
令和３年度　飯綱町新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　事業実績及び効果検証等について

番号 事業名 事業概要 事業始期 事業終期
総事業費
　　(千円)

臨時交付金
　　(千円)

事業実績 効果・検証・課題等 担当課

1
医療体制支援
（繰出金）

町立病院運営を維持、医療体制の崩壊を回避する。
町立飯綱病院事業会計へ繰出し、コロナ感染症対策
による減収及び体制整備に要する費用を支援する。

R3.4.1 R3.4.20 43,400 43,400
・発熱外来受診者数：延べ 1,663人
・院内クラスター発生なし

医療体制の整備が図られ、病院運営の維持につながった。
また、病院内におけるクラスターの発生を防いだ。

飯綱病院

2 公共交通事業者支援
地域住民の足の確保のため、経営に大きな影響を受
けている町内タクシー事業者への支援を実施する。

R3.5.10 R3.6.4 440 440 ・支援件数：２件
経営危機にあるタクシー事業者を支援することで、通院や
通学、買い物等において町民生活に欠かすことのできない
公共交通の維持が図られた。

企画課

3
飯綱町感染拡大防止特
別協力金（支援金）事業

感染拡大を防止するため、県の要請に準じた営業時
間の短縮に協力した町内飲食店に対する協力金の
支給
【給付内容】
・1事業者：200千円

R3.5.11 R3.6.18 2,400 1,200
・支給件数：12件
・支給総額：2,400千円

感染拡大防止及び事業者支援が図られた。 産業観光課

4
新型コロナ感染防止環
境整備支援事業

コロナ感染対策に係る環境整備等に取り組む宿泊施
設及び飲食店、食品製造業者、小売業者に対して、
その経費の一部を補助して感染防止を図る。
【補助内容】
・補助対象事業に要する経費の2/3（上限200千円）

R3.7.13 R4.2.18 1,031 1,000 ・補助件数：6件
感染予防に係る設備導入、備品購入等を行う事業者への
補助金交付により、事業継続支援及びアフターコロナに向
けた事業活動の維持が図られた。

産業観光課

5
飲食店等支援給付金事
業

新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受け
ている町内飲食店又は宿泊業者、食品製造業者、小
売業者等に対して、支援金を給付して事業継続を図
る。
【給付内容等】
2021年4月又は5月の売上が、前々年又は前年どち
らかの同月比又は年間平均月額比で20％以上減少
した事業者
・A：1事業者200千円（飲食店、宿泊業者）
・B：1事業者300千円（食料品・酒類製造販売業者）

R3.7.13 R3.12.10 7,900 6,200
・給付件数：36件（A 29件、B 7件）
・給付総額：7,900千円（A 5,800千円、B 2,100千円）

感染症拡大により、大きな影響を受けている飲食・宿泊業に
加え、食品・酒類製造販売業まで業種を拡大し、事業者の
経営支援を図ることができた。

産業観光課

6
飲食店等応援チケット配
布事業

コロナの影響による町内飲食店や宿泊業者の事業
継続のため、経営支援策を実施する。
感染症対応を行っている町内飲食店や宿泊施設等
使える割引応援チケット配布事業
①飲食店等応援チケット発行事業
・販売店のみで使用可能な1冊5千円のチケットを3千
円で販売（プレミアム率40％）
②宿泊券配布事業
・5千円の宿泊券を参加店15事業者へ配布

R3.8.5 R4.3.17 27,456 18,700

①飲食店等応援チケット発行事業
・参加事業者数：35事業者
・精算額：23,872千円（11,936冊）
②宿泊券配布事業
・精算額：2,545千円（509枚）
○商工会への委託業務補助　1,039千円

感染拡大により大きな影響を受けている町内事業者を応援
することで、地域経済の活性化につながり、事業者支援が
図られた。
飲食店等応援チケット発行事業においては、好評につき事
業費を増額して対応することで更なる事業者支援につなげ
ることができた。

産業観光課

7
農産物等販売促進支援
事業

コロナ禍における首都圏等での直接販売が困難な状
況下での農業生産者等を支援するため、多角的な支
援策（ネット販売・宅配サービス等の強化、都市部で
の販売・宣伝のプラットフォームづくり、交流先都市で
の多様な店舗等での販売先確保など）により農産物
等販路確保や拡大を図る

