
令和２年度飯田市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業について

１ 総括

(1) 新型コロナウイルス感染症陽性者数の推移

 長野県では、陽性者が初めて確認された令和２年２月 25日から令和２年度末（令和３年４

月１日発表分）までに、2,828名の陽性者が公表されており、うち 41名が死亡しています。

 長野県内の陽性者数の動向は、令和２年３月末から同年５月中旬に第１波が、令和２年７

月中旬から令和２年９月初旬にかけての第２波、令和２年 11 月中旬から令和３年２月初

旬にかけての第３波、令和３年３月中旬からいまに至る第４波となっています。

 飯田保健所管内においては、初めて陽性者が確認された令和２年３月 29 日から令和２年

度末（令和３年４月１日発表分）までに、153 名の陽性者が公表されており、うち飯田市で

は 112 名の陽性者が公表されています（長野県が市町村別に陽性者数を公表するようになって

以降）。月別の陽性者数は、令和２年７月に１名、同年９月に１名でしたが、同年 12月に

12 名、令和３年１月に 97 名と急増しています。また、日別では、令和３年１月 25 日の

12 名が最も多く、次いで、同年１月 15日に 11名、令和２年 12 月 26日、令和３年１月

10日及び 11日にそれぞれ９名となっており、第３波の影響を大きく受けています。

(2) 感染症対策について

 当市における新型コロナウイルス感染症対策は、全国的に感染拡大が顕著になり始めた令

和２年１月 31日の庁内連絡会議から始まり、同年２月 25日に「飯田市新型コロナウイル

ス感染症対策本部」を設置して以降、今日に至るまで、専門家の皆さんのご意見も伺いな

がら、市民の皆さんや企業・事業者等の皆さんのご協力のもと、感染予防対策及び経済対

策を展開してきました。 

 新型コロナウイルス感染症緊急対策事業については、令和２年４月の第１弾を皮切りに令

和３年２月の第７弾まで、その時々の感染状況に加え、地域経済の状況等を捉えつつ、市

議会の皆さんのご理解、飯田商工会議所をはじめとする経済団体等の皆さんのご協力をい

ただきながら実施してきました。また、感染拡大を防ぐために必要不可欠である市民の皆

さんへの広報活動を実施するとともに、医療関係者の皆さんにご協力をいただき体制の維

持・充実強化に取り組んできました。

 飯田市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業の概要

【第１弾】 
令和２年４月 

市民の皆さんの命と生活を守ることを最優先とした感染対策や地域外

来・検査センターの設置に加え、４月 16日に全都道府県を対象として初

めて発出された緊急事態宣言下における休業要請への対応、特別給付金

の給付などを実施 

【第２弾】 
令和２年５月 

緊急事態宣言の延長を踏まえ、第１弾で実施した対策の強化として、宿

泊業者等への給付金の支給、児童扶養手当の上乗せ給付、福祉施設・保

育園・医療機関等の感染症対策への支援など、産業とくらしの下支えを

目的とした対策を実施 

【第３弾】 
令和２年６月 

令和２年５月 25日に緊急事態宣言が解除されたことを受け、大きな影響

を受けた飲食業等への対応としてプレミアム商品券を発行し地域内消費

を喚起すること、同じく大きな影響を受けた観光業への対応として宿泊

応援キャンペーンを実施するなどの緊急経済対策を実施 

また、ひとり親世帯に対する臨時特別給付の実施、小中学校における ICT

教育推進のための環境整備等も実施 
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【第４弾】 
令和２年８月 

都心部において、第２波といわれる感染症の再拡大が顕著になる中、当

市においては、福祉施設等における感染症対策を支援したほか、新しい

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やサテライトオ

フィス開設等への支援、制度資金による中小企業の資金繰り支援に加え、

スマートフォンを用いた公金収納システムの導入などを、第２波の到来

による感染拡大への備え、新しい日常への備えとして実施 

【第５弾】 
令和２年９月 

飯田市持続化支援給付金の支給（第２弾の強化）、雇用調整助成金の申請

費用の補助（第１弾の強化）、公共交通事業者（高速バス）の感染症予防

対策への支援など事業者への支援を継続的に実施するとともに、児童福

祉施設等の職員への慰労金給付事業を補助するなど、よりきめ細やかな

対策を実施 

【第６弾】 
令和２年 11月 

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を実施するとともに、休日夜間急患

診療所の施設整備、地域子育て支援拠点施設の感染症予防対策への支援、

発達センターひまわりの感染防止対策のための資材整備など、第３波の

到来に対応するための対策を実施 

【第７弾】 
令和３年２月 

第３波の終息が見え始めた令和３年２月には、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といった事業者・個人支援

に加え、新型コロナウイルス感染症対策の要となるワクチン接種事業へ

の取組を柱とする対策を実施 

 

 別紙「事業別実績一覧」は、現在も対応が続いている事業も含め中間報告として事業の実
施状況をまとめたものであり、今後も当市及び周辺地域の感染状況や地域経済の状況変

化を適切に捉え、市民の皆さんや市議会の皆さんとの対話を重ねつつ、迅速性を重視した

感染予防対策・経済対策を実施します。 

 特に、新型コロナウイルス感染症対策の要となるワクチン接種を着実に実施するととも
に、これまで同様、地域医療の体制維持・強化や広報活動を継続的に実施します。 

 また、これまで実施を控えてきたまつりや地域活動等の再開を支援するとともに、生活支
援及び経済対策を講じ、感染症対策と地域経済活性化の両立を図っていきます。   

２ 事業実績  
(1) 概況 

 感 染 防 止 経 済 対 策 合  計 

事業数 

(事業) 

決算見込額 

(千円) 

事業数 

(事業) 

決算見込額 

(千円) 

事業数 

(事業) 

決算見込額 

(千円) 

事 業 者 支 援 11 170,989 24 1,116,790 35 1,287,779 

個 人 支 援 ７ 16,549 15 10,457,526 22 10,474,075 

検 査 ・ 医 療 11 133,117   11 133,117 

教 育 環 境 12 800,860   12 800,860 

広 報 啓 発 １ 8,080 １ 734 ２ 8,814 

災 害 ・ B C P 12 99,744   12 99,744 

そ の 他 １ 98   １ 98 

合 計 55 1,229,437 40 11,575,050 95 12,804,487   
(2) 事業別実績 

 別紙「事業別実績一覧」をご参照ください。 



R2 1/26 ～ 2/1 1/31 第１回 庁内連絡会議 1/29 対策本部設置

2/2 ～ 2/8

2/9 ～ 2/15

2/16 ～ 2/22

2/23 ～ 2/29
2/25

2/28

飯田市対策本部設置
第１回 対策本部会議
第２回 対策本部会議

3/2 第２回 庁内連絡会議

市内小中学校臨時休校

3/5 第３回 庁内連絡会議

3/8 ～ 3/14

3/11
3/12

第４回 庁内連絡会議
第３回 対策本部会議
第１回 緊急経済対策会議
緊急経済対策本部設置

3/15 ～ 3/21

3/22 ～ 3/28
3/22
3/28

第４回 対策本部会議
第５回 対策本部会議

3/29 ～ 4/4

4/7 特措法対策本部設置

第１回 飯田市対策本部会議

市有施設休館（～4/24）

4/12 ～ 4/18 4/16 第６回 庁内連絡会議
4/16 緊急事態宣言

（全都道府県）

4/19 ～ 4/25
4/21 緊急対策本部会議設置

第２回 飯田市対策本部会議

第３回 飯田市対策本部会議
第２回 緊急経済対策本部会議

緊急対策事業 第１弾

4/28
4/30

市内小中学校休校延長（～5/8）
市内小中学校休校延長（～5/24）

5/3 ～ 5/9 5/7 第４回 飯田市対策本部会議
5/4 緊急事態宣言延長

（全都道府県～5/31）

市内小中学校臨時登校開始

第５回 飯田市対策本部会議

緊急対策事業 第２弾

5/16 市有施設一部利用可

5/17 ～ 5/23 5/18 第３回 緊急経済対策本部会議
5/21 緊急事態宣言解除

（3府県）

5/25 地域外来・検査センター開設

市内小中学校一斉登校開始

5/29 第６回 対策本部会議

緊急事態宣言解除
（長野県含む39都道府県）

5/14

緊急事態宣言
（７都道府県）

4/7

0

4/10

0

5/11

　

