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事業名称 事業の概要
予算額

（千円）
予算措置

国県関係

7,040 7/20臨時議会

1,646 9月定例会

50,000 4/30専決

2,461,744 5/13臨時議会

国
子育て世帯への臨時特
別給付金

児童手当を受給する世帯に対
し、児童一人につき1万円を給
付

35,698 4/28臨時議会

国 保育対策総合支援事業
感染症予防のため、次亜塩素
酸水生成器等を保育園に整備

4,000 6月定例会

国 緊急包括支援事業
感染症予防のため、空気清浄
機等を保育園等に整備

4,600 9月定例会

国
ひとり親世帯臨時給付
事業補助金

低所得のひとり親世帯に給付
される臨時特別給付金に係る
審査等事務費

1,120 6/30臨時議会

国
文化施設感染症防止対
策事業

感染症対策のため、来場者体
温計測器を文化センターに整
備

500 7/20臨時議会

国
感染症対策・学習保障
等支援事業

小中学校の感染予防対策に伴
う各種消耗品等の購入、網戸
設置等に係る経費

8,500 9月定例会

新型コロナウイルス感染症関連の予算を伴う主な施策

区分

国 特別定額給付金
住民一人につき一律10万円を
給付（対象24,969人）

国 公衆無線LAN環境整備 各公民館に無線LAN環境を整備
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事業名称 事業の概要
予算額

（千円）
予算措置区分

国 緊急包括支援事業
感染症予防のため、マスク・
消毒液等を学童クラブに整備

600 9月定例会

県
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大
防止協力金・支援金

県からの要請に協力して施設
の使用停止（休業）等を行っ
た事業者に対して1事業所当た
り30万円の協力金を交付
（県20万円、町10万円）

12,000 5/13臨時議会

県
みのわプレミアム付き
応援券

地域での消費拡大を喚起する
プレミアム付き応援券の販売

85,100 6/30臨時議会

合計事業費 2,672,548

町単独事業（感染拡大防止）

町
住民配布用マスク、備
蓄用マスク購入

配布用　12.5万枚（5枚/人）
備蓄用　 2.0万枚

9,262 4/30専決

町 テレワーク環境導入
役場業務を継続して実施でき
るよう、自宅で勤務が可能な
テレワーク環境を構築

21,707 7/20臨時議会

6,400 4/28臨時議会

1,400 5/13臨時議会

町
番号発券機・呼び出し
システム

戸籍等窓口での接触感染・飛
沫感染対策のため、受付番号
の発券、呼び出しシステムを
導入

1,485 6月定例会

合計事業費 40,254

町内の福祉施設、医療機関に
対し、１事業主につき20万円
を交付

福祉・医療機関応援交
付金

町
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事業名称 事業の概要
予算額

（千円）
予算措置区分

町単独事業（経済対策）

町
飲食・ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ・ﾃｲｸｱｳ
ﾄ利用ｸｰﾎﾟﾝ券配布事業

18歳までの子どものいる世帯
に対し、18歳までの子ども一
人につき２千円分のクーポン
を配布

9,642 4/28臨時議会

町
地域総合活性化事業交
付金

新型コロナウイルス感染症に
関連して活動する町内の団体
に活動費の一部を助成

600 4/28臨時議会

町 学生支援

町を離れて暮らす、18～26歳
の箕輪町出身の学生に対し
て、経済的な応援とふるさと
の情報提供

2,968 6月追加提案

町
障がい者生活支援補助
金

16歳以上の障がい者（身体障
害者手帳3級以上、療育手帳
A・B、精神保健福祉手帳1・2
級）の内 非課税者に１万円
を給付

8,875 5/13臨時議会

町 障がい者外出支援券

満74歳までの障害者手帳を有
する方へ２千円分のクーポン
を配布
（1,000円→2,000円）

601 6月追加提案

町 高齢者外出支援券
満75歳以上の方へ４千円分の
クーポンを配布
（2,000円→4,000円）

6,516 6月追加提案

町
新生児臨時特別定額給
付

4/28以降に出生した新生児に
対して10万円を給付

20,000 9月定例会

町
子育て世帯支援交付金
（保育園）

4,044

町
子育て世帯支援交付金
（学校）

25,235

町
健康づくりトライアル
事業

活動的な生活習慣を取り戻す
ため、運動などの活動を継続
して実施する町民を応援

7,975 6/30臨時議会

町
町制度融資保証料補助
金

町の制度融資に対する保証料
の助成（保証料全額町負担）

25,000 4/28臨時議会

5/13臨時議会

保育園、小中学校の保護者へ
の家庭の負担軽減として、６
月、７月分の副食費、給食費
相当額を支援
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事業名称 事業の概要
予算額