R3.6.17 R4.1.29 2,065 2,000

・産地直送販売管理システムの導入
・首都圏交流都市での物販イベント中止に伴う都市
部での販路確保・開拓支援（豊洲市場・八千代直売
所・志木市直売所・坂戸市・下北沢商店街等）

交流都市先等の販売イベント中止に伴う代替・支援策とし
て、新たな商流・物流構築等を展開することで、販売機会・
販売額の減少を抑制するとともに、新たな販路等を開拓で
き、販路の安定化と拡大に寄与した。

産業観光課

8 住もうプロジェクト事業
コロナ禍における首都圏等での出張相談会ができな
いため、オンライン移住・就農相談会を開催して移住
者等の取り込みを図る

R3.4.1 R4.2.28 259 250 ・R3.4月～R4.3月端末通信費
タブレット端末を導入し、オンラインを活用した移住相談会
の増加や窓口等における移住相談において効率的で効果
的な相談体制がとれた。

企画課

・非接触温度測定及び消毒器　3施設×2台
・飛散防止パネル　1施設×8基

各施設の出入口に設置することで、施設利用者や施設職員
の感染対策を図ることでき安心・安全な施設運営をすること
ができた。

企画課

・非接触温度測定器の購入（5台）
指定管理により運営する町内直売施設・飲食店の５施設に
感染防止対策を実施したことで、来客者の安心安全につな
がるとともに、集客数の減少抑制にも寄与した。

産業観光課

・職員の出退勤時における体温記録システムの導入
職員のコロナ感染防止に対する意識の醸成が図られたとと
もに、出退勤時における職員の体温管理が徹底された。

総務課

2,7609
感染対策備品等整備事
業

町庁舎及び町内拠点（指定管理を含む）施設での感
染対策を実施して、職員や利用者の安全を図る

R3.7.1 R4.3.30 2,851
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令和３年度　飯綱町新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　事業実績及び効果検証等について

番号 事業名 事業概要 事業始期 事業終期
総事業費
　　(千円)

臨時交付金
　　(千円)

事業実績 効果・検証・課題等 担当課

10
福祉施設等感染防止対
策補助事業

福祉施設事業者等におけるコロナ感染症防止対策
のため、資機材等の購入に係る経費を支援する。

R3.7.27 R4.3.25 1,466 1,400
・給付件数：10件
・給付総額：1,466千円

感染拡大防止の対策を講じながら社会福祉サービスの継
続するための支援が図れた。

保健福祉課

・アクリル板　266枚
ウィズコロナ時代への対応として、各自治会集会所での感
染対策が図られた。

総務課

【災害時備蓄品（関連品）】
・防災備蓄倉庫購入３棟
・温度測定付ハンドクリーナー55台
・消毒液購入500ml 110本
・非接触体温測定顔認識システム5台
・エアーテント1式、ワンタッチ式テント1式
・空間除菌装置3台
【災害時備蓄品・消耗品】
・パーテーション100式、シュラフ50枚、衛生セット18
品目 130個、除菌洗浄液4ℓ 16本
【災害備蓄用食料品等】
・アルファ米2箱60食、レトルト食品72箱600食、
飲料水500ml 20箱240本、パン6箱216食、フリーズド
ライみそ汁等 2箱400食、菓子類6箱180食

指定避難所や地区の集会施設等において、感染症予防の
備蓄資機材、衛生用品、避難所用備品、備蓄食料品等を新
たに整備・購入することにより、避難所等における新型コロ
ナウイルス感染のリスク低減が図られ、町民の安全・安心
に繋げることができた。
また、それら感染予防の備蓄資器材等、ストックする防災備
蓄倉庫を防災拠点に設置することにより、必要物資の事前
配備を行うことと併せ、感染拡大防止物資を搬出しやすくな
り、災害発生時の安全かつ速やかな物資輸送体制が図ら
れる。

