
令和２年度における新型コロナウイルス感染症対応 

地方創生臨時交付金を活用した事業の効果検証について 

 

令和 3年 7月 28 日 

長和町企画財政課 

 

１ はじめに 

国は令和 2 年度の補正予算で「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」（以下、

「臨時交付金」と記載）を措置し、長和町では令和 2年度中に交付限度額として 400,259 千円が

示されました。 

このうち、令和 2 年度においては、地方単独事業と国庫補助事業の補助裏分として、290,614

千円を使用しました。残りの 109,645 千円は令和 3年度に使用します。 

臨時交付金の事業終了後には、効果測定を行い、結果を公表することとされており、長和町で

は、令和 2年度に実施した事業の効果検証を長和町地方創生推進協議会において令和 3年 7月 2

日に実施しましたので、その結果を公表します。 

 

２ 臨時交付金の目的 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済

対策」（令和 2 年 4 月 20 日閣議決定）の全ての事項並びに「国民の命と暮らしを守る安心と希

望のための総合経済対策」（令和 2 年 12 月 8 日閣議決定）に掲げる新型コロナウイルス感染症

の拡大防止策及びポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現の 2つの柱についての対

応として、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに効果的・効率的で必要な事業を実施

できるよう、地方公共団体が作成した新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計

画に基づく事業に要する費用に対し、国が交付金を交付することにより、新型コロナウイルスの

感染拡大の防止や感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援、家賃支援を含む事業

継続や雇用維持等への対応、「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等への対応、ポス

トコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を通じた地方創生を図ることを目的とする。（新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱より） 

 

３ 令和 2年度に臨時交付金を活用して取り組んだ事業の実施状況（効果検証結果） 

 ・別添「令和 2年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業実施状況資料（効

果検証資料）」のとおり。 

 ・地方単独事業 23 事業、国庫補助事業の補助裏分への充当 3事業、計 26 事業 

 ・総事業費 332,178,530 円 

  内訳）臨時交付金 290,614,000 円 

     国庫補助金   1,713,818 円 

     県補助金   21,056,000 円 （地域支えあいプラスワン消費促進事業）  

     一般財源   18,794,712 円 
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地方創生へ
の効果

意見

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への市町
村協力金（１事業所当たり県20万
円・市町村10万円の計30万円を給
付）

7,700,000

■取り組み内容
・長野県に対し町内事業者から直接申請を行い、長野県より7
月末までに事業者へ支払を行った。

■実績額内訳
・77事業所×100,000円（市町村協力金分）

①地方創生
に効果が
あった

・休業要請を実施するこ
とで、新型コロナウイル
ス感染症感染拡大抑制に
つながった。また、休業
した協力金を支払うこと
で事業の継続支援となっ
た。

①地方創生
に効果が
あった

2

新型コロナウイ
ルス感染症感染
拡大防止緊急対
策事業

　新型コロナウイルス感染症感染
拡大防止のため、衛生用品等の購
入、避難所備蓄品及び備品の充
実、公共施設（役場庁舎、支所、
保健福祉総合センター等の窓口対
応がある施設、学校施設は除く）
及び選挙事務における感染防止対
策に必要な資材購入、啓発チラシ
の作成、適切な湿度及び室内環境
維持のための加湿空気清浄機（文
化財施設・小学校・保育園・子育
て支援センター等へ設置：他の補
助金等の対象外分及び不足分）の
購入を行う。

22,923,948

■取り組み内容
・下記とおり消耗品等の購入やチラシの作成を行った。

■実績額内訳
・消耗品：15,200,804円（マスク17,000枚451,000円、消毒液
292.5Ｌ668,715円、除菌シート160セット90,709円、ハンド
ソープ29Ｌ45,466円、非接触型体温計44個696,652円、アクリ
ル板65枚1,247,510円、パーテーション15セット648,120円、
フェイスシールド500枚143,000円、自動手指消毒器9台
169,374円、消毒液スタンド31台409,050円、避難所床マット
100枚286,000円、避難所用ロールマット5本121,000円、避難
所毛布400枚1,408,000円、避難所パーテーション（プライ
ベートルーム）30張1,650,000円、避難所パーテーション
（ファミリールーム）140張4,219,600円、簡易ベッド70台
1,832,600円、非常用蓄電池10台387,200円、感染防止衣150着
46,200円、ゴム手袋16,412枚593,250円、その他消耗品66,348
円、チラシ用紙21,010円）
・印刷製本：91,300円
・郵送料：62,664円
・備品：7,569,180円（加湿空気清浄機45台5,445,000円、加
湿器4台132,000円、避難所用机20台521,400円、自動検温器14
台1,372,000円、スピーカー1台98,780円）

