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総事業費
No. 事業名 目的 実績 対象者

実績額

　交付金を活用した事業

(1) 令和２年度実施分 単位：円

実施期間 効果検証 担当課

2,202,189 1,987,000 0 215,189

　感染症対策資機材を整備することによ
り、長期化することも想定される中での適
切な避難所運営を行うことが可能となっ
た。

総務課

1
県・市町村連携新型コロナ
ウイルス拡大防止協力企業
等特別支援事業

長野県と市町村が連携して実施する、
休業要請に応じた事業所に対する協力
金等給付事業
（１事業所当たり県200千円、村100千
円の計300千円を給付）

長野県から事業者へ給付
19事業所×100,000円（村負担分）

長野県

2 防災活動支援事業
新型コロナウイルス感染症の感染防止
の観点から、災害時における避難所運
営のための必要資機材を確保

購入資機材
段ボールベッド、室内テント、マッ
ト、不織布マスク、ペーパータオル、
手指消毒液、フェイスシールド、非接
触型電子温度計、ウェットティッシュ

中川村

　新型コロナウイルス感染症の影響により
先行きが不透明な中、迅速な支援を行うこ
とにより、廃業事業者を出すことなく経
営、雇用継続を図ることができた。

産業振興課1,900,000 0 01,900,000

4 高校生等在宅生活応援事業
臨時休校により影響を受けている高校
生等を養育する世帯への支援
（１人当たり10,000円）

村内小売店等で利用できる商品券を給
付
126世帯へ配布

高校生等を養
育する世帯

3 テレワーク環境整備事業
新しい生活様式の実践や働き方改革を
推進するため、職員や議員のオンライ
ン会議やリモートワークの環境を整備

資機材購入及びライセンス購入費
ノートＰＣ50台、収納ケース25個
情報共有クラウドシステム使用料55ア
カウント

中川村

1,260,000 1,260,000 0 0
　高校生等を養育する世帯の経済的不安の
軽減及び村内経済の安定を図ることができ
た。

地域政策課

3,529,000 0 207,700

　リモートワークの環境整備を行ったこと
により、新型コロナウイルスに感染した、
または濃厚接触者となった場合において
も、業務の停滞を招くことにならず、一定
の住民サービスを提供することが可能と
なった。

総務課3,736,700

6
外食産業テイクアウト推進
事業

飲食店等におけるテイクアウトの利用
など、新しい生活様式の実践及び浸透
を図るため、クーポン券（１綴1,500
円（500円×３枚綴）を1,000円で販
売）を発行
合わせて複数の店舗利用を促進するた
めスタンプラリーを実践（500円の
クーポン券及び500円相当の景品を進
呈）

クーポン券500円のプレミアム分を負
担　2,812枚
スタンプラリー景品　788セット
販売、精算に関する負担金（中川村商
工会へ）

村内飲食店等
を利用する中

川村民

5 学生応援給付金事業

家計の急変やアルバイトでの収入減少
の影響を受けている学生を給付金にて
支援（１人当たり10,000円）
希望する学生へは地元農産物等を贈る
（１人当たり4,000円・送料込）

学生応援給付金　70件
農産物等郵送　　60件

中川村出身の
学生

1,967,194 1,967,000 0 194

　新型コロナウイルス感染症の影響を大き
く受けた村内飲食店の利用促進を図り、村
内飲食店等の経営支援及び雇用の継続を図
ることができた。

産業振興課

940,000 0 0
　中川村出身の学生の経済的不安の軽減及
び生活支援を図ることができた。

地域政策課940,000

8 中川村魅力発信事業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響
を受けて売上が低迷している地元産品
のの販売促進につなげるため、村の景
観、食、ひとなどの地域資源をイン
ターネットを活用した情報発信の実施

地域資源を公式ＨＰやふるさと納税サ
イトで紹介するための素材（画像、動
画、ライティング）制作費及び民放ラ
ジオ番組制作費
民放ラジオ番組制作費　2,233,000円
オンラインマルシェ記事、動画作成業
務　1,326,300円
ふるさと納税記事更新　371,800円
陣馬形山ＨＰ作成等　693,000円

中川村

7
新型コロナウイルス感染症
対策商工業支援事業

新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、休業や営業時間短縮に協力した
企業に対し協力金を支給