0

0

0

4/9 感染症対策強化期間
（～4/22）

4/26

0

市内小中学校休校（～4/24）

1

5/2～

飯　田　市

4/27

第５回 庁内連絡会議4/8

0

0

5/16～5/10

4/5 4/11～
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3/1 ～ 3/7

5/25
5/24 ～ 5/30

緊急事態宣言解除
（全都道府県）

0

0

0

0

0

長　野　県 国

0

0

期　　　間 南信州圏域内 陽性者数の推移

1

第
１
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飯田市内

飯田保健所管内

飯田市以外



飯　田　市 長　野　県 国期　　　間 南信州圏域内 陽性者数の推移

R2 5/31 ～ 6/6 6/1 市有施設再開

6/7 ～ 6/13

6/15 第７回 対策本部会議

6/17 第４回 緊急経済対策本部会議

緊急対策事業 第３弾

6/21 ～ 6/27

6/28 ～ 7/4

7/5 ～ 7/11

7/12 ～ 7/18

7/22 第８回 対策本部会議

第５回 緊急経済対策本部会議

緊急対策事業 第４弾

7/26 ～ 8/1 7/29 第９回 対策本部会議
7/29 感染警戒レベル引き上げ

（全県レベル２）

8/2 ～ 8/8

8/9 ～ 8/15

8/16 ～ 8/22

8/23 ～ 8/29

9/4 第10回 対策本部会議

緊急対策事業 第５弾

9/6 ～ 9/12

9/13 ～ 9/19 9/15 第６回 緊急経済対策本部会議
9/16 感染警戒レベル引き下げ

（全県レベル１）

9/20 ～ 9/26

9/27 ～ 10/3

10/4 ～ 10/10

10/11 ～ 10/17

10/18 ～ 10/24

10/25 ～ 10/31

11/1 ～ 11/7 11/4 第11回 対策本部会議

11/11
11/13

第１回 専門家会議
第12回 対策本部会議

11/14 感染警戒レベル引き上げ
（全県レベル２）

緊急対策事業 第６弾

11/15 ～ 11/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

～7/19

0

0

0

0

～ 011/14

0

0

0

11/8

6/20～6/14

09/5～8/30

07/25

第
２
波



飯　田　市 長　野　県 国期　　　間 南信州圏域内 陽性者数の推移

R2 11/22 ～ 11/28
11/24 感染警戒レベル引き上げ

（全県レベル３）

11/29 ～ 12/5 12/4 第２回 専門家会議

12/6 ～ 12/12
12/9
12/11

第13回 対策本部会議
第７回 緊急経済対策本部会議

12/13 ～ 12/19
12/15
12/17

第３回 専門家会議（書面）
第14回 対策本部会議

12/20 ～ 12/26 13（内飯田市10）

R3 12/27 ～ 1/2 2（内飯田市1） 12/28 第15回 対策本部会議
12/28 感染症対策強化期間

（～1/11）

1/3 ～ 1/9 9（内飯田市8） 1/8 第６回 飯田市対策本部会議
1/8 緊急事態宣言

（４都県）

1/18 市有施設休館

1/20 第４回 専門家会議

緊急対策事業 第７弾

1/31 ～ 2/6 2/4 市有施設再開
2/3 感染警戒レベル引き下げ

（飯田市、南信州圏域３）
2/6 緊急事態宣言解除

（栃木）

2/7 ～ 2/13 2/12 第５回 専門家会議
2/12 感染警戒レベル引き下げ

（全県レベル２）

2/14 ～ 2/20
2/16 感染警戒レベル引き下げ

（全県レベル１）

2/21 ～ 2/27

2/28 ～ 3/6
2/28 緊急事態宣言解除

（関西、中京６府県）

3/7 ～ 3/13

3/14 ～ 3/20
3/20 感染症対策強化期間

（～4/19）

3/21 ～ 3/27
3/26 感染警戒レベル引き上げ

（全県レベル２）

3/21 緊急事態宣言解除
（首都圏４都県）

3/28 ～ 3/31

　※飯田市の陽性者数は、長野県が市町村別に感染症陽性者を公表するようになって以降（令和2年4月24日以降）の数値である。

50（内飯田市43）

1/16 感染警戒レベル引き上げ
（飯田市５・特別警報Ⅱ）

第７回 飯田市対策本部会議
第８回 飯田市対策本部会議

1/14
1/15

1/16

～

～ 1/23

1

0

0

3

1/24

第８回 緊急経済対策本部会議
第９回 飯田市対策本部会議

1/26
1/29

21（内飯田市19）

1/14 感染警戒レベル引き上げ
（南信州圏域４・特別警報Ⅰ）
医療非常事態宣言発出（全県）

0

1

43（内飯田市26）

1/14 緊急事態宣言
（７府県）

1/10

1

0

0

0

0

1

1

1/17

1/30

～

≪陽性者数累計≫

南信州圏域 153 名

(内飯田市 112 名)※

第
３
波

第
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波



令和２年度『飯田市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業』の概要について

◆事業別実績一覧

№ 大分類 中分類 所管部局課等 事業名 事業の目的及び概要 緊急対策 補正
決算見込額

(千円)
事業実績

（対象数、事業費、実施期間など）

1 経済対策 事業者支援 産業振興課 特別労働相談会

社会保険労務士による労働相談日を設け、地
域の雇用を守る相談体制を強化する。
雇用調整助成金の申請方法など、労働関係の
相談に社会保険労務士が応じる。５月から第
２・４金曜日に開設、７月からは原則第１・２・４
金曜日に開設。

第１弾 第１号 396

●実施期間：5/8～継続中 ●開催日数：19日 ●相談
事業所数：20件（3/31現在） ●相談内容内訳：雇用
調整助成金12件、学校休業に伴う保護者への助成
金３件、労務管理７件、持続化給付金２件、休業手当
等支給方法１件、その他補助金５件 ●事業費：396
千円

2 経済対策 事業者支援
商業・市街地活
性課

【南信州・みんなの街、飲
食店応援！】クラウドファ
ンディング創設

空き店舗抑制対策として、クラウドファンディン
グによる飲食店クーポン事業を行う飯田市中
心市街地活性化協会に対して、事業運営費を
支援する。

第１弾 第１号 1,100

●クラウドファンディング期間　4/24～5/29 ●支援金
額　1,017口、23,162,671円(内訳：プレミアムお食事券
購入19,178,000円/全額支援3,984,671円) ●プレミア
ムお食事券利用期間：6/22～11/30 ●参加飲食店：
141店舗 ●利用率93.4％ ●余剰金は参加店舗へ全
額支援として換金