①地方創生
に効果が
あった

・公共施設における新型
コロナウイルス感染防止
対策に必要な資材及び衛
生用品等の確保による対
策の強化につながった。
・避難所備蓄品及び備品
が充実したことにより、
有事の際の住民の安心に
つながった。
・チラシの配布により、
感染予防対策を呼びかけ
ることで、感染拡大防止
につながった。

①地方創生
に効果が
あった

長和町地方創生推進協議会による
効果検証結果

番号 事業名
事業の概要（国提出実施計画「事

業の概要」より抜粋）
実績額（円）

令和2年度における実施状況
（令和2年度中に取り組んだ内容及び実績額の内訳）

地方創生へ
の効果

事業の成果
（事業実施による効果）
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3
臨時子育て応援
金事業

　子育て世代においては、臨時休
校が続く中、食費や光熱水費をは
じめとし、新型コロナウイルス感
染症の影響による経済的な負担が
増している。加えて、緊急事態宣
言が延長され、更なる経済環境の
悪化が懸念される中、子育て世代
にも更なる影響が及ぶことは必至
である。金銭的な支援を望む声
が、町に寄せられていることか
ら、子育て世代への支援策として
きめ細やかな町独自の支援金を支
給する。対象は、0歳から高校3年
生までの子どもがいる世帯に子ど
も1人当たり15,000円、更なる経済
的な苦境が考えられるひとり親世
帯には子ども1人当たり10,000円を
加算する。

10,405,000

■取り組み内容
・高校３年生までの子どもがいる世帯へ、きめ細やかな町独
自の支援策として「臨時子育て応援金」を支給。
　
■実績額内訳
・臨時子育て応援金663人×15,000円、ひとり親加算46人×
10,000円

①地方創生
に効果が
あった

・臨時子育て応援金の支
給により、新型コロナウ
イルス感染症の影響を受
ける子育て世代への経済
的支援が図れた。

①地方創生
に効果が
あった

4
帰省自粛学生支
援事業（長和っ
子応援便事業）

　新型コロナウイルス感染拡大の
影響による緊急事態宣言に伴い、
長和町への帰省を自粛している学
生に対し、町の特産品を「長和っ
子応援便」として送付することに
より支援する。

470,000

■取り組み内容
・長和町の特産品（長門牧場乳製品、町内産米、リンゴ
ジュース）の詰合わせを送付した。

■実績額内訳
・特産品・送料等込10,000円×47人

①地方創生
に効果が
あった

・食料品を届けることに
より学生の生活支援が図
れた。また、故郷の味を
食べ元気づけられたと
いった感想が数件寄せら
れた。

①地方創生
に効果が
あった
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5
高齢者生活見守
り支援事業

　新型コロナウイルス感染症感染
拡大防止に伴い、高齢者を対象と
した事業を自粛しており、この状
況が長期化すると、高齢者の閉じ
こもりや生活不活発による健康悪
化が懸念される。独居高齢者及び
高齢者世帯の安否確認、生活課題
の把握、新型コロナウイルス感染
防止等の周知を行うことを目的と
し、「３密」に十分配慮したうえ
で社会福祉協議会職員等が自宅を
訪問する高齢者生活見守り支援活
動を行う。

209,620

■取り組み内容
・社協委託事業により、独居高齢者・高齢者世帯、いきいき
サロン利用者等を対象として、安否確認、生活課題の把握、
新型コロナウイルス感染予防の啓発等を行うための訪問活動
を実施
・実績
　訪問件数：1,480件

■実績額内訳
・委託料209,620円

①地方創生
に効果が
あった

・介護予防事業の中止に
より外出機会が減った高
齢者の安否確認と感染予
防・介護予防の啓発が行
えた。生活課題の把握に
より、支援が必要な方に
支援を行うことができ、
高齢者の安心につながっ
た。

①地方創生
に効果が
あった

6
高齢者健康維持
支援事業

　新型コロナウイルス感染症感染
拡大防止に伴い、高齢者の健康維
持・介護予防として実施してきた
各種事業（元気アップ教室、はつ
らつ運動教室、いきいきサロン）
を中止せざるを得ない状況のな
か、高齢者の閉じこもりや生活不
活発等による高齢者の健康悪化等
が懸念される。この状況を改善す
るため、高齢者一人ひとりが自宅
でも健康維持・介護予防が出来る
番組「元気アップ運動」等を作成
し、町のＣＡＴＶ（ケーブルテレ
ビ）等で定期的に放送・周知する
ほか、介護予防体操等の啓発パン
フレットを作成し、高齢者の健康
維持・介護予防に努める。

679,880

■取り組み内容
・依田窪病院等の協力により、高齢者が1人でも、また、自宅
でも健康維持・介護予防ができる番組制作と啓発用パンフ
レットの作成、配布により高齢者の健康維持を支援した。