事業規模に応じて支給
支給事業者数　69件
個人事業主(店舗なし)上限200,000円
個人事業主(店舗あり)上限300,000円
従業員数（１～９人）上限400,000円
従業員数（10人以上）上限500,000円

村内事業所及
び個人事業主

4,624,100 4,484,000 0 140,100

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止措
置により、販路減少や来訪者が途絶えるな
ど、大きな影響があったが、オンラインで
の情報提供により新たな販路開拓及び魅力
を発信することができ、コロナ禍、収束後
のにぎわい創出の一助になるシステムを構
築することができた。

地域政策課
産業振興課

15,700,000 0 175,000

　新型コロナウイルス感染症の影響により
先行きが不透明な中、迅速な支援を行うこ
とにより、廃業事業者を出すことなく経
営、雇用継続を図ることができた。

産業振興課15,875,000



R2.7.1

～

R3.2.25

R3.2.1

～

R3.11.5

R2.6.8

～

R3.3.5

R2.6.8

～

R3.3.29

R2.6.8

～

R3.7.20

R2.5.1

～

R2.5.7

R2.5.14

～

R2.8.26

R2.5.14

～

R3.1.31

28,732,214

10
プレミアム商品券発行事業
②

新型コロナウイルス感染症収束後の経
済活動の復興を図るため、プレミアム
付商品券を発行
合わせて生活保護世帯、子育て世帯、
高齢者世帯、障害手帳所持者には
10,000円分の商品券を交付

10,000円分の商品券を5,000円で販
売。三密回避、村民が全員購入できる
よう5,000セット準備
商品券（1,000円）使用　64,396枚
（福祉関係配布分含む）
商工会負担金　40,640,125円
購入券郵送料　282,359円

中川村民

9
プレミアム商品券発行事業
①

新型コロナウイルス感染症収束後の経
済活動の復興を図るため、プレミアム
付商品券を発行

10,000円分の商品券を5,000円で販
売。三密回避、村民が全員購入できる
よう5,000セット準備
合わせて飲食店利用促進を図るため、
500円分のクーポン券を進呈
商品券（1,000円）使用　49,645枚
クーポン券（500円分）使用　4,518枚
商工会負担金　28,512,960円
感染予防消耗品等　76,833円
購入券郵送料　142,421円

中川村民

40,000,000 0 922,484

　村内で使用できる商品券を発行すること
で地域経済の循環や需要喚起を図ることが
できた。そのことにより村内事業所の事業
継続、村民の生活支援が図られた。

産業振興課

14,592,000 14,140,000 214

　村内で使用できる商品券を発行すること
で地域経済の循環や需要喚起を図ることが
できた。そのことにより村内事業所の事業
継続、村民の生活支援が図られた。

産業振興課

40,922,484

　観光クーポン券を発行することにより、
地域経済の活性化が図られ、観光施設及び
飲食店等の事業継続に寄与することができ
た。また、村内外の利用者の満足度向上に
もつながり再訪する機会づくりとなった。

産業振興課

12 ワーケーション等支援事業

コロナ禍での新しいワークスタイル促
進のため、地域内を移動するための自
転車及び充電施設を整備し、シェアオ
フィスの利用促進を図る

電動アシスト付自転車購入（保険料含
む）　３台　818,180円
シェアオフィス太陽光発電設備設置工
事費　2,992,000円

中川村

2,620,000 2,620,000 011
観光施設等利用クーポン券
発行事業

中川村観光協会が主体となり、村内観
光施設等で利用できるクーポン券
（500円×３枚綴）を1,000円で販売

500円券×３枚綴を5,000セット準備
販売セット数　4,667セット
クーポン券（500円）使用　13,822枚
観光協会負担金2,620,000円

村内観光施設
等利用者

843,300

　新型コロナウイルス感染症対策として、
三密を回避し、適切な距離を確保しながら
利用できるよう敷地内の整備を行った。
　安心して利用できる施設として利用者の
満足度が向上し、再訪機会による地域内経
済の活性化の寄与も見込まれる。

産業振興課

3,800,000 0 10,180

　長期化する新型コロナウイルス感染症の
影響により県境を超えての移動制限があ
り、都市部からのワーケーション利用者は
見られなかった。
　多様化するワークスタイルにより近隣か
らのオフィス利用者は増加傾向となり、施
設利用に際しての固定費の増加が見られた
が、太陽光発電導入により総体的な固定費
の軽減を図ることができた。