3 経済対策 事業者支援 産業振興課
雇用調整助成金申請支援
事業補助金

社会保険労務士へ雇用調整助成金等の支給
申請事務を委託した事業者に、社会保険労務
士に支払った費用を補助する。（１回限り上限
10万円）

第１弾、第５
弾、第６弾、第
７弾

第１号、第８
号、第９号、第
12号、第14号

17,080

●実施期間：5/11～継続中 ●申請事業所数：179
件、交付決定178件 ●事業費17,080千円（3/31現
在）

4 経済対策 事業者支援
商業・市街地活
性課

事業継続支援緊急助成金
事業

売上が前年同月比で50％以上減少してる事業
者に対して、家賃の８割を支給

第１弾、第６弾 第１号、第９号 59,402

●受付期間：5/11～7/10 ●申請受付件数：549件
（交付503、不交付46） ●交付決定件数：503件（個人
事業者310件、法人193件） ●支給額：59,402千円

5 経済対策 事業者支援 産業振興課
感染症拡大防止協力企業
等支援事業

長野県の休業要請等に伴う事業者への支援
（長野県、市町村共同事業）
休業要請等に協力した飲食業、旅館業、娯楽
業等を経営する事業者へ協力金等を支給。１
事業者あたり１回 30万円（県20万円・市10万
円）

第１弾 第１号、第９号 67,500

●実施期間：5/7～6/1 ●支給実績：67,500千円 ●
申請数：長野県全体で12,694件、うち飯田市の
申請件数696件 ●支給件数675件

6 経済対策 事業者支援 産業振興課 オンライン就活支援事業

人材採用を行う市内中小企業向けに、ウェブ
面接やウェブ企業説明会の導入支援を行う。
対人面談や都市間の異動が難しい状況に対
応し、感染防止に繋げる。

第２弾 第２号 33
●導入に係るコンサルティング料
●実績１件

7 経済対策 事業者支援 産業振興課 テレワーク導入促進事業

テレワーク導入を検討する市内の事業者を支
援することで、新たな生活様式の実現に繋げ
る。専門家を派遣し、テレワーク実施に向けた
助言等を無料で行う。

第２弾 第２号 103

 ●導入に係るコンサルティング料
 ●相談件数６件
 ●実績０件

8 経済対策 事業者支援
商業・市街地活
性課

商店街等活動事業

商工会、商栄会等が団体として新型コロナウイ
ルス感染予防に取り組む際のマスク・消毒など
の消耗品費、あるいはテイクアウトサービスの
事業費などを補助する。

第２弾 第２号 100

がんばれ飯田！ふんばれ銀座！コロナに負けるなプ
ロジェクト(1)第1弾：4/10～安心した買い物環境をつく
ることによる消費喚起事業（銀座商栄会店舗へのマ
スク配布） (2)第2弾：商品券「銀座次郎長貨幣」の販
売 ●利用期間：8/8～11/30 ●加盟店舗数：33店舗
●販売枚数：100冊（1万円で1万7千円分）

令和３年６月１日
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№ 大分類 中分類 所管部局課等 事業名 事業の目的及び概要 緊急対策 補正
決算見込額

(千円)
事業実績

（対象数、事業費、実施期間など）

9 経済対策 事業者支援 産業振興課 飯田市持続化支援給付金

売上が50％以上減少している事業者に対し、
事業継続のための給付金を支給する。
(1)飯田市持続化支援給付金（全業種向け）：売
上が50％以上減少している飲食業、製造業、
サービス業等の全ての業種に対し、法人20万
円、個人事業主10万円の給付金を支給
(2)飯田市創業者持続化支援給付金（新規創
業者向け）：令和２年1月1日から4月7日までの
間に市内で事業を開始し、60日以上の事業実
績を有している事業者に対し、法人10万円、個
人事業主５万円の給付金を支給

第２弾
第２号、第８
号、第14号

412,392

●総事業費：412,392千円
(1)全業種向け ●実施期間：6/1～2/26 ●申請件数：
3,078件（個人2,001件、法人1,077件） ●支援決定件
数：3,044件（個人1,984件、法人1,060件） ●支給実
績：410,400千円（個人 198,400千円、法人
212,000千円）
(2)新規創業者向け ●実施期間：6/1～7/31 ●
申請件数：28件（個人23件、法人5件） ●決定
件数：28件（個人23件、法人5件） ●支払実
績：1,650千円（個人 1,150千円、法人 500千
円）

10 経済対策 事業者支援 観光課
感染症拡大防止協力事業
者特例支援金

「県・市町村連携型コロナウイルス拡大防止協
力企業等特別支援事業」の対象外となる宿泊
業者のうち、一定の協力のあった業者に対し、
支援金を支給する。

第２弾 第２号、第９号 500
●申請開始6/1、受付終了7/31 ●支給実績　５件
（法人３件、個人事業者２件）　合計500千円

11 経済対策 事業者支援 観光課
飯田市持続化支援特別給
付金

持続化給付金対象事業者のうち、売上が前年
同月比で80％以上減少している宿泊事業者及
び旅行業者に対して、国の上限を超えて上乗
せ算定し、給付金の加算支給をする。

第２弾 第２号、第９号 43,255
●申請開始6/1、受付終了7/31 ●支給実績　49件
（法人38件　個人事業者11件） 合計43,255千円

12 経済対策 事業者支援 観光課

がんばろう飯田！応援割
宿泊キャンペーン
●GoToキャンペーンプラッ
トフォーム構築推進事業
●消費喚起型キャンペー
ン事業

・GoToキャンペーンを活用するためのプラット
フォームづくり
・宿泊割引や独自の観光クーポンの発行によ
る消費喚起

第３弾 第４号、第14号 32,117

●キャンペーン期間：8/1～2/28 ●実績：宿泊4,273
泊（飲食施設等割引クーポン18,029枚、飯田焼肉ミー
トクーポン1,705枚、給油チケット592枚） ●事業費：
クーポン事業補助金 30,778千円、プラットフォーム構
築推進等補助金 249千円、広告料 754千円、事務費
336千円

13 経済対策 事業者支援 人事課
会計年度任用職員報酬
（フルタイム）

緊急経済対策の相談窓口対応職員、飯田市
持続化支援給付金書類確認職員、事業継続
支援緊急助成金書類確認職員の人件費

第３弾 第４号 3,463

緊急経済対策相談窓口の強化と支援策の促進を目
的にフルタイム会計年度任用職員を採用
(1)２ヶ月×３人 (2)７ヶ月×２人 (3)１ヶ月×１人

14 経済対策 事業者支援 産業振興課
会計年度任用職員報酬
（パートタイム）

緊急経済対策の相談窓口対応
飯田市持続化支援給付金書類確認
新しい生活様式申請書類確認

第３弾、第５弾 第４号、第８号 2,521

緊急経済対策相談窓口の強化と支援策の促進を目
的に、女性の就業支援の一環として相談員等を採用
（パートタイム会計年度任用職員２名）

15 経済対策 事業者支援 文化会館 文化芸術団体支援事業
舞台芸術団体が飯田で活動を再開できるよう
支援する団体に対し、事務費等の経費を負担
金として交付

第３弾 第４号 112

飯田の文化芸術を元気にする会の設立及び活動支
援 (1)文化芸術団体へのアンケート調査：発送458団
体、回答97団体、(2)施設使用人数の制限による使用
料の減免要望を受けた使用料の減免

16 経済対策 事業者支援
商業・市街地活
性課

地域消費喚起商品券事業
（地域支えあいプレミアム
商品券事業）

飯田商工会議所と連携してプレミアム商品券を
販売する

第３弾、第４弾
第４号、第６
号、第14号

170,823

●利用期間：8/13～12/31 ●取扱加盟店：1,088（事
業者935） ●発行枚数：31,377セット（15枚綴り
/470,655枚） ●換金枚数：466,919枚 ●換金
額：466,919千円 ●利用率：99.2%

