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191,750千円
総事業費

飯田市
新型コロナウイルス
感染症緊急対策事業

【第8弾】

138,990千円① 事業者等への支援 ［ 2事業 ］

�観光需要回復・地域内消費喚起
［『飯田市⺠⽀えあい市内観光キャンペーン』及び『宴会場利⽤地域交流応援割引』］

�中⼩企業の資⾦繰り⽀援
［ 飯田市中⼩企業振興資⾦における保証料補助及び利⼦補給 ］

② 個人への支援

�［再掲］観光需要回復・地域内消費喚起
［『飯田市⺠⽀えあい市内観光キャンペーン』及び『宴会場利⽤地域交流応援割引』］

52,760千円③ 地域活動･お祭り等への支援 ［ 3事業 ］

�各種お祭りの実施に関する⽀援

�令和2年度飯田市成⼈式の開催に伴う抗原定量検査等の費⽤助成

�公⺠館への情報通信環境（公衆無線LAN）の整備

�［再掲］観光需要回復・地域内消費喚起
［『宴会場利⽤地域交流応援割引』］

５事業
総事業数

【財源内訳】
国費 152,691千円
その他 11,000千円
一般 28,059千円

191,750千円



■宿泊割引クーポン券の販売
①宿泊費15,000円以上の宿泊プラン向けクーポン券

15,000円分の宿泊割引クーポンを7,500円で販売（2,000円分の観光クーポン付(※1) ）
②宿泊費10,000円以上15,000円未満の宿泊プラン向けクーポン券

10,000円分の宿泊割引クーポンを5,000円で販売（2,000円分の観光クーポン付(※1) ）
③宿泊費5,000円以上10,000円未満の宿泊プラン向けクーポン券

5,000円分の宿泊割引クーポンを2,500円で販売（1,000円分の観光クーポン付(※2) ）
■対象事業者

①宿泊割引クーポン券対象事業者
宿泊事業者（市内に施設がある旅館業法及び住宅宿泊事業法の許可･登録事業者）

②観光クーポン券対象事業者
・市内に施設（店舗）を有する土産物店、船下り等の観光事業者、果物狩り等の観光農園・ラフティング等の体験施設など
・それ以外の事業者（飲食店･タクシー事業者等）
※上記①②ともに⻑野県が実施する「新型コロナ対策推進宣言の店」であることを条件とします。

■発⾏枚数
①宿泊費15,000円以上の宿泊プラン向けクーポン券 400枚
②宿泊費10,000円以上15,000円未満の宿泊プラン向けクーポン券 1,200枚
③宿泊費5,000円以上10,000円未満の宿泊プラン向けクーポン券 800枚

■利⽤期間
令和3年7月1⽇から令和3年11月30⽇（予定）
※新型コロナウイルス感染症の警戒レベル及び地域の感染状況によっては、一時中止する場合もあります。

■販売･購入枚数
販売開始 令和3年7月1⽇から
販売場所 市内観光案内所（5か所)
購入枚数 1名につき4枚まで（購入時にマイナンバーカードや運転免許証等の

本⼈確認ができるものの提示をお願いします。）
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◇新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤により、旅⾏（宿泊）者が減少し、⼤きな影響を受けている市内の宿泊施設や観光
関連事業者への⽀援と、あわせて市⺠の皆さんが市内の宿泊施設や観光施設等の良さを知る機会とするため、市⺠の皆さ
ん向けに宿泊費の一部を補助します。

◇宿泊割引クーポンには観光クーポンが付いており、地元の宿泊施設の利⽤促進とあわせて観光施設の利⽤促進も図ります。
◇宿泊施設には、市⺠の皆さんが来ていただけるよう魅⼒ある宿泊プランの提案を期待しております。