産業振興課3,810,180

14 マスク・消毒液等購入事業
新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、村内小中学校及び公共施設等に必
要なマスクを購入

布マスク購入　650枚
村内小中学校
及び公共施設

1,879,300 1,036,000 013 公共施設等環境整備事業

新型コロナウイルス感染症収束後の観
光施設再開に備え、緊急事態宣言を受
け閉鎖した陣馬形山キャンプ場の維持
管理及び施設整備の実施

キャンプ場周辺登山道整備、場内支障
木伐採業務　496,700円
キャンプ場内排水管布設、四阿修繕、
法面植生工事　1,382,600円

中川村

1,454,090 1,007,000 0 447,090

　必要備品を整備することにより、教育施
設や公共施設を安心して利用できるように
なるとともに、感染拡大防止対策を合わせ
て図ることができた。

保健福祉課

357,000 0 500

　新型コロナウイルス感染症の感染防止備
品としてのマスクが不足し、児童・生徒の
感染リスクが高まる中であったが、迅速に
布マスクを配布し、学校等での感染拡大防
止を図ることができた。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響
により、受注が減少した村内事業所に受注
することにより、事業継続を図ることがで
きた。

保健福祉課357,500

15
学校保健特別対策事業費補
助金

新型コロナウイルス感染症感染拡大の
第２波、３波に備えるため、小中学校
や公共施設において必要なマスクや消
毒液等の備蓄を行う

小中学校で必要となるマスク、消毒液
等を購入

村内小中学校

16
学校保健特別対策事業費補
助金（単独分）

新型コロナウイルス感染症感染拡大の
第２波、３波に備えるため、小中学校
や公共施設において必要なマスクや消
毒液等の備蓄を行う

必要な備品購入
手指消毒液、消毒用エタノール、フェ
イスシールド、ビニール手袋、パー
ティション、オートディスペンサー、
サージカルマスク等

71,000 71,000 0

　必要備品を整備することにより、小中学
校で安心して活動できるようになるととも
に、感染拡大防止対策を合わせて図ること
ができた。

保健福祉課142,000
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27 地域木材需要創出事業

新型コロナウイルス感染症の影響によ
り需要減少した木材産業や大工を支援
するため、小学校の下駄箱を木質化す
る

東小学校下駄箱（１基あたり12足）
24基　6,490,000円
西小学校下駄箱（１基あたり20足）
24基　6,490,000円
設計費　220,000円

村内小学校 13,200,000 12,000,000 0 1,200,000
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け
ている事業者の事業継続及び雇用継続に寄
与した。

産業振興課

19
オンライン学習環境整備事
業

学習環境の変化を補うため、ＩＣＴを
活用したオンライン学習を導入すると
ともに家庭でのインターネット環境整
備に係る初期工事費用を補助

オンライン学習システム利用料（小中
学校）　3,811,676円
インターネット環境整備補助金
221,884円

村内小中学校
インターネッ
ト環境整備者

18 子育て世帯生活応援事業
子育て世帯の負担軽減のため、給食費
の徴収を免除するとともに、不足する
給食材料費等を補助

小中学生の給食費を１か月免除
給食材料費等の補助　2,800,000円

村内小中学生
の保護者及び
中川村学校給
食センター

17
医療機関や介護施設等の感
染予防対策支援事業

医療現場や介護施設における感染予防
対策の徹底を図るため、必要な経費の
一部を支援

医療機関等へ交付
医療機関（３施設）　900,000円
薬局（２施設）　400,000円
接骨院等（３施設）　300,000円
介護保険事務所(８施設)1,600,000円

村内医療機関
等

4,033,560 601,000 0 3,432,560

　コロナ禍における緊急的な休校や学級閉
鎖時でも学習の停滞を招くことなくカリ
キュラムを進められるよう環境整備をする
ことができた。

教育委員会

2,800,000 2,800,000 0 0

　休校措置の影響による家庭での食費等の
負担を軽減することができた。また、学校
再開時に安心して提供できる給食の品質維
持を合わせて図れた。

教育委員会

3,200,000 0 0

　不特定多数の者が集まりやすい医療機関
等へ支援を行うことで、迅速な感染症対策
の実施及び感染拡大防止対策を図ることが
できた。

保健福祉課3,200,000

21
公共施設等無線ＬＡＮ機器
購入事業

新しい生活様式を実践するため、無線
ＬＡＮ機器が設置されていない施設に
機器を設置し、オンライン環境を整備

公共施設情報通信ネットワーク設備配
線工事　1,507,000円
公共施設イントラ回線構築工事
３施設　439,472円
公共施設ネットワーク用機器購入
1,671,670円
役場庁舎ミーティングボード購入
１台　768,900円

