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　交付金を活用した事業

(2) 令和３年度実施分 単位：円

No. 事業名 目的 実績 対象者
実績額

実施期間 効果検証 担当課
総事業費

1
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へ設
置し、オンライン環境を整備

LANケーブル配線工事（社会体育館、
文化C、バンビーニ、相談室、ワクチ
ンコールセンター）　611,600円
アクセスポイント購入５台、L2スイッ
チ購入２台　560,890円
ミーティングボード購入
２台　1,360,700円

中川村 2,533,190 2,532,000

3 保育施設感染予防対策事業

保育所での感染防止を図るため、トイ
レ照明設備の非接触化を実施
出入口での三密を避けるため、下駄箱
の増設及びテントを購入

トイレ人感センサー取付工事（２園）
517,000円
下駄箱設置２台　243,100円
テント購入２基　343,200円

中川村

0 1,190 総務課

2 地域経済循環分析事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受
けている地域経済（村内商工観光業）
の状況について調査・分析を実施
合わせて住民生活への影響調査を実施

地域経済循環分析業務委託
一式　4,499,000円
住民生活影響調査業務委託
一式　1,188,000円

中川村 5,687,000

1,103,300 1,102,000 0 1,300
　トイレ人感センサーの設置及び登降園時
での三密回避を行うことにより、保育所内
での感染防止が図られた。

保健福祉課

5,687,000 0 0

　村内地域経済及び住民生活の実態を把握
することにより、新型コロナウイルス感染
症に対し、迅速に支援策を講じることがで
きた。

地域政策課

　無線ＬＡＮ環境を整備することにより、
新型コロナウイルス対応ワクチン接種事務
の効率化及び様々な業務におけるオンライ
ン会議の実施による感染機会の低減を図る
ことができた。

5
公共的空間安全・安心確保
事業

公共空間での感染防止を図るため、ト
イレ設備の非接触化、非接触式検知器
及び空気清浄機を購入
また、保健センター玄関ドアを非接触
化に改修

役場庁舎内
水栓設備改修　15か所　1,320,000円
非接触式検知器　３台　947,100円
空気清浄機　12台　463,100円
保健センター
水栓設備改修　６か所　371,800円
玄関ドア改修　１か所　2,695,000円
子育て支援施設空気清浄機購入
３台　247,500円
村民交流施設水栓設備改修
６か所　1,041,700円
文化施設、学校
水栓設備改修８か所　照明設備25か所
改修（図書館）　1,793,000円
非接触式検知器５台　511,720円

中川村

4
コロナウイルス抗原検査等
補助事業

圏域外からの帰省者や医療・介護従事
者、村民が自費で行う抗原検査または
PCR検査に必要な経費を補助

検査費用に対する補助（43件）
抗原検査
村民・圏域外から帰省する学生等
１人当たり　上限6,000円
医療・介護従事者
１人当たり　上限8,000円
PCR検査　１人当たり　上限16,000円

村民、帰省者
及び医療・介

護従事者

9,390,920 9,390,000 0 920

　公共、子育て施設及び学校等で不特定多
数の者が集まりやすいトイレや入口の非接
触化や、空気循環の効率化をはかることに
より感染拡大防止対策を講じることができ
た。

総務課
保健福祉課
産業振興課
教育委員会

340,000 0 100,500

　抗原検査またはPCR検査に対する補助を行
うことにより、多くの方が検査を実施し、
感染の早期発見に努め、感染拡大を防ぐこ
とができた。

保健福祉課440,500

7
商工観光事業者感染症対策
補助金

新型コロナウイルス感染症対策とし
て、新たな取組等を行う、新たな体験
型旅行メニューを開発する事業者に補
助金を交付

店舗等改修または附帯設備の設置に要
する経費　上限500,000円
感染防止備品、システム開発・広告宣
伝、体験型メニュー開発に要する経費
上限200,000円
補助金受給事業者　16事業者

村内事業者

6
公共施設等制定管理施設維
持体制持続化事業

指定管理施設の営業短縮・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　26,000,000円

指定管理者

3,508,589 3,169,000 0 339,589
　村内事業者行う対策により、施設利用者
間での新型コロナウイルス感染症の感染予
防が図ることができた。

産業振興課

26,000,000 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26,000,000
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　休養室の改修を行うことにより、生活基
盤で欠かすことのできない業務への従事者
の新型コロナウイルス感染症の感染防止を
図ることができた。

地域政策課

18
生活困窮者等相談窓口開設
事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大
や外出自粛等により精神的な不安を感
じている方の相談窓口を設置するとと
もに、生活困窮相談も受けつけ日常生
活用品を配布

相談窓口設置委託　650,000円
日用生活用品25セット　96,525円

相談窓口受託
者及び生活困

窮者
746,525 708,000 0 38,525

　新型コロナウイルス感染症の拡大や外出
自粛、生活困窮に対する相談を受け、住民
が抱える精神的な不安の解消の一助となる
ことができた。

保健福祉課

17
上伊那広域消防辰野消防署
休養室改修工事

新型コロナウイルス感染症の感染防止
のため、上伊那広域消防辰野消防署休
養室を改修

上伊那広域連合への負担金
上伊那広域

連合
862,000 862,000 0 0

　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

16
利子補給・保証料給付金事
業

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積み増し

既存基金　14,600,000円
令和３年度積み増し　10,000,000円

令和２年度村
特別運転資金

利用者
10,000,000 10,000,000 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

15
プレミアム商品券発行事業
③

新型コロナウイルス感染症の収束後の
復興を図るため、プレミアム商品券を
発行

10,000円（1,000円×10枚）分の商品
券を7,000円で販売
使用枚数　53,232枚
商工会への負担金　19,189,870円
購入券郵送料　117,019円