17 経済対策 事業者支援 産業振興課
「新しい生活様式」定着支
援補助金

「３密」の回避や「新しい生活様式」に適応した
事業形態に取り組む事業所の設備等導入に対
して、補助を行う。

第４弾 第６号、第14号 129,253

●実施期間：8/17～11/16及び2/1～3/31 ●申請件
数：1,170件（法人549件、個人事業者621件） ●8/17
～11/16支給決定件数：1,169件（法人549件、個人事
業者620件） ●支給実績：1,169件　103,685千円 ●
2/1～3/31申請件数： 322件（法人138件、個人事業
者184件） ●支給決定件数：321件（法人138件、個人
事業者183件） ●支給実績：321件　24,722千円 ●支
給総額：128,407千円



№ 大分類 中分類 所管部局課等 事業名 事業の目的及び概要 緊急対策 補正
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18 経済対策 事業者支援 金融政策課
新型コロナウイルス対策
資金

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。国県が実施している資
金繰りの支援ではカバーしきれない資金需要
に対し、新規に独自の制度を創設することで、
当該感染症流行の影響を受けている中小企業
を支援する。
●信用保証料の全額を補助、利子補給金の補
助 ●貸付限度額50,000千円 ●対象：設備投
資、運転資金 ●年利0.8％ 貸付期間10年以内
（据置2年）

第４弾 第６号、第14号 88,068

●中小企業振興資金保証料
●中小企業振興資金利子補給金
●実施期間：8/5～継続中
●申請件数：70件
●融資あっせん決定数：70件
●融資あっせん金額：2,213,200千円（すべて法人）

19 経済対策 事業者支援 工業課
サテライトオフィス等開設
費用補助金

事業分散や働き方改革等に取り組む企業のサ
テライトオフィスを誘致するために、必要経費
等を補助する

第４弾 第６号、第14号 883
●事業所開設補助：２件、883千円
●実施期間：8月17日～3月31日

20 経済対策 事業者支援 リニア推進課 市民バス等運行業務費

交通事業者への感染防止対策の実施費用、
広報費用への支援
乗合バスの運賃減収分及びバスの過密対策
増便への支援

第４弾 第６号 12,959

(1)飯田市バス･タクシー感染症拡大防止支援金 ●交
付事業者９社 ●バス63台、タクシー144台 ●交付額
10,180千円 ●実施期間R2.8.17～R3.3.31
(2)乗合バス過密対策（駒場線） ●運行回数274回 ●
交付額2,779千円 ●実施期間R2.6月～R3.2月

21 経済対策 事業者支援 リニア推進課 市民バス等運行業務費
14市町村の連携により、高速バスの感染症予
防対策に係る経費を支援する

第５弾 第８号 34,500

高速乗合バス感染症拡大防止支援金 ●交付事業者
３社、43台 ●交付額34,500千円 ●実施期間R2.9.30
～R3.3.31

22 経済対策 事業者支援 工業課
プロフェッショナル人材確
保補助金

技術者等の優秀な人材確保に取り組む地元企
業を支援する

第５弾 第８号、第14号 1,153
●ウェブサイト作成：9月開設、72千円 ●人材確保補
助：２件、1,081千円 ●実施期間：9月28日～3月31日

23 経済対策 事業者支援
商業・市街地活
性課

プレミアム割引クーポン券
事業

「プレミアム割引クーポン」の発行により、地域
消費の喚起をする

第７弾
第12号、第14
号

8,682

(1)テイクアウト割引券 ●利用期間：3/1～4/30 ●加
盟店舗数：325店舗 　(2)ささえあい割引券 ●利用期
間：2/25～6/30 ●加盟店舗数：1,037店舗（テイクア
ウト含む） ●２→３繰越明許費 306,701千円

24 経済対策 事業者支援 産業振興課 飲食店事業継続助成金

新型コロナウイルス感染症の影響により売上
の減少した飲食店のうち、県補助の対象となら
ないエリアの飲食店に対し、事業継続を支援す
る。

第７弾
第１２号、第14
号

30,395

長野県の「エリア指定型（飯田市）新型コロナウイル
ス感染拡大協力金」の対象区域外に店舗を有する酒
類の提供を行う飲食店に対し10万円を支給。 ●実施
期間：2/8～2/26 ●申請件数：309件（個人212件、法
人97件） ●支給決定件数：303件（個人209件、法人
94件） ●支給実績：30,300千円

25 感染防止 事業者支援 保健課
すこやか親子・子育て支
援事業

産後ケアを行う病院等事業者に対し、感染予
防対策用備品等の整備を補助

第２弾、第３弾 第２号、第４号 1,417
●対象：産後ケアを実施している５施設 ●空気清浄
機・消耗品費（アルコール除菌　ほか）　1,417,097円

26 感染防止 事業者支援 子育て支援課
民間保育所等施設整備事
業

民間保育所の感染防止に係る対策経費を補
助（保育対策総合支援事業費補助金（国１次
補正、２次補正）

第２弾、第４弾 第２号、第６号 20,790

民間保育所等の新型コロナウイルスの感染拡大防
止対策 ●民間保育所等保育環境等整備 8,948千
円、民間保育所等感染拡大防止対策 11,842千円 ●
施設数：25施設 ●実施期間：4月1日～3月31日

27 感染防止 事業者支援
福祉課（健康福
祉部）

社会福祉施設等感染症感
染予防対策支援事業

障害者福祉施設、高齢者福祉施設、児童福祉
施設に対し、新型コロナウイルス感染症の感
染予防対策に要する経費の一部を補助

第２弾
第２号、第９
号、第12号

36,670

●交付対象件数：76件 ●事業費：交付金額　36,600
千円、郵送料70千円 ●実施期間：令和２年５月～令
和３年３月

28 感染防止 事業者支援 長寿支援課
通所系サービス事業者等
感染拡大防止対策支援事
業

通所系サービス事業者及び短期入所系サービ
ス事業者について、臨時的措置である介護報
酬の上乗せ算定分（積み増し分）を補助金とし
て交付

第４弾 第６号 72,373

●76事業所 ●事業費：補助金 72,360,810円 、郵送
料12,262円 ●交付対象期間：令和２年７月から令和
３年３月
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29 感染防止 事業者支援 子育て支援課 地域活動事業費

国２次補正　新型コロナウイルス感染症緊急包
括支援交付金事業
小学校低学年受入れ事業を行う認可児童クラ
ブに、感染拡大防止対策に係る費用を補助

第４弾 第６号 1,000
●事業費1,000千円 ●施設数：２施設 ●実施期間：
10月22日～3月18日

30 感染防止 事業者支援 子育て支援課 病児保育事業

国２次補正　新型コロナウイルス感染症緊急包
括支援交付金事業
コロナウイルス対応業務仕様に基づく病児保
育業務委託料の増額分

第４弾 第６号 500 ●事業費500千円 ●実施期間：9月28日～10月18日

31 感染防止 事業者支援 学校教育課
児童館・児童センター・児
童クラブ運営費

各放課後児童クラブ等施設における感染症対
策のための消毒液・空気清浄機等の購入

第４弾 第６号 8,519
●児童館・センター８カ所 2,889千円 ●児童クラブ 14
カ所、5,630千円 ●実施期間：4月1日～3月31日

32 感染防止 事業者支援 納税課 徴収費
新しい生活様式を進めるためのスマートフォン
決済を導入する

第４弾 第６号 550

 ●情報処理業務委託料 550千円 ●導入時期：令和
２年12月 ●令和３年４月末現在 107人、4,350件、
3,910千円の利用

33 感染防止 事業者支援 子育て支援課 地域子育て支援拠点事業

地域子育て支援拠点施設（つどいの広場）にお
ける感染予防のための経費補助
(国２次補正　新型コロナウイルス感染症緊急
包括支援交付金事業)