・運動番組6編を制作し、毎日放送中。
・啓発用パンフレット
　①「これだけ・やるだけ　おうちで元気アップ運動」
　　6月全戸配布
　②「知ってとりくむフレイル予防」9月全戸配布
　③「ながわ元気アップ運動」サロンや教室等で配布
　
■実績額内訳
・番組制作委託料（長和町振興公社・依田窪病院）272,000
円、啓発パンフレット印刷費407,880円

①地方創生
に効果が
あった

・介護予防事業の中止に
より運動機会が減った高
齢者に、自宅で運動する
ための情報や機会を提供
することができた。加え
て、事業に参加していな
い高齢者にも介護予防に
ついて情報提供、啓発の
機会となった。

①地方創生
に効果が
あった

3 / 14 ページ



4 / 14 ページ

令和２年度　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業実施状況資料（効果検証資料） 別添

地方創生へ
の効果

意見

長和町地方創生推進協議会による
効果検証結果

番号 事業名
事業の概要（国提出実施計画「事

業の概要」より抜粋）
実績額（円）

令和2年度における実施状況
（令和2年度中に取り組んだ内容及び実績額の内訳）

地方創生へ
の効果

事業の成果
（事業実施による効果）

7

新型コロナウイ
ルス感染症経済
対策相談窓口強
化事業

　先行きの見えない経済状況を鑑
み、町商工会に専門の相談窓口を
設け、事業者の相談に対しワンス
トップで対応し、きめ細やかな支
援を行う。

3,000,000

■取り組み内容
・商工会に事務局長を設置し、事業者に対する資金繰り相談
をはじめ、国・県・町の各種支援金等の相談窓口及び申請窓
口を商工会に開設した。

■実績額内訳
・商工会窓口人材確保経費1名分3,000,000円

①地方創生
に効果が
あった

・事業者に対する各種相
談窓口として、事業者支
援に大きな役割を果たす
ことができた。

①地方創生
に効果が
あった

8
事業継続給付金
事業

　売上が減少している町内事業者
の事業継続を支援するため、令和
２年２月から５月のうち１か月の
売上高が前年同月比20％以上減少
している事業者を対象に、減少率
を勘案し、上限額を設け、事業継
続支援のための給付金を支給す
る。緊急事態宣言が延長され、更
なる経済状況の悪化が見込まれる
中、持続化給付金や県からの協力
金及び支援金も踏まえつつ、商工
会や観光協会等からの要望や意見
交換の結果を施策に反映し、きめ
細やかな支援を速やかに行うた
め、町独自の事業継続支援制度を
設けるもの。

45,491,291

■取り組み内容
・商工会を窓口とし、5月21日より受付を開始、7月31日まで
を受付期限として実施し、8月にすべての支払を終了した。

■実績額内訳
○総事業費（商工会への負担金）45,491,291円
・売上減少率20％から50％未満（支給率50％、上限額100千
円）：36事業者　3,163,000円
・売上減少率50％から80％未満（支給率60％、上限額200千
円）：65事業者　11,180,000円
・売上減少率80％以上（支給率70％、上限額300千円）
：117事業者　30,995,000円
・事務経費：153,291円（消耗品96,000円、郵送料・振込手数
料57,291円）

①地方創生
に効果が
あった

・売上が減少している事
業者に対し幅広かつ早急
に支援することができ、
事業継続の支援となっ
た。

①地方創生
に効果が
あった
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9
安全・安心な交
通対策支援事業

　町内交通事業者に対し、仕切り
板の設置や消毒作業といった感染
防止対策のための経費を助成する
ことにより、感染防止対策を徹底
した上での運行継続を促し、利用
者にとって安全・安心にバス等の
利用ができるようにするととも
に、交通事業者への支援を通じ、
地域交通体制の維持確保を図る。

2,740,000

■取り組み内容
・路線バス・観光バス・巡回バス・スクールバス・保育園バ
ス・タクシーなどを安全・安心に利用できるよう仕切り板の
設置や消毒作業などのコロナ感染防止対策を行う経費の助成
及び運行を継続し地域の交通体制の維持確保を図るため、町
内の交通事業者（２社）に補助金を交付した。

■実績額内訳
・補助金
　　事業所分：800,000円
　　　本社1社×500,000円＝500,000円
　　　営業所1社×300,000円＝300,000円
　　車両分：1,940,000円
　　　バス18台×100,000円＝1,800,000円
　　　ワゴン車・タクシー7台×20,000円＝140,000円

①地方創生
に効果が
あった

・バス等のコロナ感染防
止対策を徹底したことに
より、利用者が安全・安
心に公共交通を利用する
ことできたとともに運行
が継続したことで、地域
公共交通の維持確保が図
れた。