中川村

20
小中学校ネットワークセ
キュリティ環境整備事業

小中学校の授業で利用する端末のネッ
トワークセキュリティレベル向上のた
め、学校系ネットワークの統合脅威管
理を担う機器の強化

教育系ネットワーク用ＵＴＭ２台
（設定費含む）

村内小中学校

4,387,042 4,220,000 0 167,042

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に
よりオンライン環境での業務が増加。公共
施設内における無線LAN接続可能拠点数の増
加により、一定の通信環境を保ちながら多
用途多人数でのオンライン接続が可能とな
り、業務効率化や住民サービスの向上につ
ながった。

総務課

1,638,000 0 1,564,760

　新型コロナウイルス感染症の影響により
小中学校におけるオンライン学習が推進さ
れる中で、より安全にインターネット接続
ができる環境整備が図れた。

教育委員会3,202,760

23
インフルエンザ予防接種補
助事業

医療提供体制を維持するため、18歳以
下の者のインフルエンザ予防接種に対
する補助の実施

予防接種補助218件　1,662,300円
村内の18歳以
下を養育する

者

22
公共的空間安全・安心確保
事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大
を防止するため、公共施設に非接触式
検知器（温度感知）及び加湿器を設置
する。

非接触式感知器７台　654,020円
加湿器10台　151,800円
除菌空気清浄機５台　1,965,700円

中川村

1,662,300 1,509,000 0 153,300
　感染予防対策を講じることにより、医療
受診の機会が減少し、適切な医療提供体制
を確保することができた。

保健福祉課

2,662,000 0 109,520

　公共施設入口での体温の確認、施設内で
の空気洗浄行うことで、公共施設内での新
型コロナウイルス感染症感染予防を図るこ
とができた。

総務課
保健福祉課

2,771,520

25 農家民泊継続支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響によ
る修学旅行のキャンセルなど影響を受
けている農家民宿を支援（１軒当たり
100,000円）

農家民宿経営者　２軒　200,000円
村内農家民宿

経営者

24 農産物等販売促進支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響によ
り販路が縮小している農家や、移動自
粛の影響を受けている観光農園などを
支援するため、遊休施設を活用した農
業観光交流センターを設置し、販売促
進支援を行うとともに、地域産材及び
地元事業者を活用してのテーブル等を
設置

カウンターテーブル１台、受付台２
台、陳列什器（大）６台、陳列什器
（小）４台、陳列台２台（運搬含む）
2,655,400円
青果物品質評価装置
モバイル型１台　1,389,000円
デスクトップ型１台　1,380,000円

中川村

200,000 100,000 0 100,000
　長期化する新型コロナウイルス感染症の
影響を大きく受けている農家民宿経営者の
事業継続を図ることができた。

産業振興課

5,414,000 0 10,400

　新型コロナウイルス感染症の影響により
販路縮小や観光者の受入れ減少となった農
家及び展覧会などのイベントを中止せざる
を得なかった工芸作家への支援となり、地
域での事業継続を図ることができた。
　また、品質評価装置を導入することによ
り、確かな品質保証の確保が図れた。

産業振興課5,424,400

26 ふるさと名産品等送付事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止策としての移動制限による関係人
口の縮小抑制のため、例年中川村を訪
れている学校や中川村出身の大学生等
へ農産物や加工品を送付

合宿利用大学１校　6,980円
農作業ボランティア29人　87,000円
村出身大学生21人　64,320円
村ふるさと応援団10人　34,000円

左記該当者 186,000 0 6,210

　新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、中川村を訪れることができない深い関
係を持つ方へ村の農産物を贈ることで、継
続的な関係人口の維持を図ることができ
た。

