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令和４年度 駒ヶ根市新型コロナウイルス緊急経済対策事業 一覧

【総事業費】 444,085千円 （うち補正予算第５号規模 147,570千円）

● 事業者の事業継続及び雇用維持のための対策
No. 21 介護・障がい福祉サービス事業支援金交付事業 6,700千円
No. 23 コロナ禍における公衆浴場燃料高騰対策補助金交付事業 700千円
No. 25 地域生活交通事業者燃料価格高騰対策応援事業 1,600千円

【財 源】 国庫支出金 （地方創生臨時交付金）

県支出金 （第６波対応事業者支援交付金）

補正予算第１号 中小事業者応援金 減額18,500千円

● 地域経済活性化及び需要喚起
No. 24 つれてってカードチャージアップ事業 6,300千円

● 市民の生活維持及び下支えのための対策
No. 22 市民生活応援券発行事業 145,596千円
（No. 22-1 生活困難者生活応援 35,096千円）
（No. 22-2 プレミアム付応援券（第４弾） 110,500千円）
No. 26 学校・保育所等給食の物価高騰対策事業 5,174千円
（No. 26-1 学校給食分 3,727千円）
（No. 26-2 保育所分等 1,447千円）



介護・障がい福祉サービス事業支援金交付事業 事業費： ６,７００千円

コロナ禍での原油価格や物価の高騰の影響を受ける介護・障がい福祉サービス事業者が安心してサービ
スを提供できるよう支援金を交付する。

次の金額を交付する。
①事業者の提供サービス数に応じて交付する。
１～２サービス：１０万円
３～４サービス：２０万円
５サービス以上：３０万円

②入浴サービス実施事業所は１０万円を加算する。

市内に事業がある介護及び障がいサービス事業所

１～２サービス：２７事業所

３～４サービス：６事業所

５サービス以上：４事業所

入浴サービス実施事業所：１６事業所

目 的

事業の概要・内容

対象者

概要説明資料 NO.21
駒ヶ根市新型コロナウイルス緊急経済対策
令和４年度 駒ヶ根市一般会計補正予算（第５号）

令和４年８月

民生部 福祉課 内線318

実施期間

担当部署



市民生活応援券発行事業
（生活困難者生活応援） 事業費：３５，０９６千円

支給内容： 応援券（全店共通券）10,000円分

配布時期： 令和４年１０月

利用期間： 令和４年10月21日 ~ 令和５年１月31日

積 算： 応援券 10,000円 × 3,370件 = 33,700千円
郵送費（簡易書留） 414円 × 3,370件 = 1,396千円

① 駒ヶ根市に住所があり、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付

金」の支給を受けた者

② 駒ヶ根市に住所があり、「令和４年度低所得の子育て世帯に対する子

育て世帯生活支援特別給付金」の支給を受けた者

目 的

事業の概要・内容

対象者

概要説明資料 NO.22-1

長引くコロナ禍や世界的な物価高・燃料高の影響を受けている生活困難者の支援のため、市内で幅広く使

えるプレミアム付応援券を非課税世帯及び低所得の子育て世帯に配布する。

駒ヶ根市新型コロナウイルス緊急経済対策
令和４年度 駒ヶ根市一般会計補正予算（第５号）

令和４年10月～令和５年１月

民生部 福祉課 311

実施期間

担当部署



市民生活応援券発行事業
（プレミアム付応援券（第４弾)） 事業費：１１０，５００千円

○次の市民生活応援券（プレミアム付応援券）を販売 販売総数：39,000セット 374,000千円

【デジタル券】
① 地域専用券14,000円分を10,000円で販売（プレミアム率40%) 11,500セット