①地方創生
に効果が
あった
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10
ながわＷｉ－Ｆ
ｉネットワーク
構築事業

　町内各所へＷｉ－Ｆｉのアクセ
スポイントを設置し、町全体とし
てのネットワークを構築すること
で、インターネットへ容易に接続
できる環境を整え、観光客や別荘
客等の情報取得に対する利便性の
向上を図ることにより、新型コロ
ナウイルス感染症の影響で疲弊し
た観光の回復やテレワークを行う
際の利便性の向上を目指す。ま
た、観光スポットにはライブカメ
ラを設置することで集客力の向上
を図る。

20,471,209

■取り組み内容
○基幹ネットワーク構築
美ヶ原台上～長門牧場間を無線で結ぶ長距離ネットワーク基
地局を構築した。
○Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントの新規設置（22か所）
立岩和紙の里、保健福祉総合センター、長門温泉やすらぎの
湯、長和町観光協会、学者村総合管理センター、ながと保育
園、原始・古代ロマン体験館、緑の花そば館、長門牧場、黒
耀石体験ミュージアム、ブランシュたかやまスキーリゾート
（管理事務所他3か所）、エコーバレースキー場レストハウス
エコー、長和の里歴史館、役場和田支所、和田コミュニ
ティーセンター、和田宿温泉ふれあいの湯、美ヶ原高原ホテ
ル、山本小屋ふる里館、姫木平キャンプ場
○医療施設Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント新規設置（1か所）
　　国保依田窪病院
○ライブカメラの設置（2か所）
　　美ヶ原高原ホテル
　　ブランシュたかやまスキーリゾート[ビーンズハウス]
■実績額内訳
・基幹ネットワーク構築工事
　（長距離ネットワーク基地局等工事）：10,230,000円
・Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント設置工事
　　　　　　　　　　22か所×445,000円＝9,790,000円
・医療施設Ｗｉ－Ｆｉ設置工事[1か所] ：　 451,209円

①地方創生
に効果が
あった

・新型コロナウイルス感
染症の終息が見えない状
況下では、観光スポット
における利用者は見込め
なかったが、コロナ後の
観光客等の回復に向けた
体制整備につながった。
・町民や別荘所有者が頻
繁に利用する公共施設に
おいては、情報入手が容
易かつ迅速に行えるよう
になったことで、常にコ
ロナウイルス感染予防に
努めながら日常生活を取
り戻すための一助となっ
た。

①地方創生
に効果が
あった

11

新型コロナウイ
ルス感染症対策
福祉サービス事
業継続給付金事
業

　町民の日常生活に欠かせない福
祉サービスとして事業を継続して
いる福祉サービス事業所に給付金
を支給することで、福祉サービス
事業所の事業継続と福祉サービス
利用者やその家族の生活を継続的
に支援する。

5,600,000

■取り組み内容
・日常生活に欠かせない介護・障がい福祉サービスを提供し
ている事業所への支援として事業継続給付金を支給

■実績額内訳
・長和町新型コロナウイルス感染症対策福祉サービス事業継
続給付金　28福祉サービス×200,000円

①地方創生
に効果が
あった

・給付金の支給により、
サービス事業所の事業継
続が図られ、福祉サービ
ス利用者やその家族の生
活継続を支援することが
できた。

①地方創生
に効果が
あった
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12

新型コロナウイ
ルス感染症対策
物資調達補助金
事業

　町民の日常生活に欠かせない福
祉サービスを継続している福祉
サービス事業設置者に対して、事
業継続に欠かせないマスク、消毒
液等を配備するための補助制度を
創設し、福祉サービス事業所の事
業継続と福祉サービス利用者やそ
の家族の生活を継続的に支援す
る。

600,000

■取り組み内容
・日常生活に欠かせない介護・障がい福祉サービスを提供し
ている事業所の設置者への支援として感染防止物資調達に対
し補助金を交付

■実績額内訳
・補助金　3設置者×200,000円

①地方創生
に効果が
あった

・補助金の交付により、
事業者の感染防止物資購
入に対し負担軽減が図ら
れた。

①地方創生
に効果が
あった

13

妊婦へのマスク
等の配布による
感染拡大防止事
業

　妊婦が新型コロナウイルス感染
症に感染するとハイリスクになり
やすいとされており、特に感染防
止対策を講じる必要がある。妊婦
にマスク等を支給することで、新
しい生活様式の定着と安心の確保
を目指す。