【お問合せ先】
産業経済部 観光課
☎ 0265-22-4511 【内線4666】

（27,936千円）【市】

① 事業者等への⽀援 「観光需要回復・地域内消費喚起①」

飯田市⺠支えあい市内観光キャンペーン

(※1)観光関連施設利⽤クーポン500円×2枚、それ以外の登録事業者利⽤クーポン500円×2枚
(※2)観光関連施設利⽤クーポン500円×1枚、それ以外の登録事業者利⽤クーポン500円×1枚
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◇新型コロナウイルス感染症の拡⼤により、懇親会付きの会合が減っています。そこで、
地域の絆の回復と事業者⽀援のために、コロナ対策がしっかりととられた地域の宴会場
を会合で使⽤し、テイクアウト弁当等を購入した場合の費⽤の一部を補助します。

◇あわせて、宿泊施設・飲食事業者を⽀援します。

【お問合せ先】
産業経済部 観光課
☎ 0265-22-4511 【内線4666】

（6,454千円）【市】

① 事業者等への⽀援 「観光需要回復・地域内消費喚起②」

宴会場利⽤地域交流応援割引

■⽀援対象
①市内の宿泊・飲食事業者の会議ができる場所を10名以上で利⽤して会合を開催し、

あわせて、終了後にテイクアウト弁当等を、その宿泊・飲食事業者から購入した
市内の営利を目的としない地域団体（まちづくり、⾃治会、町内会、保育園・
⼩中学校PTA、商⼯団体、公⺠館、市⺠サークルなど）

②補助申請は、１団体１回に限ります。

■対象施設（事前登録が必要）
①市内にある宴会受入施設で、10名以上の利⽤で密にならない個室（33㎡以上

[20畳以上]）があること
②⻑野県が実施する「新型コロナ対策推進宣言の店」であること

■対象期間
令和3年7月1⽇から令和3年11月30⽇（予定）
※新型コロナウイルス感染症の警戒レベル及び地域の感染状況によっては、一時中止する場合

もあります。

■⽀援内容
①宴会場を使⽤しテイクアウト弁当を購入した場合の費⽤の半額

ただし、参加者1名に付き1,500円を上限とします。
②予算の上限に達した場合は、その時点で終了します。

■請求方法
利⽤希望の団体は事前に飯田市へ所定の様式により申請を⾏い、利⽤後に様式に
領収書等を添付し飯田市へ請求する。

【活⽤事例】
『飯田12-8番組合年度総会』を

開催する場合

コロナ禍で開催を控えてきた
組合総会（会議終了後に懇親会
を実施）を組合員20名が参加し、
宿泊施設の40名が利⽤できる宴
会場（収容率50％）を借りて組
合総会を開催。
※補助⾦の具体例
①1⼈3,500円の弁当を20個

注文の場合
⇒30,000円を補助

②1⼈2,000円の弁当を20個
注文の場合

⇒20,000円を補助
となります。
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① 事業者等への⽀援 「中⼩企業の資⾦繰り⽀援」

新型コロナウイルス対策資⾦に係る保証料補助及び利⼦補給

（104,600千円）【市】

【お問合せ先】
産業経済部 産業振興課
☎ 0265-22-4511 【内線4880】

（※１）制度資⾦を利⽤した際に⻑野県信⽤保証協会に⽀払う保証料

◇令和2年8月に、飯田市中⼩企業振興資⾦に「新型コロナウイルス対策
資⾦」を新設し中⼩企業の資⾦繰りを⽀援してきました。

◇国のセーフティネット保証や危機関連保証における新型コロナウイル
ス感染症対策の指定期間が延⻑されたことを受け、保証料補助及び
利⼦補給を継続的に実施し、中⼩企業の資⾦繰りを⽀援します。

■ 飯田市中⼩企業振興資⾦「新型コロナウイルス対策資⾦」
✔ 限度額︓50,000千円
✔ 期間︓最⻑10年
✔ 据置期間︓最⻑２年
✔ 利率︓年0.8%

■ ⽀援内容
✔ 保証料（※１）︓全額を市が補助
✔ 利⼦補給期間︓ １年
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【お問合せ先】
産業経済部 観光課
☎ 0265-22-4511 【内線4666】