第４弾、第７弾 第６号、第12号 2,651 ●事業費2,651千円 ●施設数：12拠点、９事業者

34 感染防止 事業者支援 子育て支援課
児童福祉施設等職員慰労
金支給補助事業

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮
しつつ、事業継続を行う民間保育所等におい
て、従事する職員に対し、１人当たり３万円の
慰労金を支給する。

第５弾 第８号、14号 24,170

児童福祉の安定的継続運営のため、保育所等の
事業者が職員へ手当（慰労金）を支給した場
合、その経費を補助
●事業費24,170千円 ●対象施設：35施設（保育
所分園含む。） ●慰労金支給者数：807人 ●実
施期間：9月23日～3月31日

35 感染防止 事業者支援 子育て支援課 地域子育て支援拠点事業

子ども・子育て支援交付金（特例措置分）（国
1/3、県1/3）を活用し、地域子育て支援拠点施
設における新型コロナウイルス感染症の拡大
防止に配慮した相談支援体制を強化

第６弾 第９号 2,349

地域子育て支援拠点施設（つどいの広場）における
相談支援体制の強化のため、情報機器整備の経費
を補助 ●事業費2,349千円 ●施設数：6拠点、6事業
者

36 経済対策 個人支援 市民課 特別定額給付金事業

市民１人当たり10万円を支給する。
申請受付 (1)先行申請：4/30から受付開始。5
月連休中は本庁舎に特設受付窓口を開設。
(2)オンライン申請：5/7から受付開始 (3)通常
申請：5月下旬に世帯主宛て氏名記載の申請
書送付。6/1から受付開始。(4)申請期限延長：
７月豪雨による災害救助法適用により申請期
限を10月末まで２か月間延長。
申請促進(1)民生委員、介護ケアマネ等に未申
請者の情報等を提供し、申請促進の協力を依
頼（３回）。(2)未申請世帯促進通知発送（３
回）。

第１弾 第１号 10,031,640

１ 給付対象者 ●対象世帯数 40,128世帯 ●対
象者数 100,117人
２ 給付状況 ●世帯数 40,012世帯（99.7％) ●
人数 99,973人（99.9％） ●給付金額
9,997,300千円
３ 財源 ●特別定額給付金給付事業費補助金
9,997,300千円（国10/10) ●特別定額給付金給
付事務費補助金34,340千円（国10/10)

37 経済対策 個人支援 人事課
特別定額給付金事業（会
計年度任用職員人件費）

特別定額給付金事業に係る人件費 第１弾 第１号 6,860 ７名×５ヶ月

38 経済対策 個人支援 子育て支援課
子育て世帯臨時特例給付
金事業費

子育て世帯に対し、児童１人当たり１万円を支
給

第１弾 第１号 135,296

●対象：令和２年４月分児童手当の受給世帯7,454世
帯(該当児童13,109人) ●事業費：給付金131,090千
円、事務費4,206千円 ●実施期間：5月8日～8月27日
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39 経済対策 個人支援 福祉課
生活支援相談窓口の設置
（会計年度任用職員人件
費）

新型コロナウイルス感染症に伴う個人向けの
生活支援相談窓口の設置

第１弾、第５弾 第１号、第８号 2,819
●設置期間：4月15日～3月31日 ●会計年度任用職
員：実人数3名 ●事業費：2,819千円

40 経済対策 個人支援 子育て支援課
ひとり親家庭福祉一般経
費

児童扶養手当受給者に対する市単上乗せ（児
童１人当たり２万円）

第２弾 第２号 24,558

●対象：令和２年５月分児童扶養手当の受給世帯
777世帯（児童数1,220人） ●事業費：児童扶養手当
受給世帯臨時特別給付金 24,400千円、事務費 158
千円 ●実施期間：6月15日～7月10日

41 経済対策 個人支援 子育て支援課 民間保育所等運営事業
新型コロナウイルス感染症による登園自粛要
請に係る保育料・副食費等の日割計算による
還付分を負担

第２弾 第２号、14号 2,776

登園自粛要請協力家庭返還金 ●小学校等休業期
間中（４月～５月）2,755千円、第３波（感染又は濃厚
接触者）　21千円 ●登園自粛要請期間：4月1日～5
月24日 ●感染又は濃厚接触者：該当となった日

42 経済対策 個人支援 工業課
飯田市学生応援プロジェ
クト事業

飯田市出身の学生に対して、地元生産した生
活物資等を送り地域ぐるみで支援するととも
に、生産する企業や農家を支援する。

第２弾、第４弾
第２号、第６
号、第９号

9,641
●応援品送付：件数1,271件 ●就職情報希望：676件
（53.2％） ●実施期間：5月27日～8月31日

43 経済対策 個人支援 林務課 共助による竹林整備事業
新型コロナウィルスの影響により雇止めとなっ
た求職者に対して、雇用を創出し、竹林の整備
を行う。

第３弾 第４号、第14号 4,146
●作業員３名採用 ●令和２年度竹林整備実施個所
数 １４か所

44 経済対策 個人支援 子育て支援課
ひとり親世帯臨時特別給
付金給付事業

低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金給
付事業 (1)基本給付：１世帯５万円、第２子以
降１子につき３万円を給付 (2)追加給付：コロナ
の影響を受け家計が急変した世帯へ5万円を
給付 (3)再給付：基本給付と同額を12月に給付

第３弾、第６
弾、第７弾

第４号、11号、
14号

151,134

●対象数：令和２年６月分児童扶養手当の受給世帯
及びコロナの影響を受け収入が児童扶養手当受給
世帯と同水準となったひとり親世帯（再支給含む）
1,730世帯(児童数：2,706人) ●事業費：給付金額
148,830千円、事務費2,304千円 ●実施期間：６月１
日～３月31日

45 経済対策 個人支援 子育て支援課
ひとり親世帯臨時特別給
付金給付事業（会計年度
任用職員人件費）

低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金給
付事業に係る人件費

第３弾 第４号 428
会計年度任用職員：2名の雇用 ●人件費：428千円
●実施期間：6月1日～9月30日

46 経済対策 個人支援 福祉課

地域支えあいプレミアム商
品券事業
（住民税非課税世帯配布
分）

住民税非課税世帯に対し、地域支えあいプレミ
アム商品券（プレミアム分）を、１世帯当たり
5,000円配布

第４弾 第６号 47,076
●配布世帯数：8,434世帯 ●事業費：47,076千円
 ●実施期間：8月4日～12月31日

47 経済対策 個人支援 福祉課

会計年度任用職員人件費
（地域支えあいプレミアム
商品券事業　住民税非課
税世帯配布分）

地域支えあいプレミアム商品券事業事業に係
る人件費

第４弾 第６号 342
●会計年度任用職員：1名 ●事業費：342千円 ●雇
用期間：8月24日～10月31日

48 経済対策 個人支援 市民課
飯田市新生児育児応援支
援金事業

特別定額給付金の対象外となった方（基準日
以降の出生者）に対し、飯田市独自で１人５万
円の給付金の給付を実施。
市から受給権者に対し申請書を送付。受給権
者から郵送及び窓口申請により申請書が提出
され適当と認めた場合に、指定金融機関へ振
込み給付する。

第４弾 第６号 32,483

●給付対象者 585人（3/31までの申請書受付
数）●申請期間：9/1～4/30 ●給付者数 585人
（3/31申請受付者の100％） ●給付額　29,250
千円 ●財源 新型コロナウイルス感染症対策地
方創生臨時交付金(国) ●次年度対応 (1)令和３
年４月１日生まれ分：令和３年度当初予算 200
千円  (2)４月申請者分：２→３繰越明許費
3,000千円