69,240

■取り組み内容
・新型コロナウイルス感染症のハイリスクになりやすいとさ
れている妊婦に感染防止対策のためマスク等を支給した。

■実績額内訳
・消耗品（マスク20箱×3,025円、石鹸20個×437円）69,240
円

①地方創生
に効果が
あった

・日常生活に必要なマス
クや石けんを支給するこ
とにより、感染の不安を
抱える妊婦の安心や感染
リスクの低減、感染拡大
の防止につながった。

①地方創生
に効果が
あった

14
2歳・2歳6か月
児個別歯科検診
実施事業

　2歳・2歳6か月児歯科検診の集団
検診を感染拡大防止の観点から安
心・安全に実施するため個別検診
とし、感染防止対策をとりつつ実
施する。

132,399

■取り組み内容
・2歳・2歳6か月児歯科検診の集団検診を感染拡大防止の観点
から個別検診とし、安心・安全な感染防止対策をとり実施し
た。

■実績額内訳
・消耗品6,709円（ディスポミラー10本入8個×385円、フェイ
スシールド3個×429円、グローブ1箱×1,672円）
・検診委託料126,360円

①地方創生
に効果が
あった

・検診時の「3密」状態を
防ぐことにより、感染拡
大防止や、受診者の安全
安心につながった。

①地方創生
に効果が
あった

15
（当初、本欄に記載し、令和2年度に実施予定であった「国保
依田窪病院附属和田診療所電子カルテ導入事業」は令和3年度
において臨時交付金を活用して実施する）
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16
長和町事業継続
給付金等事業
（第2弾）

　新型コロナウイルス感染拡大の
影響により経済活動が戻らず、依
然として深刻な状況が続くなか、
町内で事業を実施している等の法
人及び個人に対し事業継続する上
で必要な資金を助成する。また、
事業継続に資する感染防止等の新
型コロナウイルス対策を実施する
事業者へ対策経費の一部を助成す
る。

30,000,000

■取り組み内容
・事業継続給付金の第2弾。商工会を窓口として9月1日から10月30日ま
でを受付期間とし、11月末までに支払を実施した。また、飲食料品卸
小売業向けに2月16日から3月15日までを受付期間として、3月末までに
支払を実施した。

■実績額内訳
○町負担金（商工会へ）30,000,000円、商工会2,780円　計30,002,780
円

（支出の内訳）
○事業者全体に関する給付金事業
・減少率　50％から80％（支給率60％、上限額200千円）：31事業者
5,174,000円
・減少率　80％以上　　（支給率70％、上限額300千円）：28事業者
6,311,000円
・宿泊業者　14事業者3,532,500円
・新型コロナ対策事業助成金：41事業者　2,738,000円
・商工会事務経費：1,256,339円（事業実施人材確保経費748,809円、
振込手数料14,410円、プリンターリース料26,400円、その他雑費：郵
送料・用紙代・申請受付コロナ対策経費等466,720円）
○飲食業及び宿泊・飲食業と取引等のある飲食料品卸小売業に関する
給付金事業
・減少率　20％から40％（上限額100千円）：13事業者　989,000円
・減少率　40％から70％（上限額200千円）：19事業者　3,030,000円
・減少率　70％以上　（上限額300千円）：17事業者　4,317,000円
・創業者：5事業者　1,000,000円
・商工会事務経費：1,654,941円（振込手数料177,507円、プリンター
リース料512,864円、その他雑費：郵送料・用紙代・申請受付対策経費
等964,570円）

①地方創生
に効果が
あった

・新型コロナウイルス感
染症の影響で、先が見通
せない状況のなか、売上
が減少している事業者へ
の第1弾に加えた助成、及
び感染防止対策等をして
いる事業者に対し必要な
支援をすることにより事
業者の事業継続や感染拡
大防止につながった。
また、往来自粛等で影響
が特に大きい事業者の支
援をピンポイントに行う
ことで、事業継続の支援
となった。

①地方創生
に効果が
あった
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17

みんなで応援！
長和の里地域い
きいき券配布事
業

　新型コロナウイルス感染拡大の
影響により地域経済に影響が生じ
ているなか、地域内の店舗及び事
業者等の経済対策並びに地域住民
に対する家計の生活応援のため、
町民1人あたり10,000円の長和の里
地域いきいき券を配布する。あわ
せて、町への往来を自粛していた
だいた別荘オーナー（町内に別荘
建物を所有する者に限る）に対し
ても、長和の里地域いきいき券を
配布する。店舗及び事業者等は、
新しい生活様式に対応した、「3
密」対策等の衛生管理を徹底し、
利用者の安心を確保する。

62,177,860

■取り組み内容
・臨時交付金に加え、県補助金（地域支えあいプラスワン消
費促進事業補助金、補助額：21,056千円）を充当して実施し
た。地域いきいき券の利用期間を8月1日から令和3年1月31日
とし、町民へ配布した。