② 個⼈への⽀援 「観光需要回復・地域内消費喚起①」

（27,936千円）【市】

【お問合せ先】
産業経済部 観光課
☎ 0265-22-4511 【内線4666】

［再掲］ 飯田市⺠支えあい市内観光キャンペーン

◇新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤により、旅⾏（宿泊）者が減少し、⼤きな影響を受けている市内の宿泊施設や観光
関連事業者への⽀援と、あわせて市⺠の皆さんが市内の宿泊施設や観光施設等の良さを知る機会とするため、市⺠の皆さ
ん向けに宿泊費の一部を補助します。

◇宿泊割引クーポンには観光クーポンが付いており、地元の宿泊施設の利⽤促進とあわせて観光施設の利⽤促進も図ります。
◇宿泊施設には、市⺠の皆さんが来ていただけるよう魅⼒ある宿泊プランの提案を期待しております。

(※1)観光関連施設利⽤クーポン500円×2枚、それ以外の登録事業者利⽤クーポン500円×2枚
(※2)観光関連施設利⽤クーポン500円×1枚、それ以外の登録事業者利⽤クーポン500円×1枚

■宿泊割引クーポン券の販売
①宿泊費15,000円以上の宿泊プラン向けクーポン券

15,000円分の宿泊割引クーポンを7,500円で販売（2,000円分の観光クーポン付(※1) ）
②宿泊費10,000円以上15,000円未満の宿泊プラン向けクーポン券

10,000円分の宿泊割引クーポンを5,000円で販売（2,000円分の観光クーポン付(※1) ）
③宿泊費5,000円以上10,000円未満の宿泊プラン向けクーポン券

5,000円分の宿泊割引クーポンを2,500円で販売（1,000円分の観光クーポン付(※2) ）
■対象事業者

①宿泊割引クーポン券対象事業者
宿泊事業者（市内に施設がある旅館業法及び住宅宿泊事業法の許可･登録事業者）

②観光クーポン券対象事業者
・市内に施設（店舗）を有する土産物店、船下り等の観光事業者、果物狩り等の観光農園・ラフティング等の体験施設など
・それ以外の事業者（飲食店･タクシー事業者等）
※上記①②ともに⻑野県が実施する「新型コロナ対策推進宣言の店」であることを条件とします。

■発⾏枚数
①宿泊費15,000円以上の宿泊プラン向けクーポン券 400枚
②宿泊費10,000円以上15,000円未満の宿泊プラン向けクーポン券 1,200枚
③宿泊費5,000円以上10,000円未満の宿泊プラン向けクーポン券 800枚

■利⽤期間
令和3年7月1⽇から令和3年11月30⽇（予定）
※新型コロナウイルス感染症の警戒レベル及び地域の感染状況によっては、一時中止する場合もあります。

■販売･購入枚数
販売開始 令和3年7月1⽇から
販売場所 市内観光案内所（5か所)
購入枚数 1名につき4枚まで（購入時にマイナンバーカードや運転免許証等の

本⼈確認ができるものの提示をお願いします。）
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【お問合せ先】
産業経済部 観光課
☎ 0265-22-4511 【内線4666】

② 個⼈への⽀援 「観光需要回復・地域内消費喚起②」

（6,454千円）【市】

［再掲］ 宴会場利⽤地域交流応援割引

◇新型コロナウイルス感染症の拡⼤により、懇親会付きの会合が減っています。そこで、
地域の絆の回復と事業者⽀援のために、コロナ対策がしっかりととられた地域の宴会場
を会合で使⽤し、テイクアウト弁当等を購入した場合の費⽤の一部を補助します。

◇あわせて、宿泊施設・飲食事業者を⽀援します。

【活⽤事例】
『飯田12-8番組合年度総会』を

開催する場合

コロナ禍で開催を控えてきた
組合総会（会議終了後に懇親会
を実施）を組合員20名が参加し、
宿泊施設の40名が利⽤できる宴
会場（収容率50％）を借りて組
合総会を開催。
※補助⾦の具体例
①1⼈3,500円の弁当を20個