産業振興課192,210
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3,281,300

37 小中学校感染予防対策事業
公立小学校での感染予防を図るため、
水栓及びトイレ入口ドアや照明設備の
非接触化を図る

3,281,000 0 300

　不特定多数の者の接触機会があるトイレ
内機器の更新を行うことにより、安心して
使用いただけるとともに感染防止を図るこ
とができた。

教育委員会35
中川文化センター感染予防
対策事業

照明設備、水栓機器及びトイレ入口ド
アの非接触化により、公共施設での感
染予防を図る

トイレ入口ドア改修
２か所　376,000円
人感センサー設置
５か所　205,000円
照明設備改修　21か所　645,000円
水栓設備改修　12か所　720,000円
諸経費・設計監理一式　1,335,300円

中川村

東西小学校トイレ入口ドア改修12か所
水栓設備改修90か所　5,940,000円
工事設計監理業務　473,000円
中学校トイレ水栓設備改修60か所　ト
イレセンサー照明設備改修９か所
3,667,400円
工事設計監理業務　440,000円

中川村

36 運動場照明設備改良事業
アフターコロナのスポーツ合宿誘致の
推進を図るため、スポーツ施設の設備
改修を行う

屋内運動場照明機器改修
LED照明（20,000lm程度）48台
LED照明（10,000lm程度）22台
LED天井灯、壁灯等　50台

中川村

32 観光拠点施設継続支援事業
新しい生活様式に対応したキャンプ場
運営を実践するため、キャンプ場設備
の維持修繕を行う

桑原キャンプ場場内整備・給排水工事
1,000,000円
陣馬形山キャンプ場再開に向けての業
務機器、場内整備　903,748円

中川村

10,520,400 10,520,000 0 400
　児童生徒の利用頻度が高い校内トイレを
非接触化することにより、新型コロナウイ
ルス感染防止を図ることができた。

教育委員会

11,000,000 0 0
　アフターコロナにスムーズなスポーツ合
宿誘致の推進ができるよう、施設の整備を
行うことができた。

教育委員会11,000,000

　保証料及び利息分を全額補助することに
より自己負担をなくし、資金繰り対策を支
援し、経営の安定化が図られた。

産業振興課

2,500,000 0 167,500

　新型コロナウイルス感染症の感染予防の
ため手洗いの励行、三密回避となるよう水
道設備の増設を行い、安心して使用できる
施設改修ができたい。

産業振興課
除濁槽、建屋設置、電気設備工事
2,667,500円

中川村 2,667,500

31 製造業事業継続奨励金
新型コロナウイルス感染症の影響を受
けている製造業の事業継続及び雇用継
続を支援するため、奨励金を交付

１社あたり100,000円＋従業員１人あ
たり50,000円（上限1,000,000円）
交付事業者　11社

34
アンフォルメル中川村美術
館３密対策事業

美術館本館にウッドデッキを設置する
とともに、特別展示室を整備し適切な
距離を確保しながら鑑賞できるよう整
備

アンフォルメル中川村美術館改修工事
請負費　16,060,000円

中川村

33 ＩＣＴ利活用促進事業

新型コロナウイルス感染症の影響によ
り催事などの縮小に伴う事業収益の悪
化に対応するため、ＩＣＴを活用した
新たな販路拡大を図るために必要な経
費の一部を助成

必要な備品購入、ＩＣＴ活用に伴う施
設改修費等
２件×500,000円

村内販路拡大
希望事業者

5,000,000 0 11,060,000

　ウッドデッキ設置及び展示室の改修を行
うことにより、来場者の適切な距離を確保
することができ、安心して鑑賞を楽しんで
いただくことが可能となった。

教育委員会16,060,000

1,000,000 1,000,000 0 0

　新しい生活様式に対応した設備改修によ
り、新たな販路拡大の一助となるととも
に、事業者の事業継続を図ることができ
た。

産業振興課

1,903,000 0 748

　新型コロナウイルス感染症対策として、
三密の回避、適切な距離を確保しながら利
用できるよう敷地内の整備を行った。
　あわせて、受付時の密を避けるために業
務機器を整備し、適切な距離が確保でき、
安心して過ごせる環境となった。

産業振興課1,903,748

16,171,174 16,171,000 0 174

村内製造業者

30
利子補給・保証料給付金事
業②

新型コロナウイルス感染症の拡大を背
景とした経済情勢の悪化の影響を受け
ている中小企業、個人事業主を支援す
るため、利子補給分の基金を創設

特別運転資金利子補給積立基金
令和３年度分　3,900,000円
令和４年度分　3,400,000円
令和５年度分　2,900,000円
令和６年度分　2,400,000円
令和７年度分　2,000,000円