■実績額内訳
○町負担金（商工会へ）62,177,860円、預金利息93円　計
62,177,953円

（支出の内訳）
・町民分地域いきいき券：115,087枚×500円＝57,543,500円
（町民配布分59,040,000円　町民使用率　97.5％）
・別荘オーナー分地域いきいき券：5,391枚×500円＝
2,695,500円
・商工会事務経費1,938,953円（郵送料478,492円、印刷代
883,740円（券、チラシ、ポスター）、換金手数料20,790円、
データ作成費297,000円、封入委託104,520円、枚数計算機
105,050円、その他消耗品49,361円）

■県補助金（地域支えあいプラスワン消費促進事業）　21,056,000
円

①地方創生
に効果が
あった

・地域経済の活性化が大
いに期待できる施策であ
り、各事業者からも実感
があるというような声を
多くいただいた。また、
配布した地域住民からも
家計応援になるという声
が大変多く寄せられた。
・あわせて、事業者に対
する衛生管理の徹底につ
ながり、利用者の安心を
確保することができた。

①地方創生
に効果が
あった

18
長和町振興公社
経営支援事業

　長和町振興公社はスキー場、温
泉施設等の指定管理者として、町
の観光産業に欠かせない施設の運
営管理を担うと同時に、多くの町
民を雇用している。新型コロナウ
イルス感染拡大の影響により、温
泉施設や宿泊施設等、長和町振興
公社の各施設が休業を余儀なくさ
れたことを踏まえ、休業要請に対
する支援、町民の雇用維持と観光
の拠点となる施設の維持を図るこ
とを目的とした事業継続のため必
要な支援を行う。

30,000,000

■取り組み内容
・長和町振興公社に対し経営支援金として支払を実施。

■実績額内訳
・事業継続支援経費（施設維持固定経費支援及び感染対策経
費支援を含む）10,000,000円×３施設

①地方創生
に効果が
あった

・休業要請に対する支援
及び事業継続のために必
要な費用であり、今後の
事業継続につながった。
・先行きが見通せないな
か、入込の回復がよくな
いため、今後も引き続き
事業継続できるよう、新
たな支援を模索していく
必要がある。

①地方創生
に効果が
あった
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19
制度資金（県・
町・商工貯蓄）
保証料助成事業

　新型コロナウイルス感染拡大の
影響により、経済に深刻な影響が
生じているなか、事業者に対する
資金貸付が増加している。コロナ
関連の融資に対する保証料につい
て全額助成することで、事業者の
借り入れを支援する。

10,378,552

■取り組み内容
・融資に対する借入保証料を補給した。

■実績額内訳
・制度資金借入保証料　46件　10,378,552円

①地方創生
に効果が
あった

・融資の必要な事業者に
対し、借入保証料を全額
助成することで、負担軽
減等資金繰り支援につな
がった。

①地方創生
に効果が
あった

20
長和町商工振興
資金利子補給事
業

　新型コロナウイルス感染拡大の
影響により、経済に深刻な影響が
生じているなか、事業者が資金繰
りに苦慮している。事業者の資金
繰り支援として、町制度コロナ関
連融資に対する利子を全額補給す
る。

3,333,204

■取り組み内容
・制度資金の借入に対する利子を全額補給した。

■実績額内訳
・利子補給　57事業者90件　3,333,204円

①地方創生
に効果が
あった

・売上減少等のために資
金繰りをしているなか、
利子補給することで、負
担軽減等資金繰り支援に
つながった。

①地方創生
に効果が
あった

10 / 14 ページ
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21
温泉施設誘客宣
伝活用事業

　長和町振興公社が運営する温泉
施設は、新型コロナウイルス感染
症感染拡大の影響を受け休業を余
儀なくされ、運営が厳しい状況に
追い込まれているが、この状況を
打開し、来館者数の回復に向け取
り組んでいくことと同時に、温泉
施設エリア（大型農畜産物直売所
を整備しリニューアルした道の駅
等）への観光客の呼び込みを行う
必要がある。事業継続のための支
援を行うと同時に、観光プロモー
ションによる来館者及び来町者の
増加を目指した温泉施設への無料
入館券発行、プロモーション用足
湯ソックスの製作、パンフレット
の作成等を行う。あわせて、町へ
の往来を自粛していただいた別荘
オーナー（町内に別荘建物を所有
する者に限る）に対しても、プロ
モーション事業の一環として、温
泉施設への無料入館券を配布する
ことで、長和町への来町及び温泉
施設への来館を促す。

8,000,000

■取り組み内容
・温泉施設支援として無料入館券、感染防止対策品の購入、
誘客用に道の駅エリアのパンフレットを作成するための補助
を実施した。

■実績額内訳
○町補助金（長和町振興公社へ）8,000,000円、振興公社
6,980円　計：8,006,980円

（補助金内訳）
・温泉施設支援・無料入館券（23,000枚）発行負担：
6,900,000円
・足湯ソックス・自動検温器・マスク等感染防止対策品：
538,280円
・パンフレット：499,400円
・事務経費（印刷代）：69,300円