注文の場合
⇒30,000円を補助

②1⼈2,000円の弁当を20個
注文の場合

⇒20,000円を補助
となります。

■⽀援対象
①市内の宿泊・飲食事業者の会議ができる場所を10名以上で利⽤して会合を開催し、

あわせて、終了後にテイクアウト弁当等を、その宿泊・飲食事業者から購入した
市内の営利を目的としない地域団体（まちづくり、⾃治会、町内会、保育園・
⼩中学校PTA、商⼯団体、公⺠館、市⺠サークルなど）

②補助申請は、１団体１回に限ります。

■対象施設（事前登録が必要）
①市内にある宴会受入施設で、10名以上の利⽤で密にならない個室（33㎡以上

[20畳以上]）があること
②⻑野県が実施する「新型コロナ対策推進宣言の店」であること

■対象期間
令和3年7月1⽇から令和3年11月30⽇（予定）
※新型コロナウイルス感染症の警戒レベル及び地域の感染状況によっては、一時中止する場合

もあります。

■⽀援内容
①宴会場を使⽤しテイクアウト弁当を購入した場合の費⽤の半額

ただし、参加者1名に付き1,500円を上限とします。
②予算の上限に達した場合は、その時点で終了します。

■請求方法
利⽤希望の団体は事前に飯田市へ所定の様式により申請を⾏い、利⽤後に様式に
領収書等を添付し飯田市へ請求する。

8

■ 飯田まつり(りんごん)［8月7⽇開催予定］への補助 （8,500千円）

■ 時又灯ろう流し［8月16⽇開催予定］への補助 （3,300千円）

■ 飯田お練りまつりへの補助 （15,000千円）

【お問合せ先】
産業経済部 観光課
☎ 0265-22-4511 【内線4666】

（26,800千円）【市】

③ 地域活動･お祭り等への⽀援 「各種お祭りの実施に関する⽀援」

時又灯ろう流し・飯田まつり及びお練りまつりへの補助

✔ りんご並⽊の美しい景観とその精神を守り広く伝えていくとともに、市⺠の皆さんが集う
憩いの場としてまつりの中⼼に添え、踊る⼈、⾒る⼈、まつりを⽀える⼈、すべての⼼が
一つになり市⺠の皆さんの和を⾼めるりんごんとして実施します。

✔ 飯田市新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の意⾒を踏まえ、参加者と関係者が安⼼
して参加できるまつりとします。

✔ 精霊供養と平和への祈りをささげるまつりとして天⻯川の灯ろう流しと夜空を彩る花⽕⼤
会を開催します。

✔ 「思い」「歴史」「伝統」を途切れさせないために、飯田市新型コロナウイルス感染症対
策専門家会議の意⾒を踏まえ、参加者と関係者が安⼼して参加でき、花⽕やまつりの良さを
再認識していただくことができる花⽕⼤会とします。

✔ 7年（数え年）に一度の飯田お練りまつりが2022年3月に⾏われます。新型コロナウイルス
感染症対策を講じ安⼼して開催できる環境を整えながら、様々なアイデアを盛り込み参加者
と関係者が楽しめるまつりとします。

※いずれのお祭りも、新型コロナウイルス感染症拡⼤防止を⼤前提とし、
市内及び周辺地域の感染状況を踏まえ、開催の可否を含め、慎重に
判断することを各主催団体に要請します。
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■新成⼈に対する検査補助について
✔ 対象者 ･･･ 成⼈式に参加する新成⼈全員 850名程度を想定

✔ 内 容 ･･･ 抗原定量検査費⽤8,000円（税込）のうち6,000円を補助

✔ 検査実施期間 ･･･ 令和3年8月12⽇から令和3年8月14⽇まで（完全予約制）

■地域の参加者、来賓等に対する検査について
✔ 対象者 ･･･ 成⼈式に参加する地域の方、来賓等

✔ 内 容 ･･･ 抗原検査キットの⽀給

◇令和3年8月14⽇･15⽇に延期された令和2年度飯田市成⼈式に参加
する新成⼈の方や地域の関係者など、すべての方が安⼼して参加でき
る環境を整えるため、抗原定量検査等への補助を実施します。

