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令和 3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について 

 

令和 4年 3月 14 日 

     長和町企画財政課 

 

1 はじめに 

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や

住民生活を支援し地方創生を図るため、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」等について

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、令和 2年度において「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」とします。）が創設されたところです。 

 臨時交付金を活用して令和 3年度において長和町で実施している事業は以下のとおりです。 

 

 

2 臨時交付金の概要及び長和町の実施事業 

（1）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、「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つの事項並びに「コ

ロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和 3 年 11 月 19 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、「ウィズコロナ」下での社会経済活動の再開と危機管理の徹底

及び未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動の 3つの事項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、社会経済活動の再開と危機管理の徹底及びポ

ストコロナ社会を見据えた成長・分配の実現を通じた地方創生を図ることを目的とする。 

 

（2）令和 3年度に使用する臨時交付金の内訳 

  総額 140,828 千円 

うち新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（通常分） 131,215 千円 

うち事業者支援交付金 9,613 千円 
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（3）令和 3年度に臨時交付金を活用して長和町が実施する事業 

長和町では、臨時交付金を活用した事業（関連事業の総事業費 162,706 千円）を以下のとお

り実施しています。 

詳細は表 1から表 3のとおりです。 

 

 

【表 1】令和 3年度に臨時交付金を活用して取り組んでいる地方単独事業 

事業名称 

【事業主管課】 
事業概要 

事業費 

（千円） 

高齢者生活見守り

支援事業 

【町民福祉課】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、介護予防事業（い

きいきサロン）の回数が減っている中、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が自宅を訪問する高齢

者生活見守り支援活動を行う。 

 社会福祉協議会への委託により実施する。 

 

委託料 

429 

長和町福祉企業セ

ンター感染拡大防

止事業 

【町民福祉課】 

 障がい者や高齢者などが利用する長和町福祉企業センター

において利用者の感染予防のための施設修繕（水道蛇口の自

動化、トイレドアのオートクローズ化）、自動手指消毒器の

購入を実施する。 

 

需用費 

527 

国保依田窪病院附

属和田診療所電子

カルテ導入事業 

【こども・健康推進

課】 

 国保依田窪病院附属和田診療所に電子カルテを導入するこ

とで、依田窪病院と検査データや診察内容を共有できるよう

にする。現在は紙のカルテを使用しており、迅速・正確な診

療に支障が出ることが想定される。また、システム導入によ

る共有が実現することで、受診患者の診察時間、待ち時間の

短縮になり、診療所内での感染拡大の防止やコロナ禍に受診

する患者の安心安全につながる。 

 依田窪医療福祉事務組合への負担金により実施する。 

 ＜負担金内訳＞電子カルテシステム一式 14,960 千円（連携

サーバー、アプリケーション、導入支援） 

 

負担金 

14,960 

信州・小県道の駅消

費喚起事業 

【産業振興課】 

 長野県小県郡を構成する 2町村（青木村と長和町）が連携し

て、新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが低迷

する小県郡内（青木村・長和町）の道の駅において、共通の

プレミアム付き地域商品券を発行し、消費喚起を行い、低迷

した売上の回復を図ることで地域内の経済活性化を目指す。

負担金 

1,750 
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共通に利用できる地域商品券を道の駅あおきとマルシェ黒

耀（長和町）で各 700（500 円券×13 枚を 5,000 円にて販売）

セット販売し、30%の上乗せ部分を両道の駅へ補助する。 

 青木村への負担金により実施する。 

 ＜負担金内訳＞青木村への負担金 1,750 千円（プレミアム

分、消費券及びポスター等印刷費、CM 等 PR 経費） 

 

みんなで応援！子

育て応援！長和の

里地域いきいき券

配布事業 

【こども・健康推進

課、産業振興課】 

 新型コロナウイルス感染症による往来自粛等が長引く中、特

に宿泊業・飲食業・宿泊飲食に係る事業者に大きく影響が生

じている。そのうちの飲食業・宿泊飲食に係る事業者等の経

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。

長期化する新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受け

る子育て世帯の家計支援のため、18 歳までの子ども 1 人あ

たり 10,000 円の地域いきいき券を上乗せし配布する。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。飲食業へ