（千円）
予算措置区分

町
「新しい生活様式」対
応支援金

新型コロナウイルス感染症の
予防のため、「新しい生活様
式」へ移行するための改修費
等の一部を支援

6,000 6月定例会

町 経営基盤安定支援金
バス事業、タクシー業、代行
業、旅行業及び宿泊業へ支援
金を交付

3,900 6月追加提案

町
町商工業振興資金利子
補助金

町の制度融資の借入者に対す
る利子補給（利子全額町負
担）

29,000 令和3年度以降

町
県制度融資に対する利
子補助金

県のコロナ対策制度融資に対
する上乗せ助成
（２年間分の利子を補助）

30,000 令和3年度以降

町
商工会青年部花火事業
補助金

新型コロナウイルス感染症の
収束と復興を願う花火を打ち
上げるための経費を助成

2,100 7/20臨時議会

町
ながた荘・ながたの湯
利用促進補助金

平日の料金を値下げし、施設
の利用促進を図るための補助
金
　一般　500円⇒300円
　児童　300円⇒200円

10,000 6/30臨時議会

町
屋外映画イベント補助
金

町観光協会へ屋外映画イベン
ト経費に対する補助

1,000 9月定例会

町
宿泊応援キャンペーン
助成金

箕輪町内の宿泊施設に3,000円
割引で宿泊できるキャンペー
ンに対して助成

3,210 10月専決

町
修学旅行・臨海学習補
助金

３密対策によるバスの増便分
等の経費を補助

894 9月定例会

町 準要保護就学援助費

新型コロナウイルス感染症に
よる自粛要請等により、小中
学校の所得が減少した世帯に
対する就学援助費

3,688 6月追加提案

合計事業費 201,248
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事業名称 事業の概要
予算額

（千円）
予算措置区分

その他関連事業

984 6月追加提案

175 9月定例会

町 外国籍住民就業支援

新型コロナウイルス感染症の
影響により離職等を余儀なく
された外国籍住民の方へ就業
を支援

2,862 9月定例会

2,319 6月定例会

963 9月定例会

町 関係人口創出施設整備
旧東部診療所を活用して関係
人口を創出するための施設整
備に係る経費

4,257 9月定例会

町 ゆとり荘トイレ等改修
新型コロナウイルス感染症の
感染拡大を予防するために、
ゆとり荘のトイレ等を整備

2,825 9月定例会

町
げんきセンター南部管
理運営業務

げんきセンター南部の一般開
放にあたり、感染症対策のた
めの常駐管理を委託

2,170 6/30臨時議会

町
子育てセンター空調設
備設置

３密状態を避けるため、遊戯
室の空調設備を整備

3,278 9月定例会

町
保健センター空調設備
設置

３密状態を避けるため、保健
センターの空調設備を整備

666 9月定例会

町
感染症対策長野県民手
帳の配布

長野県が作成した新型コロナ
ウイルス感染症対策県民手帳
を全戸へ配布

341 7/20臨時議会

町 利子補給管理システム
町の制度融資の借入者に対す
る利子補給額管理システム導
入に係る経費

1,771 9月定例会

町 外国人生活相談員
新型コロナウイルス感染症の
影響により外国人相談が増加

町 メゾンみんなのわ改修
災害等の折に入居可能とする
ために空き施設を整備
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事業名称 事業の概要
予算額

（千円）
予算措置区分

5,644 6/30臨時議会

5,630 9月定例会

町
自主防災組織育成補助
金

感染症対策のための備蓄品等
の整備を支援

1,900 6/30臨時議会

町
小中学校教育用パソコ
ン購入

遠隔教育導入のための１人１
台パソコンの整備等

100,790 5/13臨時議会

町 小学校空調設備の増設
３密状態を避けるため、学習
室の空調設備を整備

4,031 7/20臨時議会

町
小学校手洗い箇所の増
設等

３密状態を避けるため、小学
校の手洗い箇所の増設に伴う
経費

12,960 9月定例会

町 学校臨時休業補償
小中学校の臨時休業により主
食がキャンセルされた加工業
者に対して加工賃相当を補償

1,000 6月定例会

町 学童クラブ教室数の増
３密状態を避けるため、分散
保育に要する人件費の増加

1,094 9月定例会

合計事業費 155,660

事業費総計 3,069,710

町
災害避難所の感染症対
策

３密状態を避けるための、
パーテーション、簡易ベット
等を整備
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