総務課

12
オンライン申請に向けた
例規整備支援

申請業務をオンライン化することで感染防止対策に
繋げる

R3.7.12 R4.3.31 1,100 1,100
・オンライン化に向けた行政手続きに伴う認め印の廃
止に係る例規整備

各種申請手続きの「オンライン化」に向けた礎が出来た。
今後、非対面による行政手続きの整備につなげる。

総務課

13
公共施設等の管理維持
体制持続化事業

町指定管理施設における安全な業務継続を図るの
ため、従業員等に対するＰＣＲ検査の実施に係る経
費を支援する

R3.5.14 R3.5.20 570 570
【天狗の館】
・PCR検査　19名実施（検査料 1人30,000円）

PCR検査の実施により安全な業務継続を図るとともに、利
用者の安心・安全が確保でき、指定管理施設おいて来訪者
への感染は確認されていない。

産業観光課

14 指定管理施設維持支援

コロナ禍における町指定管理施設の円滑な管理を行
う観点から、受託事業者における雇用の確保と環境
整備等に要する経費を支援し、町施設の運営存続を
図る。

R3.4.5 R4.3.31 9,800 9,200

【天狗の館への支援】
・環境整備等に関する費用 3,500千円
・入場制限等感染防止のための管理に係る費用
5,940千円
・運営継続に係る費用 400千円

指定管理受託事業者が、感染症拡大防止対策のステージ
に十分配慮した上で実施する点検管理や環境整備等を支
援することで、町施設の運営存続が図られた。

産業観光課

15
地域鉄道安全運行支援
事業

新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う減収等に
より経営状況が悪化した、しなの鉄道における鉄道
車両の改修・検査等に係る費用に対する負担金を支
出し、地域公共交通の維持を図る。

R3.8.23 R4.3.31 1,466 1,400 ・補助金：１件（しなの鉄道）
地域鉄道の安全な輸送の確保及び町民生活の維持並びに
減便による感染拡大防止を図ることができた。

企画課

16
高齢者福祉施設環境整
備事業

コロナ集団感染のリスク要因である高齢者福祉施設
（指定管理施設）の感染防止対策を図るため、大浴
場や水道設備の改修を行う

R3.7.1 R3.12.15 1,647 1,616
・デイサービスセンター大浴場大型換気扇更新工事
・多機能型居宅介護施設自動水栓化工事
・オゾン生成器備品購入

感染のリスクが大きい高齢者が利用する高齢者施設の換
気扇の更新や自動水栓化することで、感染リスクが軽減さ
れ感染防止に寄与するととができた。

保健福祉課

17
飯綱町低所得者世帯生
活支援給付事業

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中
で、生活費の負担増や収入の減少などにより困窮し
ている低所得者世帯等の生活支援を行うため、給付
金を支給する。

R3.9.28 R4.3.25 6,368 6,300
・給付件数：476件
・給付総額：6,368千円

新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けている低所
得の世帯に対して、支援を実施することができた。

保健福祉課

18
「ふるさと飯綱」大学生等
応援事業

移動自粛等により帰省できない町出身の大学生等の
生活を支援するとともに、ふるさと”いいづな”を意識
してもらうきっかけづくりとする。

R3.9.27 R3.12.9 360 360 ・支援件数：６０件
新型コロナウイルス感染拡大によりふるさとに帰省が出来
ずさみしい思いをしている家族に、ふるさとを感じてもらい、
さらなる絆を深めることが出来た。

総務課

19 米生産農家支援事業
コロナ感染症の影響による米の消費需要の減少に
伴い、米作農家の収入が大きく減少しているため、米
生産者の次期作に対する経費の一部を支援する。

R3.12.15 R4.3.17 11,070 11,000
米出荷1俵（60㎏）あたり1,000円を補助
・助成俵数：22,140俵
・助成農家数：504農家

米出荷農家の収入減に対する、直接的な支援効果があっ
たことに加え、次期作に対する生産意欲の低下等を抑制で
きたことから、米農家の生産継続と特A米産地としての生産
量確保に寄与した。

産業観光課

11
避難所等公共施設感染
症対策事業

有事に備えた避難所等での３密を回避を図るため、
３拠点及び集会施設(55か所)に備蓄関係資機材等を
整備する

R3.7.7 R4.3.23 16,991 16,824
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