客力を高めることができた。

7
「新しい旅行スタイル」実現のため、宿泊・飲食・運
送等のトータルな環境整備や新たなビジネス展開
の促進

観光

標高が634ｍと登山初心者でも登りやすい弥彦山の登山道のうち、急斜面となっ
ている箇所に安全柵の設置や腐食した木製階段の修繕を行うなど、危険性を除
去する工事を行い観光客が気軽にアウトドア観光を楽しめる環境を整備するも
の。

・弥彦山登山道整備

R3.4 R4.2 10,934      10,934
 安全柵の設置や木製階段の
修繕、水切工の設置による登
山道の整備を行った。

 三密を回避した屋外観光の
環境整備ができた。
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8 地域環境整備事業 観光

感染症の拡大を防止するため、非接触型水栓や和式トイレの洋式化など大門駐
車場・第一駐車場内の公衆トイレの衛生状態の向上を図るもの。

・トイレ改修

R3.4 R3.11 8,558        8,558

 新型ウイルス感染症拡大防
止のため大門町駐車場と第
一駐車場の公衆トイレの自動
水洗化、和式から洋式への改
修工事を行った。

 非接触型の設備を導入した
ことにより感染症の拡大防止
につながった。

9 弥彦公園ＬＥＤライト常設事業 観光

現在弥彦公園紅葉ライトアップは白色灯をイベント時のみ付設しているものの、光
量が弱く公園全体が暗い印象であることから、光の強いＬＥＤ電球を常設すること
によりライトアップを強化し、三密を回避した屋外観光を促しながら、夜の観光ス
ポットを設けることで宿泊者増加を図るもの。

・ライトアップ業務委託料
・弥彦公園管理委託料

R3.4 R4.3 12,463      12,463

 LEDライトを常設することで
夜の弥彦公園の景観をより美
しいものにし、観光誘致を
図った。

 屋外観光の環境整備がで
き、夜の観光スポットを整備し
たことにより宿泊者が増加。
新型ウイルスにより影響を受
けている旅館業者に寄与でき
た。

10 観光プロモーション誘客事業 観光

近年発展目覚ましいデジタル技術やSNSを活用した観光PRを行い、若年層や
SNSユーザーなどの新たな層の取り込みを図ると共に、利用者層の世代や地域
の把握を進めることで今後の観光PRの事業効果の分析を行うもの。

・ＰＲ事業委託費

R3.4 R4.2 1,500        1,500

 弥彦観光協会のHPリニュー
アルや、Twitter、Instagramを
利用することにより若年層へ
の観光PRを行った。

 若年層の取り込みができた。
また、SNS閲覧者の属性分析
をすることで、今後の観光誘
客事業をより効果的行うこと
が可能となった。

11
金銭面での支援等を併せて行う事業者支援事業
（温泉事業特別会計繰出）

建企
施設収入が減収する温泉宿泊施設や日帰り温泉施設に対して、温泉使用料の ３箇月分→１
年分を免除し、経済支援を図るもの。（温泉事業特別会計の温泉使用料免除に係る費用）
・湯神社温泉・桜井郷温泉（10件）

R3.4 R4.3 19,730      12,940

 集客の減少が見込まれ、観
光客を対象にした温泉宿泊施
設及び日帰り温泉施設に、1
年間の温泉使用料を免除し
た。
 湯神社温泉及び桜井郷温泉
（10件）

 人流が制限され、さらにイベ
ントの中止など、温泉地を訪
れる観光客の減少により、苦
境に立たされている温泉施設
への経済支援となった。

12 二松保育園トイレ改修事業 教育
園児と保育士が共用しているトイレがあるため、保育士用のトイレを別の場所に増設し、新型
コロナウイルス感染症の拡大防止に努めるもの。
・二松保育園トイレ改修工事費