49 経済対策 個人支援 福祉課 生活困窮者自立支援事業 住宅確保給付金（増額） 第４弾 第６号 6,193
●延べ給付件数：213件 ●給付金額：6,193千円 ●
実施期間：4月1日～3月31日
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50 経済対策 個人支援 福祉課
福祉企業センター運営事
業

今宮福祉企業センターの新規受託業務のため
の車両更新

第５弾 第８号 2,134
今宮福祉企業センター自動車購入（タウンエース）１
台、2,134千円

51 感染防止 個人支援 保健課
すこやか親子・子育て支
援事業費

妊婦を対象として、厚生労働省から各自治体
に配布されるマスクを郵送

第１弾 第１号 145 マスクの配送　145千円

52 感染防止 個人支援 福祉課 障害児通所支援費
臨時休校等に伴う放課後等デイサービス利用
者負担の助成

第２弾 第２号 27
臨時休校等に伴う自己負担額増加を軽減
サービス提供事業所数　２法人４事業所　27千円

53 感染防止 個人支援 福祉課 障害者福祉一般経費
特別児童扶養手当、特別障害者手当の申請
手続きを、窓口持参による方法から郵送に変
更

第２弾 第２号 184
●対象：特別児童扶養手当357人、特別障害者手当
118人 ●郵送料：184千円 ●実施期間　６月～３月

54 感染防止 個人支援 市公民館
飯田市成人式新成人抗原
検査補助事業

新成人が飯田市成人式に安心して参加できる
環境を整えるため、市内の受検体制を調整す
るとともに、飯田下伊那地区外在住からの参加
者の抗原検査費用を補助する。
●事業内容：(1)新成人該当者への検査補助
案内及び申請者に対する受検票の郵送(2)抗
原定量検査料補助（検査費用８千円のうち、６
千円を補助）、(3)検査医療機関の調整 ●検査
実施期間：１月８日（金）午後から１月10日（日）
午前まで。成人式開催２日以内。

第６弾 第９号 129

●対象：飯伊地区以外に在住する令和２年度の
新成人該当者で抗原定量検査を希望する者 ●申
請者：288人
●検査医療機関：(一財)中部公衆医学研究所、
下伊那厚生病院、瀬口脳神経外科病院
●令和２年12月17日に令和２年度飯田市成人式
の延期を決定。これにより抗原定量検査補助を
中止したため検査は未実施
●事業費：印刷製本費及び通信運搬費

55 感染防止 個人支援 保健課
新型コロナウイルス感染
症検査助成事業

高齢者又は介護医療従者が行うコロナウイル
ス抗原検査に係る検査費用の助成

第６弾 第９号、14号 2,398

(1)高齢者の検査費用助成（6,000円）を12月より開
始：延べ177人、1,062千円 (2)介護医療従事者の検
査費用助成（4,000円）：延べ261人、1,044千円

56 感染防止 個人支援
結いターン移住
定住推進室

結いターン学生ふるさと帰
省事業

飯田市出身の学生が帰省する際の感染確認
検査の費用・交通費の一部補助

第６弾 第９号、14号 12,356

(1)検査費用・交通費の一部補助●広報活動：新聞等
への掲載延べ6回、935千円 ●検査料の助成：680
人、10,621千円 ●事務費：消耗品費等、398千円 ●
実施期間：令和2年11月25日～令和3年1月31日　(2)
会計年度任用職員人件費 ●雇用人数：1人、人件費
及び旅費402千円 ●雇用期間：1月1日～3月31日

57 感染防止 個人支援
結いターン移住
定住推進室

受験生感染症検査支援事
業

受験生が受ける感染確認検査の費用の一部
補助

第７弾 第12号、14号 1,310

●広報活動：新聞等への広告掲載延べ6回、800千円
●検査料の助成：55人、414千円 ●事務費：消耗品
費等、96千円 ●実施期間：2月5日～3月31日

58 感染防止 検査･医療 保健課
感染症検査センター事業
費

新型コロナウイルスに係る検査のための「地域
外来・検査センター」の開設及び運営
(1)センターの開設　(2)センターの運営

第１弾 第１号 59,541
(1)改修工事費 11,829千円、備品購入 2,503千円、
(2)運営業務委託料 45,209千円

59 感染防止 検査･医療 保健課
休日夜間急患診療所運営
事業

地域外来・検査センターにおける患者自己負
担分の公費負担

第２弾 第２号 676
●検査数407件（1件あたり25,430円のうち、医療保
険・県公費負担を差し引いた市負担分）

60 感染防止 検査･医療 保健課 在宅当番医事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける地
域医療体制の確保のための特別支援

第４弾 第６号 17,451 救急医療体制維持補助金
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61 感染防止 検査･医療 保健課
病院群輪番制病院運営事
業

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける地
域医療体制の確保のための特別支援

第４弾 第６号 32,375 救急医療体制維持補助金

62 感染防止 検査･医療 保健課
休日夜間急患診療所運営
費

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける地
域医療体制の確保のための特別支援

第４弾 第６号 4,380 救急医療体制維持補助金

63 感染防止 検査･医療 保健課
休日夜間急患診療所運営
事業

市民の方（匿名希望）からの寄附を充当し、飯
伊地区包括医療協議会に対する救急医療体
制維持補助金を上乗せ

第５弾 第８号 100 救急医療体制維持補助金

64 感染防止 検査･医療 保健課
すこやか親子・子育て支
援事業

飯田下伊那地区助産師会が行うオンラインに
よる保健指導の補助

第５弾 第８号 0

妊婦・産婦健診等を受診できる感染状況であったた
め、健診時に直接助産師に相談できる状況であり利
用がなかった。

65 感染防止 検査･医療 保健課
地域外来・検査センター事
業

飯田市地域外来・検査センターにおいて、検体
採取等に従事する医師が新型コロナウイルス
感染症に罹患した際に交付する補助金（地域
外来・検査センター業務従事医師等補助金）の
新設

第５弾 第８号 0

検体採取等に従事する医師が新型コロナウイルス感
染症に罹患した際に交付する補助金。医師感染が発
生しなかったため、執行なし。

66 感染防止 検査･医療 保健課
休日夜間急患診療所運営
事業

休日夜間急患診療所において、発熱患者の外
来があった場合におけるオンライン診療に対応
するため、施設を整備（県）新型コロナウイルス
感染症緊急包括支援事業補助金事業

第６弾 第９号 1,362

●消耗品費67,650円（ネットワーク機器類） ●工事費
899,800円（オンライン診療対応設備工事　他）  ●備
品購入費394,350円（診察用リモートカメラ）

67 感染防止 検査･医療 保健課 感染症予防接種事業
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事
業及びワクチン接種事業

第７弾 第12号 17,232
感染症予防接種事業費　17,232千円
繰越明許　396,576千円

68 感染防止 検査･医療 人事課
感染症予防接種事業
（会計年度任用職員人件
費）

新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る人
件費

第７弾 第12号 0 令和３年度へ全額繰越明許

69 感染防止 教育環境 学校教育課 中学英語支援教材の配布
臨時休業による学習支援のための中学英語支
援教材の配布

第１弾 第１号 5,643 中学生英語学習教材購入　5,643千円

70 感染防止 教育環境 学校教育課
学習を支援する飯田市独
自番組の制作、配信

学習を支援する飯田市独自番組の制作、配信
学習支援のためのラジオ番組放送及びテレビ
番組放送

第１弾 第１号 1,120
●ラジオ番組放送業務委託 900千円
●テレビ番組放送業務委託 220千円

71 感染防止 教育環境 学校教育課
小中学校ICT教育環境整
備事業

学校と家庭でICTを活用した教育が行えるよう
ネットワーク等の環境整備やタブレット端末の
購入など

第１弾、第３
弾、第５弾

第１号、第４
号、第６号

485,798

休校等対応１人１台端末導入に伴う環境整備
●対象：全小中学校28校 ●事業費：学習者端末導
入 327,783千円、フィルタリングソフト 13,459千円、端
末保管庫 6,156千円、WEBカメラ等 2,052千円、学校
ネットワーク改修 122,991千円、インターネット回線増
強 2,259千円、家庭学習用通信機器 8,491千円、家
庭学習用通信費 2,607千円

