
駒ヶ根市新型コロナウイルス緊急経済対策事業

令和２年度駒ヶ根市一般会計補正予算（第14号）関連

事業概要説明資料

令和３年３月



駒ヶ根市新型コロナウイルス緊急経済対策事業 一覧

● 市民の生活維持及び下支えのための対策 42,750 千円

No.１ 市役所本庁舎及び支所の空調設備整備事業

No.２ 子ども交流センター入退室システム導入事業

No.３ 小中学校空調設備整備事業

【総事業費】 53,750 千円 （※補正予算第14号規模： 551,244千円）

【財 源】 国庫支出金（地方創生臨時交付金）

10,400 千円

850 千円

31,500 千円

● 事業者の事業継続及び雇用維持のための対策 11,000 千円

No.４ 新型コロナウイルス緊急対策資金利子補給基金積立金 11,000 千円



駒ヶ根市新型コロナウイルス緊急経済対策
令和２年度 駒ヶ根市一般会計補正予算（第14号） 概要説明資料 NO.１

市役所本庁舎及び支所の空調設備整備事業 事業費： 10,400 千円

災害時の対策本部及び選挙事務等の会場並びに支所の図書室として使用される施設における

新型コロナウイルスの感染リスク低減を図るため、換気機能を備えた空調設備の整備を行う。

目 的

事業の概要・内容

市民及び職員の感染予防

対象者

令和3年度

実施時期

総務部 総務課 内線211

担当部署

○市役所本庁舎

２階大会議室 7,800千円

○中沢支所

図書室 1,300千円

○東伊那支所

図書室 1,300千円
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駒ヶ根市新型コロナウイルス緊急経済対策
令和２年度 駒ヶ根市一般会計補正予算（第14号） 概要説明資料 NO.２

子ども交流センター入退室システム導入事業 事業費： 850 千円

新型コロナウイルス感染拡大により、職員の増加した業務負担の軽減を図るとともに、児童

の入退室および職員の勤怠管理を行い事業の効率化を目指す。

目 的

事業の概要・内容

子ども交流センター利用児童及び職員

対象者

3月中に導入、4月から稼働

実施時期

教育委員会 子ども課 内線716

担当部署

施設のICT化により、新型コロナウイルスの感染対策により、

業務量が増加した職員の事務作業を軽減し、効率化を図ること

で、見守りや、児童とより向き合う時間を確保する。

◆専用端末３台：605千円

◆入退室システム：245千円
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駒ヶ根市新型コロナウイルス緊急経済対策
令和２年度 駒ヶ根市一般会計補正予算（第14号） 概要説明資料 NO.３

小中学校空調設備整備事業 事業費： 31,500 千円

小中学校の各室内での換気もしくは除菌等の機能がある空調設備（エアコン）を設置するこ

とで、学校内における新型コロナウイルスの感染リスクの低減を図る。

目 的

事業の概要・内容

児童・生徒・教職員

対象者

３月～5月

実施時期

教育委員会 子ども課 内線705

担当部署

■実施設計修正業務 一式 500千円

■エアコン機器設置

① 赤穂小 ：職員室 4,090千円

② 赤穂東小：事務室、校長室、職員室 6,750千円

③ 赤穂南小：事務室、校長室、職員室 4,880千円

④ 中沢小 ：事務室、校長室、職員室 4,860千円

⑤ 東伊那小：事務室、校長室、職員室 4,820千円

⑥ 東中 ：事務室、校長室、職員室 4,600千円

⑦ 中間教室：2教室 1,000千円
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駒ヶ根市新型コロナウイルス緊急経済対策
令和２年度 駒ヶ根市一般会計補正予算（第14号） 概要説明資料 NO.４

新型コロナウイルス緊急対策資金利子補給基金積立金 事業費： 11,000 千円

新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けた市内事業者を対象に創設した「新型コロナウ

イルス緊急対策資金」の利用者に対し、利子補給による支援を行う。

利子補給期間が令和３～４年度分の補給額について基金に積み立てる。

目 的

事業の概要・内容

新型コロナウイルス緊急対策資金利用者

対象者

令和3年度～4年度

実施時期

産業部 商工振興課 内線431

担当部署

○ 積算（R3～４分） R3年度末：69件 850万円、R4年度末：65件 250万円
○ 利子補給期間 24か月

【参考】新型コロナウイルス緊急対策資金（R2/3/23～R3/3/31）
・直近１ヶ月間又は直近3ヶ月間の売上高が前年同期と比べ10％以上減少している事業者

・運転資金、貸付限度額20,000千円、年率1.1％ 期間7年以内（据置1年以内）

・信用保証料は市補助により事業者の負担なし
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駒ヶ根市新型コロナウイルス緊急経済対策事業 経過１

区分 主な事業及び内容 事業費

補正予算第１号
（R2.3.19）

新型コロナウイルス緊急対策資金融資利子補給金債務負担行為の追加 －

補正予算第２号
（R2.4.10)

駒ヶ根市テイクアウト店プレミアム付き応援チケット発行事業（2,000）
駒ヶ根市早太郎温泉施設プレミアム付きチケット等発行事業（20,000）

22,000千円

補正予算第３号
（R2.5.1）専決

特別定額給付金事業 3,292,600千円

補正予算第４号
（R2.5.18)