①地方創生
に効果が
あった

・長和町振興公社への事
業者支援の一助となると
ともに、対策をした温泉
施設への誘客を図ること
ができた。
・来町の自粛をお願いし
た別荘オーナーの皆様に
対し、来町を促す効果が
あった。
・道の駅エリア全体を意
識した誘客の展開で、道
の駅エリアへの誘客につ
ながった。

①地方創生
に効果が
あった
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22
クリーン＆グ
リーン長和町誘
客宣伝事業

　事業者が、新しい生活様式に対
応した、「3密」対策等の衛生管理
を徹底した上で、観光客の安心を
確保しながら、事業を継続するた
め、衛生管理専門団体によるセミ
ナーを開催し、衛生用品を配布す
る。また、感染拡大の状況に配慮
しつつ、事業周知のためのＰＲを
行い、長和町への誘客を図る。

21,000,000

■取り組み内容
・観光協会へ補助金として交付し、事業者向け対策衛生用品
及び誘客宣伝用衛生用品配布、事業者向け対策セミナーの実
施、事業PR等の事業を実施した。

■実績額内訳
○町補助金（町観光協会へ）21,000,000円、観光協会685,971
円、預金利息138円　計21,686,109円

（補助金内訳）
・宿泊施設配布用衛生用品（オリジナルマスク、パーテー
ション等）購入：3,604,800円　102事業者分
・ツアー参加者・誘客宣伝配布用衛生用品（マスク等）購
入：2,867,260円
・専門家セミナー（観光事業者に向けた衛生講習セミ
ナー）：126,720円　1回分
・事業ＰＲ経費　旅行ウェブサイトなどでの長和町特集、
クーポン758泊分を組み込み：2社7,851,000円、ご当地じゃら
ん・NEXCO中日本・信濃毎日新聞・市民タイムス・ステッカー
制作：5,706,868円
・振込手数料：12,540円
・コロナ対策観光推進事務経費：1,516,921円

①地方創生
に効果が
あった

・新しい生活様式に対応
した、衛生管理を徹底す
るための対策を実施する
ことで、ウイズコロナ時
代の誘客を実施すること
ができた。また、利用す
るお客様に対しては、安
全・安心な施設であるこ
とをＰＲすることで、好
印象につながった。

①地方創生
に効果が
あった
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23

クリーン＆ホワ
イト長和町ス
キーリフト券宿
泊パック等支援
事業

　グリーンシーズンの誘客に続
き、冬の誘客を支援するため、宿
泊事業者が宿泊パックを造成する
ためのスキーリフト券購入分補
助、スキー場が実施するスキーリ
フト・食事券セットに対する補
助、宿泊事業者の誘客推進に関す
る支援、町への往来を自粛してい
ただいた別荘オーナー（町内に別
荘建物を所有する者に限る）に対
するスキーリフト割引券配布を行
う。宿泊事業者や各スキー場は、
新しい生活様式に対応した、「3
密」対策等の衛生管理を徹底し、
観光客の安心を確保する。

42,000,000

■取り組み内容
・観光協会へ補助金として交付し、宿泊事業者によるパック
造成補助、スキー場支援、宿泊業者事業継続支援事業等を実
施した。

■実績額内訳
○町補助金（町観光協会へ）42,000,000円、観光協会100,000
円、計42,100,000円

（補助金内訳）
・宿泊事業者による宿泊パック造成のための補助（スキーリ
フト券購入分補助）：3,471泊×3,000円＝10,413,000円、ス
キーリフト・食事券セット補助大人2,000円×6,000セット＝
12,000,000円、スキーリフト・食事券セット補助子ども1,500
円×1,000セット＝1,500,000円
・誘客推進支援金49件×300,000円＝14,700,000円
・別荘オーナーリフト券補助1,000円×94セット＝94,000円
・印刷代：152,130円、振込手数料：42,460円、宣伝費：
643,000円、コロナ対策観光推進事務経費：2,555,410円

①地方創生
に効果が
あった

・グリーンシーズンの誘
客に続き冬の事業を実施
し、切れ目のない支援を
実施することができた。
エコーバレースキー場の
件もあり、宿泊パックの
ほか誘客推進支援金を実
施することができ、ペン
ション等の事業継続につ
ながった。

①地方創生
に効果が
あった

24
文化財公開施設
感染症予防対策
事業

　国・県より通達のあった博物館
等施設における新型コロナウイル
ス感染症予防対策ガイドラインに
沿って、黒耀石体験ミュージア
ム、原始・古代ロマン体験館、長
和の里歴史館、中山道関連公開施
設の感染症予防に必要な衛生用
品、用具の修繕を行う。