※本事業は、令和3年1月に実施予定であった令和2年度成⼈式の際に実施を予定していた事業に対象の変更等
を加えて実施する事業です。

【お問合せ先】
教育委員会 飯田市公⺠館
☎ 0265-22-4511 【内線4210】

（7,963千円）【市】

③ 地域活動･お祭り等への⽀援 「令和2年度飯田市成⼈式の開催に伴う抗原定量検査等の費⽤助成」

令和2年度飯田市成人式の開催に伴う抗原定量検査等の費⽤助成
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【お問合せ先】
教育委員会 飯田市公⺠館
☎ 0265-22-4511 【内線4210】

（17,997千円）【市】

③ 地域活動･お祭り等への⽀援 「公⺠館への情報通信環境（公衆無線LAN）の整備」

公⺠館における情報通信環境（公衆無線LAN ）の整備

■整備対象
飯田市内公⺠館施設

■整備内容
公⺠館施設の会議室、講堂、ホール等でインターネットが使⽤できるようになります。

■想定される利⽤方法
✔オンライン会議アプリ（ZoomやSkypeなど）を活⽤した、遠隔地と公⺠館を繋いで

の講座や会議の実施
✔動画サイト（YouTubeなど）での動画視聴や配信を活⽤した講座や学習会の実施
✔オンライン会議アプリを利⽤した最寄りの公⺠館と学校を繋いでの遠隔授業の実施

（児童・生徒の分散化）
✔災害時に携帯電話等が輻輳のために利⽤できない場合の情報収集

◇施設利⽤者の利便性向上に加え、コロナ禍においても、学習活動や地域
活動を中止することなく、⼯夫して取り組みを進める地域の皆さんを⽀
援するため、公⺠館施設の情報通信環境（公衆無線LAN）を整備します。
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【お問合せ先】 産業経済部 観光課
☎ 0265-22-4511 【内線4666】

【お問合せ先】
産業経済部 観光課
☎ 0265-22-4511 【内線4666】

③ 地域活動･お祭り等への⽀援 「観光需要回復・地域内消費喚起②」

（6,454千円）【市】

［再掲］ 宴会場利⽤地域交流応援割引

◇新型コロナウイルス感染症の拡⼤により、懇親会付きの会合が減っています。そこで、
地域の絆の回復と事業者⽀援のために、コロナ対策がしっかりととられた地域の宴会場
を会合で使⽤し、テイクアウト弁当等を購入した場合の費⽤の一部を補助します。

◇あわせて、宿泊施設・飲食事業者を⽀援します。

【活⽤事例】
『飯田12-8番組合年度総会』を

開催する場合

コロナ禍で開催を控えてきた
組合総会（会議終了後に懇親会
を実施）を組合員20名が参加し、
宿泊施設の40名が利⽤できる宴
会場（収容率50％）を借りて組
合総会を開催。
※補助⾦の具体例
①1⼈3,500円の弁当を20個

注文の場合
⇒30,000円を補助

②1⼈2,000円の弁当を20個
注文の場合

⇒20,000円を補助
となります。

■⽀援対象
①市内の宿泊・飲食事業者の会議ができる場所を10名以上で利⽤して会合を開催し、

あわせて、終了後にテイクアウト弁当等を、その宿泊・飲食事業者から購入した
市内の営利を目的としない地域団体（まちづくり、⾃治会、町内会、保育園・
⼩中学校PTA、商⼯団体、公⺠館、市⺠サークルなど）

②補助申請は、１団体１回に限ります。

■対象施設（事前登録が必要）
①市内にある宴会受入施設で、10名以上の利⽤で密にならない個室（33㎡以上

[20畳以上]）があること
②⻑野県が実施する「新型コロナ対策推進宣言の店」であること

■対象期間
令和3年7月1⽇から令和3年11月30⽇（予定）
※新型コロナウイルス感染症の警戒レベル及び地域の感染状況によっては、一時中止する場合

もあります。

■⽀援内容
①宴会場を使⽤しテイクアウト弁当を購入した場合の費⽤の半額

ただし、参加者1名に付き1,500円を上限とします。
②予算の上限に達した場合は、その時点で終了します。

■請求方法
利⽤希望の団体は事前に飯田市へ所定の様式により申請を⾏い、利⽤後に様式に
領収書等を添付し飯田市へ請求する。
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第１弾 ［ 令和2年度飯田市⼀般会計補正予算第1号 ］