市民の生活維持
及び下支え

多言語版緊急時・防災時ガイドブック作成事業（650）
子育て世帯への臨時特別給付金事業（42,938）
ひとり親家庭生活支援給付金事業（5,580）
感染症対策用物品購入（2,000）
就学援助費交付世帯学校給食費全額負担事業（4,123）
ＧＩＧＡスクール推進支援事業（6,038）

182,829千円

事業者の事業継続
及び雇用維持

介護・障がい福祉サービス事業支援金交付事業（4,000）
農産物直売所休業協力金（800）
新型コロナウイルス拡大防止協力金・支援金事業（24,100）
新型コロナウイルス拡大防止協力金等上乗せ支援事業（24,100）
雇用調整助成金上乗せ補助金（32,000）
早太郎温泉施設特別支援事業（29,000）※予算組み替え支援

地域経済活性化
及び需要喚起

つれてってカードポイント上乗せ還元事業（1,500）
飲食店プレミアム付き応援チケット発行事業（6,000）

補正予算第５号
（R2.6.25）

市民の生活維持
及び下支え

寄付を活用した感染症対策用品等購入（500）
住居確保給付金事業（2,801）
ＧＩＧＡスクール推進事業（184,562） 225,063千円

事業者の事業継続

及び雇用維持

中小企業融資促進事業（32,000）

駒ヶ根高原温泉開発株式会社補助金（5,200）

～ 次頁へつづく ～ ５



駒ヶ根市新型コロナウイルス緊急経済対策事業 経過２

区分 主な事業及び内容 （★：新生活様式対応事業） 事業費

補正予算第６号
（R2.7.30）

市民の生活維持
及び下支え

公共施設における感染予防対策機器等購入（6,583）
ふるさと駒ヶ根学生応援便事業（4,000）
ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業（20,480）
通いの場 コロナ対策補助金（1,200） ※既存予算対応
中央アルプス国定公園指定記念魅力体感事業（1,975）
小中学校感染症対策強化に係る保健衛生用品等の整備（10,000）
小中学校網戸設置・手洗場増設事業（12,891）
小中学校感染症対策強化に係る学校内消毒作業補助（2,103）
小中学校校内通信ネットワーク整備事業（52,900）※財源組替 ★

145,032千円

事業者の事業継続
及び雇用維持

ふるさとの家新しい生活様式対応化事業（10,000）★一部
地域経済構造の強靭化事業（20,000） ★一部

地域生活交通事業者支援金（2,900）

補正予算第７号
（R2.9.29）

市民の生活維持
及び下支え

感染症対策のためのマスク等購入支援事業（891）

市立図書館新型コロナウイルス感染予防対策事業（1,000）

139,391千円事業者の事業継続
及び雇用維持

６次産業化特別推進事業補助金（1,200）★
新生活様式を取り入れたビジネスモデル構築支援（2,400）★
新生活様式対応衛生環境改善支援事業（45,000）★
新型コロナウイルス感染拡大防止協力金・支援金事業（△11,100）

地域経済活性化
及び需要喚起

プレミアム付商品券発行事業（第３弾）（100,000）★

補正予算第８号
（R2.11.2）

市民の生活維持
及び下支え

新生児応援金給付事業（23,000）

28,120千円
新しい生活様式の
ための対策

公共施設等の情報環境整備事業（Wi-Fi整備等）（5,120）★

～ 次頁へつづく ～ ６



駒ヶ根市新型コロナウイルス緊急経済対策事業 経過３

区分 主な事業及び内容 （★：新生活様式対応事業） 事業費

補正予算第９号
（R2.11.27）

市民の生活維持
及び下支え

新型コロナウイルス感染症傷病見舞金支給事業（350）
ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業（4,800）
小中学校網戸設置工事（11,330）

修学旅行等のキャンセル料等支援事業補助金（10,991）

105,272千円

事業者の事業継続
及び雇用維持

高速バス感染防止対策事業負担金（3,053）

地域生活交通事業者支援金（5,800）
駒ヶ根高原温泉開発株式会社補助金（19,000）
小規模宿泊施設等特別支援金（4,500）

新しい生活様式の
ための対策

公共施設情報環境整備事業（7,000）★
ICTの活用による地域包括ケア情報共有システムの構築（12,948）★
GoToこまがねウエディング支援金（1,000）★
駒ヶ根ファームス改修事業（15,500）★
観光施設改修事業（9,000）★

補正予算第11号
（R2.12.22)

市民の生活維持
及び下支え

ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業〔基本給付再支給〕
（16,620）

16,620千円

※予算流用対応
（R3.1）

事業者の事業継続
及び雇用維持

飲食事業者等事業継続支援金給付事業（40,000）※既存予算流用
補正予算第４号 雇用調整助成金上乗せ補助金（△20,000）
補正予算第６号 地域経済構造の強靭化事業（△20,000）

0千円

補正予算第14号
（R3.3.19）

市民の生活維持
及び下支え

市役所本庁舎及び支所の空調設備整備事業（10,400）
子ども交流センター入退室システム導入事業（850）
小中学校空調設備整備事業（31,500）

53,750千円

事業者の事業継続
及び雇用維持

新型コロナウイルス緊急対策資金利子補給基金積立金（11,000）

【事業費合計】 4,210,677 千円
７