72 感染防止 教育環境 学校教育課
修学旅行等の延期または
中止によるキャンセル料
等の補助金

修学旅行等の延期または中止によるキャンセ
ル料等の補助金

第１弾、第５
弾、第６弾、第
７弾

第１号、第８
号、第９号、第
12号

7,198
●小学校23件 2,959千円、中学校12件 4,239千円 ●
実施期間：4月1日～3月31日



№ 大分類 中分類 所管部局課等 事業名 事業の目的及び概要 緊急対策 補正
決算見込額

(千円)
事業実績

（対象数、事業費、実施期間など）

73 感染防止 教育環境
生涯学習・ス
ポーツ課

生涯スポーツ推進事業
学校休校等に伴い、子供たちの運動不足や運
動能力低下が懸念されるため、自宅でできる
運動を促すための番組を制作し、放送

第２弾 第２号 89

●「ぽおと体操♪」制作及び放送費用 88,550円 ●対
象：保育園、幼稚園の園児～小学校低・中学年を主
に想定 ●放送期間：令和２年５月２日～31日（撮影
日：令和２年４月30日）

74 感染防止 教育環境 学校教育課
小中学校空調設備整備事
業

・小中学校の分散教室により授業を実施する
必要が生じた教室の空調設備を整備
・小学校特別教室及び多目的教室の空調整備

第３弾 第４号 226,884

●小学校（19校）、211,209千円 ●中学校（7校）、中
学校15,675千円 ●実施期間：令和２年６月～令和３
年３月

75 感染防止 教育環境 学校教育課
学校再開に伴う感染症対
策・学習保障等に関する
支援事業

各校における感染症対策、学習保障に通ずる
取組を、校長の判断のもと迅速かつ柔軟に対
応することができるよう学校教育活動の再開を
支援。感染症対策、学習保障のための消耗
品、備品の購入等

第４弾 第６号 35,068

●小学校（28校）、23,622千円
●中学校（９校）、11,446千円
●実施期間：4月1日～3月31日

76 感染防止 教育環境 学校教育課
夏休み短縮に伴う勤務時
間の増加等への対応（会
計年度任用職員賃金）

(1)夏休み短縮に伴う勤務時間の増加等への
対応
(2)スクールサポートスタッフの配置

第４弾 第６号 6,255

(1)学校に配置している会計年度任用職員人件費の
増額 5,242千円　(2)県教委がクールサポートスタッフ
を配置しない学校に8月から10月まで市費で配置
1,013千円

77 感染防止 教育環境 学校教育課
小中学校一般経費及び教
育振興事業

新型コロナウイルス感染症拡大防止や学校の
休校措置に伴い、緊急の対応等で支出した事
務的経費（消耗品や通信運搬費等）

第４弾 第６号 3,540

感染症対策の消耗品購入、休校措置に伴う緊急対
応のための通信運搬費等　 ●小学校（28校）、2,513
千円 ●中学校（９校）、1,027千円 ●実施期間：4月1
日～6月30日

78 感染防止 教育環境 学校教育課 学校保健対策事業
各学校における感染症対策用消毒液・非接触
型体温計の購入費

第４弾 第６号 1,735

●小学校(19校）、1,197千円
●中学校（９校）、538千円
●実施期間：4月1日～3月31日

79 感染防止 教育環境 学校教育課 学校給食一般経費
学校給食調理業者が学校給食再開に向けた
衛生管理の徹底に要した経費を支援

第４弾 第６号 234 ●対象数２、●事業費 234千円

80 感染防止 教育環境 学校教育課
感染症等対策等の学校教
育活動継続支援事業

各学校が感染症対策等を徹底しながら、夏季
休業期間の短縮等により研修機会を逸した教
職員に対し研修に必要な経費を支援する取組
及び児童生徒の学習保障をするための取組を
実施するに当たり、校長の判断で迅速かつ柔
軟に対応することができるよう、学校教育活動
の円滑な運営を支援する経費を補助

第７弾 第１２号 27,296

感染症対策、学習保障のための消耗品、備品の購入
等
●小学校（28校）、17,719千円
●中学校（９校）、9,577千円
●実施期間：12月15日～3月31日

81 経済対策 広報啓発 産業振興課 経済対策PR用チラシ作成

事業者向けの経済対策を分かりやすく伝える
チラシ等を作成する
(1)新型コロナウイルス感染症対策支援情報パ
ンフレット及び各種支援情報チラシ
(2)情報発信媒体の広告掲載

第２弾 第２号 734
(1)パンフレット･各種チラシ等印刷製本費 282千円
(2)情報発信媒体の広告料 420千円

82 感染防止 広報啓発 危機管理室 災害対策一般経費
新型コロナウイルス感染症感染防止等啓発業
務に係る費用

第１弾、第７弾 第１号、第12号 8,080

●新聞等への掲載延べ17回 ●コミュニティFMによる
スポットCM90回 ●新しい生活様式・避難様式チラシ
及びポスター作成 ●新聞折込及びポスティングの実
施

83 感染防止 災害･BCP 議会事務局 議会一般経費 議場演台、議長席へのアクリル板設置 第１弾 第１号 42
アクリル透明ウイルスガード３台
議場演題２台及び議長席

84 感染防止 災害･BCP 総務文書課 情報管理費 サテライトオフィスに係るLAN回線整備 第１弾 第１号 765
HUB40台　563,200円、電源タップ41個　107,360円、
LANケーブルその他回線整備用消耗品　94,776円



№ 大分類 中分類 所管部局課等 事業名 事業の目的及び概要 緊急対策 補正
決算見込額

(千円)
事業実績

（対象数、事業費、実施期間など）

85 感染防止 災害･BCP
ムトスまちづくり
推進課

自治振興管理費
飯田市自治振興センター窓口へのアクリル板
設置等感染防止対策

第１弾 第１号 352
飯田市自治振興センター15所中13所における感染防
止対策消耗品費

86 感染防止 災害･BCP
男女共同参画
課

多文化共生社会推進事業
外国語窓口相談用アクリル板設置、デスク間
仕切り、加湿器の設置

第１弾 第１号 58

外国語相談窓口にアクリル板、間仕切り各３枚、加湿
器１台を設置し、相談員同士及び相談者との間の感
染対策を実施した。

87 感染防止 災害･BCP 危機管理室 災害対策備蓄事業
新型コロナウイルス感染症防止に係る消耗品・
備品等の購入

第１弾、第３
弾、第４弾

第１号、第４
号、第６号

39,218

マスク、消毒用アルコール、感染防止用パーテーショ
ン、避難所用テント及び折りたたみベッド、簡易トイ
レ、手袋、防護服、体温計　など

88 感染防止 災害･BCP 総務文書課 庁舎管理事業 窓口へのアクリル板設置 第１弾、第５弾 第１号、第８号 938

●第１弾：50台を本庁１階窓口に設置、事業費495千
円 ●第２弾：24台を本庁２階以上の窓口に設置、事
業費443千円

89 感染防止 災害･BCP 子育て支援課 児童福祉一般経費
公立保育所における感染防止対策物品の購
入（保育対策総合支援事業費補助金（国１次、
２次補正予算））