〜 緊急対応 〜

108億5,720万円

� 休業要請等に伴う事業者への⽀援

� 事業者への家賃補助

� 飲食店への⽀援

� 特別定額給付⾦の給付

� ⼦育て世帯臨時特別給付⾦の給付

� １⼈１台タブレット端末の年度内整備

� 地域外来・検査センターの設置及び運営

� 市⽴病院の資機材整備 など

第２弾 ［ 令和2年度飯田市⼀般会計補正予算第2号 ］

〜 産業とくらし
の下支え 〜

5億4,521万円

� 全業種に対して、新たに給付⾦を⽀給

� 宿泊業者への特例⽀援⾦

� 宿泊業者等に対して、新たに給付⾦を⽀給

� 児童扶養手当の上乗せ給付

� 福祉施設等、保育所等、医療機関等の感染症対策への⽀援

� 飯田市出身の学生応援プロジェクト など
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第３弾 ［ 令和2年度飯田市⼀般会計補正予算第4号 ］

〜公助から
共助へ〜

7億1,400万円

� 飯田商⼯会議所と連携したプレミアム商品券事業による

地域消費の喚起

� 「がんばろう飯田︕応援割宿泊キャンペーン」による

観光需要の喚起

� ひとり親世帯に対する臨時特別給付

� ⼩中学校におけるICT教育推進に向けたネットワーク環境の整備

など

第４弾 ［ 令和2年度飯田市⼀般会計補正予算第6号 ］

〜新しい⽇常へ
･感染再拡大へ

の備え〜

13億1,114万円

� 新たな生活様式に適応するための事業所の感染症対策への⽀援

� 中⼩企業振興資⾦「新型コロナウイルス対策資⾦」の新設

� サテライトオフィス等の開設への⽀援

� 乳幼児健診等の実施に向けた保健センターの設備改修

� スマートフォンを⽤いた公⾦収納システムの導入

� ⼦育て⽀援関連施設の感染症対策の強化 など
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第５弾 ［ 令和2年度飯田市⼀般会計補正予算第8号 ］

〜飯田らしい
新たな⽇常へ〜

5億9,701万円

� 地元企業のプロフェッショナル⼈材確保への⽀援

� 公共交通事業者（⾼速バス）の感染症予防対策への⽀援

� 地域外来・検査センター従事医師等に対する罹患補償

� ⼩学校における特別教室への空調設備の整備 など

第６弾 ［ 令和2年度飯田市⼀般会計補正予算第9号 ］

6,282万円 � 飯田市出身学生の感染症検査費⽤及び帰省費⽤の補助

� ⾼齢者、介護医療従事者等への抗原検査費⽤の補助

� 休⽇夜間急患診療所の施設整備

� 飯田市新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の開設

� 児童福祉施設等の職員への慰労⾦給付の⽀援 など
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第７弾 ［ 令和2年度飯田市⼀般会計補正予算第12号 ］

� 飲食店事業継続⽀援⾦の給付

� プレミアム割引クーポン券による地域消費の喚起

� 雇⽤調整助成⾦又は緊急雇⽤安定助成⾦の申請費⽤の補助

� 新型コロナウイルスワクチン接種事業

� 受験生への感染症検査費⽤の補助

� コロナ禍に対応する学校運営及び校外活動延期等への⽀援 など

8億9,169万円

これまで実施してきた対策に加えて、
第８弾に掲げた対策を機動的に実施することにより、

地域活動等を支援するとともに、経済対策を講じ、
感染症対策と地域経済活性化の両⽴に向けた

取り組みを強化して参ります。

また、感染⼒が強いとされている変異株への対策を
盛り込んだ追加対策の検討を急ぎ、

感染拡大を抑止する取り組みを進めます。