R3.4 R3.6 2,024        2,024
 保育園に保育士用のトイレを
増築した。

 園児と保育士のトイレを分離
したことにより、園内での感染
リスク低下につながった。

13 弥彦小学校レストラン備品整備事業 教育

弥彦小学校レストランで使用されているテーブル・イスが一体となっているものを、分離型のも
のに入れ替えることにより、密を避け、新型ウイルス感染症の拡大防止に努めるもの。
・ランチテーブル　 104台
・丸イス　　　　　 450台
・昇降式テーブル　 　1台

R3.4 R3.9 9,020        9,020

 弥彦小学校レストランで使用
されていた、テーブルとイスが
一体になっているものを分離
型に入れ替えた。

 テーブルとイスが分離したこ
とにより密が避けられ、給食
を食べている間の感染リスク
低下につながった。

14 文化資源活用事業 教育

新型コロナウイルス感染症の終息後を見据え、村指定文化財である「旧武石家住宅」を修繕
整備するとともに、文化財街歩きマップを作成して文化資源を観光資源として活用を図るも
の。
・旧武石家住宅修繕工事費
・文化財街歩きマップ作成料

R3.4 R4.3 11,990      11,990

 村の指定文化財である「旧
武石家住宅」の環境整備を
行った。また、「文化財・史跡
めぐり」マップを作製した。

 「旧武石家住宅」の環境整備
や「文化財・史跡めぐり」マッ
プを作製したことにより、村の
文化資源を観光資源とするこ
とができた。
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15 西蒲原地区休日夜間急患センター支援事業
健康
推進

西蒲原地区休日夜間急患センターでは、新型コロナウイルス感染拡大の影響により患者数が
大幅に減少し、施設の管理運営に係る経費の不足が見込まれるため、施設の設置者である
西蒲原福祉事務組合（新潟市・燕市・弥彦村で構成）に対し負担金を支出して、医療提供体制
の維持・継続を図るもの。
（不足する経費を3市村で人口割24,172千円×5.9％＝1,426千円）

R3.4 R4.3 1,426        1,426

 夜間や日曜日、祝日、そして
年末年始に内科、小児科、歯
科に限り、風邪や腹痛など軽
症の患者に外来診療を行っ
ている。

 かかりつけ医が休診する夜
間休日でも、住民が安心して
医療を受けられるよう、救急
対応として応急処置を施し、
スムーズにかかりつけ医に引
き継ぐ体制が整えられた。

16 　修学旅行キャンセル代支援事業 教育
新型コロナウイルス感染症の感染状況により、計画の変更を余儀なくされた修学旅行のキャ
ンセル代について支援するもの
・関西方面中止によるキャンセル代　5,620円×中学2年生70人＝393,400円

R4.1 R4.3 393          393

 新型ウイルスの影響により
中学校の修学旅行にキャン
セル料が発生した件につい
て、キャンセル料を村が全額
負担した。

 保護者の経済的負担を軽減
することができた。

17
令和３年度子育て世帯等臨時特別支援給付金の
非該当者への給付事業

住民

雇用維持・雇用機会の確保、困窮者支援等
子育て世帯、家計急変学生・生徒、生活困窮者に対する給付金として、支給要件に当てはま
らなかった、９世帯１７名に児童１名あたり１０万円を給付する。
・給付金　１００，０００円×１７人＝１，７００，０００円
・事務費　２，０００円

R4.1 R4.3 1,702        1,702

 ３月２５日対象者９世帯17人
へ
振込み完了。
100,000円×17人=1,700,000
円
郵便代、振込手数料　2,000
円

 国の交付金の支給対象外と
なった世帯へ給付すること
で、村内の子ども全員への給
付をすることができた。

18 学校保健特別対策事業費補助金 教育

（小学校）
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、弥彦小学校校舎の窓に換気用の網戸を設置す
るもの
・網戸設置　110枚
（中学校）
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、衛生用品等を購入するもの
・衛生用品等購入

R4.2 R4.3 2,593        1,468

 弥彦小学校の窓に換気用の
網戸を設置した。
弥彦中学校に感染症対策用
品として、アクリルパネル、消
毒スタンド、パーテーション等
を購入した。

 小・中学校における感染症
対策を強化したことにより、校
内での感染リスク低下につな
がった。

97,705            89,756合　　　計
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