令和２年度村
特別運転資金

利用者

29
利子補給・保証料給付金事
業①

新型コロナウイルス感染症の拡大を背
景とした経済情勢の悪化の影響を受け
ている中小企業、個人事業主を支援す
るため、利子補給及び保証料の助成

利子補給　　25件　1,228,688円
保証料補給　56件 14,942,486円

村制度資金利
用者

28
四徳体験館水道施設再整備
事業

新しい生活様式の浸透によるキャンプ
需要や今後の利用者増加に対応するた
め、四徳森林体験館の水道施設を改修

6,050,000 6,000,000 0 50,000

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期
化する中、廃業事業者を１社も出すことな
く、村内製造業者の事業支援及び雇用継続
を図ることができた。

産業振興課

14,600,000 0 0

　中川村商工業振興資金（特別運転資金）
のうち、令和２年度に実行された融資の利
子について、令和３年度から令和７年度に
かけて村が補給する予定額を積立て、事業
者の資金対策を安定的に支援する。

産業振興課14,600,000
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40
学校保健特別対策事業費補
助金（単独分）

中川村

39
学校保健特別対策事業費補
助金

中川村

学校再開に伴う感染症対策・学習保証
等に係る支援事業

大型モニター12台
（小学校各３台、中学校６台）
電子黒板３台（各校１台ずつ）
総事業費　4,664,000円
うち国庫補助金　1,500,000円
　　コロナ交付金2,889,000円
　　一般財源　　　275,000円 1,664,000

38
小学校図書館システム整備
事業

小学校図書館における滞在時間の軽減
による感染防止を図るため、図書館シ
ステムを整備

図書館管理システム導入（バーコード
リーダー、ハンディターミナル、シス
テム用パソコン、レーザープリンタ
等）　1,255,311円
ラベル等消耗品　142,000円
図書館職員報酬　379,924円

中川村

1,389,000 0 275,000 教育委員会

1,500,000 1,500,000 0 教育委員会3,000,000
　新型コロナウイルス感染症対策及び学習
保障の推進のため、三密を避けての教室内
での情報共有の円滑化を図るとともに、
個々の学びを深化することができた。

1,777,000 0 235

　管理システム導入により本の貸借時にお
ける滞在時間を減らすことができ、新型コ
ロナウイルス感染防止を図ることができ
た。

教育委員会1,777,235

41
公立学校情報機器整備費補
助金

学習カリキュラムの大幅な変更による
学習環境の変化及びICT活用による学
習支援を行うための支援員を配置

ICT支援業務委託（３校・３か月分） 中川村 2,200,000 1,100,000 1,100,000 0
　新型コロナウイルス感染症の影響による
学校での学習環境の変化に対応し、児童生
徒の学びの深化を支援することができた。

教育委員会

43
公共施設等指定管理施設維
持体制持続化事業

指定管理施設の閉館・休業等後の円滑
な再開及び継続的な施設運営管理を行
うため、感染予防対策関連経費の増加
を踏まえた支援の実施

感染予防対策推進支援金
望岳荘　10,900,000円
四徳キャンプ場　200,000円
ｱﾝﾌｫﾙﾒﾙ中川村美術館　270,000円

指定管理者

42
子育て応援特別定額給付金
事業

子育て世代の家計への支援を行うた
め、国の定額給付金対象外の出生児を
養育する世帯に対し給金を給付

令和２年４月28日から令和３年３月31
日までに生まれた子であって、令和２
年度内に出生届が提出され、かつ、給
付を完了することができる者
出生児１人当たり　100,000円