中川村民 19,306,889 19,000,000 0 306,889

10,827,000 0 1,156,521
　三密を回避するために必要な備品及び改
修を行うことにより、小中学校内での感染
予防に努めることができた。

教育委員会11,983,521

9
公立学校情報機器設備費補
助金

8 学校感染予防対策事業
感染予防対策として必要な備品の購入
及び改修工事の実施

ビデオ会議システム使用料　22,110円

電子黒板購入（小中学校へ配備）
３台　3,011,800円
体育館用プロジェクター（小中学校へ
配備・台含む）３台　2,019,600円
中学校体育館大型スクリーン設置工事
4,345,000円
中学校図書館閲覧台６台　535,920円
西小学校給食配膳台６台　454,091円
西小学校相談室エアコン設置工事
1,595,000円

中川村

11
学校保育特別対策事業費補
助金

新型コロナウイルス感染症の影響によ
る学習環境変化に伴い、指導者用のデ
ジタル教科書及び適切な間隔がとれる
よう机、椅子等の備品を導入

小中学校デジタル教科書の導入
1,152,751円
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟｾｯﾄ２台　851,400円
中学校英語教室机・椅子
30ｾｯﾄ　686,400円

中川村

10
公立学校情報機器設備費補
助金（単独分）

新型コロナウイルス感染症の影響によ
る学習環境変化に伴うオンライン授業
や会議に対応できる備品を購入

ビデオカメラ・三脚・接続ケーブル
セット　６セット
総事業費　825,000円
うち国庫補助金　 　52,000円
　　コロナ交付金　772,000円
　　一般財源　　　  1,000円

中川村

2,690,551 1,200,000 1,200,000 290,551

　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。また、教室内での適切な間
隔を確保することにより感染防止が図られ
た。

教育委員会

720,000 0 1,000721,000

　学校からの遠隔学習機能の強化を図るこ
とにより、休校または学級閉鎖時でも学習
提供を行うことができた。

教育委員会

104,000 52,000 52,000 0

13
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３年４月２日から令和４年３月31
日までに生まれた子を養育する者
出生児１人当たり　100,000円
給付金受給者　23人

要件に該当す
る養育者

12 学生応援給付金事業
家計の急変やアルバイトの収入源の影
響等を受けている学生を支援

給付金１人当たり10,000円
給付金受給者　30人

村内出身の
学生

2,300,000 2,300,000 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

300,000 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300,000

保健福祉課800,00014
コロナワクチン接種事業所
協力支援金

新型コロナウイルスワクチン接種業務
が速やかに進むよう体制整備のための
協力金を給付

１事業所当たり200,000円
村内医療機関

及び薬局
800,000 0 0

　新型コロナウイルスワクチン接種業務を
スムーズに実施することができた。
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　成人式へ参加する者全員が事前にPCR検査
を行うことで、安心して参加できる事業と
なったとともに、感染リスクを極力低減さ
せることができた。

教育委員会

22
保育所対策総合支援事業費
補助金

保育所にICTシステムを導入し、保育
業務及び保護者との連絡等を電子化し
利便性の向上を図る

システム導入及び使用料（２園分）
957,000円
システム用タブレット購入
28台　1,207,240円

中川村 2,164,240 988,000 988,000 188,240

　ICTシステムの導入により、提出物や通知
について職員と保護者・利用児との接触機
会の低減が図られたとともに、業務効率化
及び保護者の利便性向上につながった。

保健福祉課

21
成人式参加者コロナウイル
スＰＣＲ検査実施事業

成人式に参加する成人者にPCR検査を
実施し、感染拡大を未然に防止

検査キット及び返信用箱を該当者へ郵
送し、結果を伝達
成人式該当者110人分の手数料

検査事業者 968,000 968,000 0 0

　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、村内事業者の事業継続及び雇用の確保
を図ることができた。

産業振興課

20 防災活動支援事業

災害時に避難所となる地区集会施設に
無線LAN環境を整備し、コロナ感染症
情報や行政からの避難情報等を迅速に
収集できるよう設置

地区集会施設インターネット回線工事
及びルーター設置（備品含む）
28か所　673,200円
アクリル板、ビニール手袋、アルコー
ル消毒液、防護衣等購入　326,370円

中川村 999,570 891,000 0 108,570 総務課

19 中小企業等応援給付金事業

事業者支援分
令和３年４月～６月または７月～９月
の売上高が前年同期より20～50％減少
した中小企業・個人事業主に対し、事
業継続と雇用の確保のため奨励金を交
付

４月～６月の上限額
中小企業　　200,000円
個人事業主　100,000円
７月～９月の上限額　400,000円
ただし、４～６月に受給した者はその
額を差し引いた額
給付金受給者　21事業者

村内事業者 4,850,000 4,722,000 0 128,000

　地区集会施設の無線ＬＡＮ環境構築及び
必要な備品購入を行い、災害時等の避難施
設として住民が安心して利用できるよう整
備することができた。

23
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・10か月分） 中川村 2,519,000 1,260,000 1,259,000 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