1,367,258

■取り組み内容
・各施設出入口に利用者用アルコール消毒を設置
・受付にて検温の実施
・受付や指導員はマスク、ゴム手袋を着用
・施設内部、トイレ、受付など館内消毒の実施
・換気のためサーキュレーターを利用
・体験教室、受付、工房に飛沫感染防止用の間仕切りを設置

■実績額内訳
・消耗品：1,200,498円（非接触型検温計4個48,565円、消毒
用アルコール・アルコールジェル5L×4本9箱他603,823円、ゴ
ム手袋56箱95,480円、マスク174箱240,900円、ごみ袋300ヶ
20,400円、ゴミ箱12ヶ32,119円、消毒用ウェットティッシュ
220ヶ70,000円、加湿器用付替フィルター10ヶ22,000円、その
他衛生用品67,211円）
・修繕費（体験テーブル間仕切り）：121,000円
・サーキュレーター：45,760 円

①地方創生
に効果が
あった

・衛生用品の充実により
職員が安全に受付、体験
指導、清掃、消毒を実施
することができた。
・換気設備のない展示室
内が、サーキュレーター
により換気効率を上げる
ことができた。
・間仕切りや非接触型検
温計、案内版の設置によ
り利用者と一定距離を保
つことができた。

①地方創生
に効果が
あった
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25
学校保健特別対
策事業費補助金

（国庫補助事業：学校再開に伴う
感染症対策・学習保障等に係る支
援事業の地方負担分への充当）

　町内小学校（2校）における集団
感染のリスクを避けるため、各学
校の保健衛生用品の購入を行い、
児童が安心して学ぶことができる
体制を整備する。

2,000,000

■取り組み内容
・下記のとおり、感染症に対する消耗品、備品の整備を行っ
た。

■実績額内訳
・長門小学校
　消耗品：804,000円（手指消毒用アルコール他）
　備品購入：196,000円（大型扇風機他）
・和田小学校
　消耗品：749,000円（飛沫防止ガード他）
　備品購入：251,000円（空気清浄機他）

■国庫補助金　1,000,000円

①地方創生
に効果が
あった

・新型コロナの感染予防
に対し、小学校で衛生備
品、消耗品を購入し、児
童・生徒・教職員が安心
して学校生活を行うこと
ができた。小学校で感染
症予防に努めたため、児
童・生徒の感染症に対す
る意識向上に効果があっ
た。

①地方創生
に効果が
あった

26
文化芸術振興費
補助金

（国庫補助事業：文化施設の感染
症防止対策事業の地方負担分への
充当）

　長和町立の黒耀石体験ミュージ
アムにおける学習体験の再開に向
けた感染症防止対策を推進するた
め、間仕切りの設置やパーテー
ション、消耗品の購入を行い、利
用者の安全を確保する体制を整備
する。

1,141,639

■取り組み内容
・施設出入口に利用者用アルコール消毒を設置
・体験教室、受付に飛沫感染防止用の間仕切りを設置
・消毒や検温などの協力をお願いする案内版の設置
・受付や指導員はマスク、ゴム手袋着用

■実績額内訳
・消耗品：894,139円（パーテーション、消毒用アルコール
等）
・修繕費：247,500円（体験用テーブル間仕切り）

■国庫補助金　570,818円

①地方創生
に効果が
あった

・間仕切りや非接触型検
温計、案内版の設置によ
り利用者と一定距離を保
つことができた。
・衛生用品の充実により
職員が安全に受付、体験
指導、清掃、消毒が実施
でき体験学習を再開する
ことができた。

①地方創生
に効果が
あった

27
母子保健衛生費
補助金

（国庫補助事業：新型コロナウイ
ルス流行下における妊産婦総合対
策事業、乳幼児健康診査個別実施
支援事業の地方負担分への充当）

　妊産婦等へのオンライン面接を
可能にするための機器整備を行う
ことにより感染拡大の防止及び相
談者の安心を確保する。1歳6か月
児・3歳児の個別歯科検診を集団検
診から個別検診に切り替えること
により感染拡大の防止を図る。

287,430

■取り組み内容
・妊産婦等への感染拡大の防止及び相談者の安心を確保する
ためオンライン面接ができる機器整備を行った。
・1歳6か月児・3歳児の個別歯科検診を集団検診から個別検診
に切り替え感染拡大の防止を図った。

■実績額内訳
・備品購入費：94,380円（タブレット）
・委託料：193,050円（3,510円×55名）

■国庫補助金　143,000円

①地方創生
に効果が
あった

・相談の手段が増えたこ
とで感染拡大の防止及び
相談者の安心が確保でき
た。
・1歳6か月児・3歳児の個
別歯科検診を集団検診か
ら個別検診に切り替えた
ことで感染拡大の防止に
つながった。

①地方創生
に効果が
あった
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