子を養育する
世帯

11,370,000 11,370,000 0 0

　施設の継続的運営管理及び感染予防対策
間連携の支援を行うことにより、新型コロ
ナウイルス感染減少の後に円滑に運営開始
することができた。

産業振興課
教育委員会

2,400,000 0 0
　何かと物入りな新生児の出生直後に必要
な物品や消耗品等の購入機会が多い養育世
帯の支援を行うことができた。

地域政策課2,400,000

45
新型コロナウイルス感染症
に関する生活実態調査

新型コロナウイルス感染症拡大が住民
生活に与えている状況を把握するた
め、全世帯対象にアンケートを実施

調査票回収用封筒印刷代　25,300円
調査票郵送料　239,051円

中川村

44
子育て世帯移住定住促進事
業

コロナ禍を背景とした地方への人流が
生まれつつある中、村へ子育て世帯を
呼び込むため、住宅等取得に対し財政
的支援の実施

子育て世帯への補助金（２件）
１件当たり　250,000円

子を養育する
世帯

264,351 263,000 0 1,351

　新型コロナウイルス感染症の影響につい
て家庭の状況調査をすることにより、調査
後に必要な支援策を検討し、実施すること
ができた。

地域政策課

500,000 0 0
　子育て世帯の移住定住促進を図ることが
できた。

建設環境課500,000

47
新型コロナウイルス抗原検
査等補助事業

圏域外から帰省する学生等や、村内の
医療・介護施設に従事する者等が自費
で行う抗原検査、PCR検査に必要な経
費に対して補助

検査費用に対する補助（24件）
圏域外から帰省する学生等
　抗原検査１人当たり　上限8,000円
　PCR検査１人当たり　上限16,000円
医療・介護従事者
　PCR検査１人当たり　上限6,000円

帰省者、医
療・介護従事

者

46 お試し住宅改良事業

コロナ禍を背景とした地方への人流が
生まれつつある中、定住を促進するた
めに設置したお試し住宅の利用者満足
度を向上させるため、衛生環境の整備
を行う

お試し住宅改修工事費　一式 中川村

204,600 200,000 0 4,600

　感染リスクの高い圏域外からの帰省者や
医療・介護従事者での積極的な検査を促す
ことにより、幹線の早期発見に努め感染拡
大防止を図ることができた。

保健福祉課

275,000 0 0

　お試し住宅の衛生環境を整備することに
より、新型コロナウイルスの感染減少時に
安心して利用していただき、移住促進につ
ながる体制づくりができた。

地域政策課275,000

48 学校感染予防対策事業
冷暖房機器、換気設備、加湿器等が整
備されていない教室等へエアコン、換
気扇、網戸、加湿器を設置

各小学校網戸設置　1,469,600円
３校加湿空気清浄機設置 4,652,340円
中学校換気扇設置（理科室、調理室、
家庭科室）　1,562,000円
各小学校エアコン設置　8,360,000円
中学校エアコン設置　14,685,000円

中川村 25,332,000 0 5,396,940

　小中学校へ網戸、換気扇及びエアコン等
を設置したことにより、空気の循環を常時
測れるようになり、学校での新型コロナウ
イル感染拡大防止を図ることができた。

教育委員会30,728,940
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49
保育所及び子育て支援施設
感染予防対策事業

保育所及び子育て支援施設での三密を
避けるため、備品の設置及び室内改修
工事の実施

３歳未満児室改修　968,000円
保育所備品購入（避難車、マット、ア
クリル板、テーブル等）　922,130円
子育て支援施設改修　499,950円
子育て支援施設備品購入　81,400円

中川村 2,471,480 2,470,000 0 1,480

　保育所及び子育て支援施設へ新型コロナ
ウイルス感染防止対策を行うことで、施設
利用者での感染拡大防止を図ることができ
た。

保健福祉課

51 飲食店等事業継続給付金

新型コロナウイルス感染症の収束が見
通せない中、経営悪化が進む飲食店等
の事業継続を支援するため、給付金を
支給

１店舗当たり200,000円＋従業員１人
あたり50,000円（上限500,000円）
支給店舗　16店舗

村内飲食店等
経営者

50
高速バス事業者感染予防対
策支援事業

上伊那地域住民の交通手段である高速
バス運行事業者が実施する感染防止対
策に要する経費を支援

感染防止対策（座席仕切板、空気清浄
機、フェイスシールド等設置・購入)
上伊那広域連合への負担金

バス２事業者

4,460,000 4,460,000 0 0

　長期化する新型コロナウイルス感染症の
影響を特に受けている飲食店等を支援する
ことで、村内飲食店等の事業支援及び雇用
継続を図ることができた。

産業振興課

749,000 0 0

　都市圏との重要な移動手段であるバス事
業者での感染予防対策を講じることで、住
民及び来訪者の安全を確保することができ
た。

地域政策課749,000