支援として「町内飲食店紹介パンフレット」を作成し、全戸

配布する。 

 長和町商工会への負担金により実施する。 

 ＜負担金内訳＞町民分地域いきいき券：58,860 千円、子ど

も加算分： 6,700 千円、商工会事務経費：5,940 千円（郵送

料、印刷代、換金手数料、データ作成費、封入委託、その他

消耗品） 

 

負担金 

71,500 

観光誘客事業（グリ

ーンシーズン） 

【産業振興課】 

 新型コロナウイルス感染症による往来自粛等が長引く中、特

に宿泊業・飲食業・宿泊飲食に係る事業者に大きく影響が生

じている。そのうち、宿泊事業者等の支援事業として、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等を行い、長和町への誘客を図る。 

 信州・長和町観光協会への補助金により実施する。 

 ＜補助金内訳＞宿泊施設配布用衛生用品（オリジナルマスク

等）購入：1,000 千円、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 1,600 泊分を組み込み）：2 社

8,000 千円、高速道路 SA 誘客 PR 費 6,500 千円、各施設コロ

ナ対策ページ設置事業 5,900 千円、事務経費 600 千円 

 

補助金

22,000 
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観光誘客事業（ホワ

イトシーズン） 

【産業振興課】 

 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・クーポン券

に対する補助、新和田トンネル無料化前の誘客支援に対する

補助を実施する。また、感染拡大の状況に配慮しつつ、事業

周知及び誘客に向けたＰＲ等を行う。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。 

 信州・長和町観光協会への補助金により実施する。 

 ＜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）3,000 泊分：9,000 千円、

スキーリフト・クーポン券セット補助 5,000 セット（大人

4,000 セット、小人 1,000 セット）：9,500 千円、新和田トン

ネル利用者支援：3,000 千円、誘客宣伝費 4,000 千円、事務

経費（消耗品購入、印刷代、郵送料、振込手数料）：500 千

円 

 

補助金 

26,000 

 合 計 137,166 

 

 

【表 2】令和 3年度に臨時交付金（事業者支援分）を活用して取り組んでいる事業 

事業名称 

【事業主管課】 
事業概要 

事業費 

（千円） 

長和町新型コロナ

ウイルス特別警報

Ⅱ緊急支援金給付

事業 

【産業振興課】 

 長野県による新型コロナウイルス特別警報Ⅱ（レベル 5）の

発出及び酒類の提供を行う飲食店等の営業時間短縮・休業に

ついて協力を要請されたことにより、「会食の自粛」及び「往

来の自粛」により経済活動が停滞しているなか、影響を受け

た事業者等に対し緊急支援として給付金を一律支給する。 

 給付金 17,400 千円、事務経費 1,700 千円 

 長和町商工会への負担金により実施する。 

 臨時交付金以外の財源として、県補助金（特別警報Ⅱ発出市

町村等事業者支援交付金）11,600 千円を活用する。 

 

負担金 

19,100 

新型コロナウイル

ス感染症感染拡大

防止緊急対策事業 

【総務課】 

 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、長和町への

帰省を希望する方向けの抗原検査キットの購入、消毒液・ス

タンドの購入、衛生用品等の購入を行う。 

 消耗品：2,200 千円（消毒スタンド、除菌クロス、アクリル

板、消毒液、検査キット） 

 

需用費 

2,200 
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 合 計 21,300 

 

 

【表 3】令和 3年度に臨時交付金を活用して取り組んでいる国庫補助事業 

事業名称 

【事業主管課】 
事業概要 

事業費 

（千円） 

学校保健特別対策

事業費補助金 

（感染症対策等の

学校教育活動継続

支援事業） 

【学校教育係】 

 

 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。 

 消耗品、備品等：1,600 千円（マスク、消毒液、滅菌器等） 

 国庫補助事業に係る町の負担分に臨時交付金を充当する。 

需用費・備

品購入費 

1,600 

公立学校情報機器

整備費補助金 

（GIGA スクールサ

ポーター配置支援

事業） 

【学校教育係】 

 

 ＧＩＧＡスクール構想により整備された機器を有効に活用

するため、町内小学校（2校）においてＧＩＧＡスクールサ

ポーターを配置し操作研修、トラブル対応、使用マニュアル

の作成等を実施する。 

 ＧＩＧＡスクールサポーター委託料 2,640 千円 

 国庫補助事業に係る町の負担分に臨時交付金を充当する。 

委託料 

2,640 

 合 計 4,240 

 