② 全店共通券12,000円分を10,000円で販売（プレミアム率20%) 5,500セット

【紙券】
③ 地域専用券 7,000円分を5,000円で販売（プレミアム率40%) 15,000セット

④ 全店共通券 6,000円分を5,000円で販売（プレミアム率20%) 7,000セット

○購入上限額
①④：2セット、②：1セット、③4セット

○事業費110,500千円

プレミアム分：94,000千円、事務費16,500千円

目 的

事業の概要・内容

概要説明資料 NO.22-2

長引くコロナ禍や燃料高・物価高の影響を受けている市民の生活支援や事業者の支援及び地域の消費喚起

のため、プレミアム付応援券を発行する。

駒ヶ根市新型コロナウイルス緊急経済対策
令和４年度 駒ヶ根市一般会計補正予算（第５号）

駒ヶ根市民

デジタル券：9月23日～1月31日
紙券：10月21日～1月31日（申込期間9月23日～10月7日）

実施期間
対象者

産業部 商工観光課 内線431

担当部署

○デジタルスタンプラリーの開催
より多くの店舗で応援券が利用されるようデジタルスタ

ンプラリーを実施（デジタル券購入者対象）



コロナ禍における公衆浴場燃料高騰対策補助金交付事業 事業費：７００千円

目 的

事業の概要・内容

対象者

概要説明資料 NO.23

新型コロナウイルス感染症に伴う公衆浴場利用者の減少並びに燃料高騰の長期化により大きな影響を受け

ている市内の公衆浴場を営む者の経営安定を図るため、補助金を交付する。

駒ヶ根市新型コロナウイルス緊急経済対策
令和４年度 駒ヶ根市一般会計補正予算（第５号）

令和４年12月末までの実績
（令和5年1月以降に支払い）

民生部 生活環境課 内線541

実施期間

担当部署

補助の概要：従来の補助金は、前年度との比較により交付する基準となっている。

本事業は、燃料費の高止まりに対して対応するために新設する補助。

補助金の額：令和4年4月から12月までの間のボイラー燃料費の平均単価と令和

2年基準単価との差額に応じて段階的に設定

81～ 90円未満：10万円 90～100円未満：25万円

100～110円未満：40万円 110～120円未満：55万円

120円超 ：70万円

事 業 費：700,000円（最大）

公衆浴場設備改善事業等補助金交付要綱（昭和48年長野県告示第590号）

第２に規定する普通公衆浴場を市内で営む者

支給対象：令和４年度１２月までの燃料費平均単価が、令和２年度の燃料

購入費平均単価の100分の110を超える場合



つれてってカードチャージアップ事業 事業費：６，３００千円

つ

つれてってカードに現金10,000円以上をプリペイドチャージした場合に限り、3,000円分の期間限定ポイン
トが付与される。（一人一回のみ）

○事業費：6,300千円

期間限定ポイント 6,000千円（＠3千円×2,000人）

事務費 300千円（広告料等）

目 的

事業の概要・内容

概要説明資料 NO.24

長引くコロナ禍や燃料高・物価高の影響を受けている商店街等を支援するため、つれてってカード協同組

合で実施する事業を支援し消費拡大を図るとともに、システムリニューアルに向けキャッシュレスの機運を

高める。

駒ヶ根市新型コロナウイルス緊急経済対策
令和４年度 駒ヶ根市一般会計補正予算（第５号）

駒ヶ根市民
10月21日～1月5日（応募期間9月23日～10月7日）

実施期間対象者

産業部 商工観光課 内線431

担当部署



地域生活交通事業者燃料価格高騰対策応援事業 事業費：１，６００千円

次の金額を給付（※同一事業者に対する支援金の上限額は30万円。申請に基づき1回限り。）
①市内に本社又は営業所がある路線バス運行事業者
②市内に本社がある貸切バス事業者