第２弾、第４弾 第２号、第６号 9,559

公立保育所の新型コロナウイルスの感染拡大防止
対策 ●消毒液・空気清浄機等の購入等保育環境等
の整備：4,727千円 ●感染拡大防止対策：4,832千円
●施設数：16施設

90 感染防止 災害･BCP 保健課 保健施設管理費
新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、
乳幼児健診事業を継続するために必要となる
保健センター及び鼎保健センターの改修等

第４弾 第６号 3,222
●工事費　3,185,000円　（空調設備、カーテン設置、
網戸取付）、消耗品費　37,400円

91 感染防止 災害･BCP 美術博物館 美術博物館管理費
来館者の感染予防対策用物品の購入（アクリ
ルガード、手指消毒液、フェイスガード、非接触
性体温計）

第４弾 第６号 241

アクリルガードの設置 52千円、フェイスガード購入 2
千円、消毒薬剤購入 131千円、非接触体温計購入
56千円

92 感染防止 災害･BCP 総務文書課
情報管理費（インターネッ
ト環境整備）

新型コロナウイルス感染症対策における事業
継続性確保の観点から、新しい働き方として
WEB会議・テレワークシステムを導入

第５弾 第８号 41,832

●WEB会議用タブレット端末166台 32,360千円 ●本
庁舎及び自治振興センターへのWEB会議用回線の
開設　4,575千円 ●テレワーク用端末 3,377千円 ●
WEB会議・分散拠点用備品購入 1,284千円　ほか

93 感染防止 災害･BCP
選挙管理委員
会事務局

市長選挙費
選挙人の投票時及び従事者の投開票時にお
ける安全・安心を確保するための経費（従事者
増、アクリル板、フェイスシールドなど）

第５弾 第８号 3,217

令和2年10月18日執行の飯田市長選挙における投票
所・開票所における感染防止対策。
●投票所への感染防止対策要員の配置 605千円 ●
投開票所における感染防止対策用品 2,516千円 ●
感染防止対策啓発（チラシ） 96千円

94 感染防止 災害･BCP 子育て支援課 発達支援センター事業

新型コロナウィルス感染症緊急包括支援事業
(障がい分)　感染対策徹底支援事業補助金
（県10/10）を活用し、こども発達センターひま
わりにおける新型コロナウイルス感染予防対
策用資材を整備

第６弾 第９号 300

こども発達センターひまわりの新型コロナウイルスの
感染拡大防止対策：消毒液、パーテーション等購入
●事業費300千円 ●事業期間：通年

95 感染防止 その他 危機管理室
飯田市新型コロナウイル
ス感染症対策専門家会議

飯田市新型コロナウイルス感染症対策専門家
会議に係る経費

第６弾 第９号 98
新型コロナウイルス感染症専門家会議
謝礼及び旅費

12,804,487決算見込計　　



市立病院における新型コロナウイルス感染症への対応（R元～R2年度） 

 市立病院の対応 【参考】飯伊医療圏の対応 

新型コロナウイ

ルス感染症患

者・疑い患者等

の対応 

〇当圏域唯一の「帰国者・接触者外来」として疑い患者の検査や診察にあたってきた。ま

た、休日夜間や救急搬送時における救急治療室での対応等、感染拡大の初期から対応マニ

ュアル・フローを整備し運用している。R2.11より玄関横に発熱外来を開始し、外来患者さ

んの動線を分離し診療を行なっている 

〇第二種感染症指定医療機関として４床が指定されているが、感染拡大に備えて新型コロナ

ウイルス感染症患者専用（透析患者さんの受入も可能）の病棟を改修して設置した（県の

重点医療機関の指定を受けている。R3.5.12現在の累計入院患者(疑い含む) 106人）。 

 基本的に当院が全ての陽性者の診察を行なったうえで、患者さんの状態により保健所が療

養場所を決定している 

〇正面玄関での検温、手指消毒、原則面会禁止等の対応により院内感染の防止に努めている 

〇医療機器等の整備（検査装置、人工呼吸器、人工心肺装置、移動型Ｘ線装置、紫外線滅菌

装置 等）。多数の個人、団体、企業の皆様から、医療物資等の寄付を受け、医療従事者の

感染防御等に活用した 

〇職員へのフルＰＰＥ装着訓練、陽性が疑われる分娩、手術のシミュレーションを実施 

〇上記の感染防止対策や患者さん、ご家族、関係者、地域の皆様のご協力により、院内感染

の発生を防止できている（R3.5.12現在まで 院内感染 ０件） 

〇飯田保健所が患者の症状に応じて入院医療機関又は宿泊療養、自宅療養を

決定する 

〇感染拡大時には複数の病院での受入れ体制があるが、重症・中等症患者に

ついては受入れが市立病院に限られるため、感染拡大により感染者が増加

すると医療体制は急速に逼迫する 

〇また、市立病院は救命救急センターや分娩、がん診療などを継続する必要

があり、新型コロナウイルス感染症対応に特化することはできないため、

圏域内のまん延防止や大規模クラスターが発生しないように対応すること

が重要である 

新型コロナウイ

ルス検査の拡充 

〇検査機器の整備（ＰＣＲ検査装置(R2.7～)、抗原定量検査装置(R2.8～)） 

〇職員の教育訓練を実施、休日や時間外における対応を強化 

〇飯田保健所からの依頼や飯田市地域外来・検査センターからの受託検査、自院受診者の検

査を実施。拡大が懸念される変異株(N501Y)の検査にも対応している 

〇飯田市が丘の上の飲食店の従業員のＰＣＲ検査を行なった際も、全て市立病院で検査を実

施した（R3.1.19～22 200件） 

〇これまでの検査実績（R3.3.31まで） 

ＬＡＭＰ法検査  R2.4.20～  245件（ＰＣＲ検査装置導入まで使用） 

ＰＣＲ検査    R2.7.30～ 2,791件（１日100件程度まで実施可能） 

抗原定量検査   R2.8.15～  541件（救急患者などの迅速検査に使用） 

〇陽性者が発生後、飯田保健所が速やかに濃厚接触者・接触者を特定し、行

政検査として市立病院と分担して翌日に検体を採取して同日中に市立病院

において検査を実施することで、感染拡大を防いでいる 

〇飯田市が飯伊地区包括医療協議会に委託する形で「飯田市地域外来・検査

センター」を設置しR2.5より運営開始。検査センターで採取された検体は

同日中に市立病院において検査が行われ、関係者で情報共有している 

〇有症状者は圏域内44箇所(R3.3現在)の医療機関が診療・検査医療機関の指

定を受け、抗原迅速検査キット等での検査を実施している 

〇無症状者の抗原定量検査（自費）をR2.8より圏域内の複数の医療機関が行

なっている 

情報発信 

〇当地域での陽性者の発生以降、病院のホームページでの情報発信に努めてきた。当初は新

型コロナウイルスについて不明な点が多く不安も大きかったため、国内外の情報を踏ま

え、分かりやすく伝えるように努めてきた 

 

新型コロナウイ

ルスワクチン接

種 

〇医療従事者（自院）への接種をR3.3.22より開始（R3.6中旬に完了予定） 

〇飯田市の集団接種会場へ毎日医師等を派遣する 

〇医療従事者へのワクチン接種に関しては飯田保健所が配布時期、配布数量

を決定し、各医療機関等において接種 

〇高齢者へのワクチン接種に関しては市町村毎に接種方法等を決定 

 

令和３年６月１日 
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