①② …市内の営業車両台数10台以上30万円、10台未満20万円

③市内に本社があるタクシー事業者 …営業車両台数10台以上30万円、10台未満10万円

④市内に本社がある運転代行業者 …一律10万円

・

・バス/タクシー/代行 8事業所

①市内に本社又は営業所がある 路線バス運行事業者

②③④市内に本社がある、貸切バス事業者・タクシー事業者
運転代行業者

目 的

事業の概要・内容

対象者

概要説明資料 NO.25

新型コロナウイルス感染症の長期化による利用者の減少に加えて、燃料価格の高騰により大きな影響を受

けている地域生活交通事業者に対して、運航継続や経営基盤の安定に向けた支援を実施する。

駒ヶ根市新型コロナウイルス緊急経済対策
令和４年度 駒ヶ根市一般会計補正予算（第５号）

予算成立後～令和４年９月

産業部 商工観光課 内線433

実施期間

担当部署



学校・保育所等給食の物価高騰対策事業
（学校給食分） 事業費：３，７２７千円

コロナ禍での物価高騰が続く中、保護者負担を増額せずに、これまでどおりの栄養バランスや質、量を
保った学校給食を実施するため、高騰する食材の値上がり分を支援する。

食材の値上がり分（3％程度）の給食費を公費負担
（令和４年度学校給食費単価：小学生275円/食、中学生315円/食）

・赤穂学校給食センター 1,953千円 （赤穂小学校・赤穂中学校 1,422人）

・赤穂南学校給食センター 1,138千円 （赤穂東小学校・赤穂南小学校 883人）

・竜東学校給食センター 636千円 （中沢小学校・東伊那小学校・東中学校 471人）

合 計 3,727千円

小中学校の児童・生徒・教職員

目 的

事業の概要・内容

対象者

概要説明資料 NO.26-1
駒ヶ根市新型コロナウイルス緊急経済対策
令和４年度 駒ヶ根市一般会計補正予算（第５号）

令和4年7月～令和5年3月

教育委員会 子ども課 83-3479

実施期間

担当部署



学校・保育所等給食の物価高騰対策事業
（保育所分等） 事業費：１，４４７千円

コロナ禍で物価高騰が続く中、保護者負担を増額せずに保育園等の現在の給食水準を維持するため、高
騰する食材費の増額分を支援する。

食材の値上がり分（３％程度）を公費負担

・公立保育所 1,014千円 （北割保育園・美須津保育園・赤穂保育園・飯坂保育園・経塚保育園
すずらん保育園・中沢保育園・東伊那保育園）

・公立幼稚園 95千円 （赤穂南幼稚園・下平幼稚園）
・つくし園 38千円
・私立保育園・幼稚園 300千円 （桜ヶ丘保育園・福岡保育園・聖マルチン幼稚園）

合 計 1,447千円

・市内保育園、幼稚園

・園児、保護者

目 的

事業の概要・内容

対象者

概要説明資料 NO.26-2
駒ヶ根市新型コロナウイルス緊急経済対策
令和４年度 駒ヶ根市一般会計補正予算（第５号）

令和4年7月～令和5年3月

教育委員会 子ども課 内線719

実施期間

担当部署



令和４年度 駒ヶ根市新型コロナウイルス緊急経済対策事業 経過

区分 № 種別
※ 主な事業及び内容 事業費

当初予算
（R4.3.18）

1 D 市議会タブレット端末及びペーパーレス会議システム導入 7,534千円

2 A 地区避難施設Wi-Fi整備 960千円

3 A 中沢支所・東伊那支所空調設備設置工事 2,600千円

4 D こまタク予約配車システム実証事業 4,728千円

5 D 環境配慮型モビリティ実証事業（山麓周遊システム実証事業） 3,834千円

6 B 農業経営者「収入保険」加入支援事業 2,500千円

7 A 農村環境改善センター空調設備設置工事 1,750千円

8 A シルクミュージアム空調設備改修工事 22,660千円

9 B 中央アルプス魅力体感事業 3,000千円

10 A 文化センター空調設備設置・更新工事 14,630千円

11 A 文化センタートイレ改修工事 13,431千円

補正予算第１号
（R4.3.18）

12 B 稲作農家経営支援事業 21,350千円

13 B 畜産農家経営支援事業 1,500千円

14 B 中小事業者応援金
82,500千円
64,000千円

補正予算第３号
（R4.6.6）

15 A 生活困窮者自立支援金支給事業 3,150千円

16 D ふるさとの家施設改修事業 10,300千円

※「種別」の凡例

A 市民の生活維持及び下支えのための対策 B 事業者の事業継続及び雇用維持のための対策 C 地域経済活性化及び需要喚起 D 新しい生活様式のための対策

（1/2）

※補正予算第５号 増額



令和４年度 駒ヶ根市新型コロナウイルス緊急経済対策事業 経過

区分 № 種別 主な事業及び内容 事業費

補正予算第４号
（R4.6.24）

17-1 A
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業
（ひとり親世帯分）

19,388千円

17-2 A
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業
（ひとり親世帯以外分）

18,000千円

18-1 A 生活困難者生活支援特別給付金事業（住民税非課税世帯分） 1,000千円

18-2 A 生活困難者生活支援特別給付金事業（低所得の子育て世帯分） 6,700千円

19 B 宿泊施設利用促進事業（駒ヶ根お宿割「第2弾」） 50,000千円

20 A 小中学校校外活動バス利用補助事業 5,000千円

補正予算第５号
（R4.7.25）

21 B 介護・障がい福祉サービス事業支援金交付事業 6,700千円

22-1 A 市民生活応援券発行事業（生活困難者生活応援） 35,096千円

22-2 A 市民生活応援券発行事業（プレミアム付応援券（第４弾）） 110,500千円

23 B コロナ禍における公衆浴場燃料高騰対策補助金交付事業 700千円

24 C つれてってカードチャージアップ事業 6,300千円

25 B 地域生活交通事業者燃料価格高騰対策応援事業 1,600千円

26-1 A 学校・保育所等給食の物価高騰対策事業（学校給食分） 3,727千円

26-2 A 学校・保育所等給食の物価高騰対策事業（保育所分等） 1,447千円

※「種別」の凡例

A 市民の生活維持及び下支えのための対策 B 事業者の事業継続及び雇用維持のための対策 C 地域経済活性化及び需要喚起 D 新しい生活様式のための対策

（2/2）


