
新型コロナウイルス感染症に対する諏訪市の緊急対策（令和２年度） 

 

 

○令和２年度に発表した緊急対策の主な事業 

 

 フェーズ名 主な事業 予算額 
令和 2 年度 

第１弾 
5/1 
発表 

緊急支援フェーズ 

・特別定額給付⾦ 
・⼦育て世帯への臨時特別給付⾦ 
・市制度資⾦(緊急経営対策資⾦等) 
・コロナウイルス感染拡⼤防⽌協⼒⾦ 

54 億 5,128 万円 

第２弾 
5/25 
発表 

緊急支援・域内経済回復フェーズ 

・コロナ対策店舗リフォーム補助⾦ 
・プレミアム付飲⾷券発⾏ 
・学校ランチ提供 
・GIGA スクールの加速（端末整備） 

2 億 9,332 万円 

第３弾 
6/15 
発表 

緊急支援・域内経済回復フェーズ 
(追加対策) 

・ひとり親世帯臨時特別給付⾦ 
・⼦どもたちの学びの保障 
・プレミアム観光振興券発⾏ 
・諏訪医療圏感染症外来・検査センター 

1 億 2,742 万円 

第４弾 
7/22 
発表 

ウィズ・コロナ社会における 
域内経済回復フェーズ 

・がんばる事業者応援給付⾦ 
・事業者リフォーム補助⾦ 
・商業連合会販売促進イベント負担⾦ 
・技術研修⼈材育成対策補助⾦ 

2 億 9,259 万円 

第５弾 
8/18 
発表 

ウィズ・コロナ社会における 
域内経済回復フェーズ 
(追加対策) 

・市内循環バスの感染予防強化 
・⼦ども⼦育て支援施設の感染予防強化 
・プレミアム付飲⾷・タクシー券発⾏ 
・市役所業務オンライン化推進 

1 億 1,440 万円 

第６弾 
10/13 
発表 

ウィズ・コロナ社会における 
域内経済活性化フェーズ 

・修学旅⾏サポート 
・宿泊施設誘客支援 
・⼦どものインフルエンザ予防接種助成 

7,018 万円 

第７弾 
11/18 
発表 

12/10 
変更 

ウィズ・コロナ社会における 
域内経済活性化フェーズ 
（追加対策） 

・ひとり親世帯臨時特別給付⾦ 
・諏訪赤十字病院感染症対策支援 
・市役所業務スマート化等推進 

8,743 万円 

第８弾 
1/25 
発表 

ウィズ・コロナ社会における 
緊急対策フェーズ 

・テイクアウト＆デリバリー・サポーター
ズクーポンの発⾏ 

・家族 DE ⾏こう諏訪の店・スマイルクー
ポンの発⾏ ≪繰越≫ 

・新型コロナウイルスワクチン接種事業 
≪繰越≫ 

9,845 万円 

第９弾 
2/12 
発表 

ポスト・コロナを⾒据えた 
域内経済回復フェーズ 

・新型コロナウイルスワクチン接種事業
（高齢者支援事業含む）≪繰越≫ 
・宿泊施設誘客支援事業 ≪繰越≫ 
・市内医療機関及び諏訪赤十字病院への 

感染症対策支援 

4 億 799 万円 

合計 69 億 4,306 万円 
 

≪繰越≫ と記載してある事業については、（⼀部）繰越を⾏い、令和３年度事業として実施します。 
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令和２年度に実施した緊急対策（第１弾～第９弾）  

１ 市民の暮らしへの支援 

（1）特別定額給付金（49 億 7,422 万円）（企画政策課）【Ｒ２.５月１日付け専決処分（Ｒ２補正第１号）】 

   簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、一律に一人当たり 10 万円を給付します。 

特別定額給付金対策チームを立ち上げ、可能な限り速やかに市民の皆様にお届けできるよう給付体

制を整えるとともに、円滑な給付につながるよう広く周知を図ります。 

   

（2）市税及び水道料金等の徴収猶予（税務課・水道局） 

    令和２年２月１日から令和３年１月 31 日までに、納期限までの一定期間において新型コロナウイル

スの影響により収入が大幅に減少した場合について市税や水道料金等の徴収を猶予します。 

 

（3）傷病手当金（国民健康保険）の給付（10 万円）（市民課）【Ｒ２.５月１日付け専決処分（Ｒ２補正第１号）】               

   令和２年１月から、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は感染が疑われることにより、就労で

きなかった日のある国民健康保険の被保険者のうち、給与等の支払いを受けている被用者の方につい

て、就労できなかった日の給与収入の３分の２を傷病手当金として支給します。 

 

（4）緊急小口資金・総合支援資金の貸付（社会福祉協議会） 

休業や失業等により生活資金でお悩みの方々へ特例貸付を引き続き実施します。 

  

（5）住居確保給付金（420 万円）（社会福祉課）【Ｒ２.６月定例会可決（Ｒ２補正第２号）】 

              （500 万円）（社会福祉課）【Ｒ２.10 月臨時会可決（Ｒ２補正第７号）】  

休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況にある方に対して、家賃相当額を住居確保給付 

金として支給します。   

 

 （6）国民健康保険税の減免（市民課）【Ｒ２.６月定例会可決（条例改正）】 

令和２年２月から一定程度収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免を行います。 

 

 （7）第２波・第３波に備えた市民への感染拡大防止策の啓発 

（56 万円）（健康推進課）【Ｒ２.８月臨時会可決（Ｒ２補正第５号）】 

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」を市内の全世帯へ配布し、感染拡大

防止の啓発を強化します。 

 

 （8）市内循環バスにおける感染予防の強化 

（2,261 万円）（地域戦略・男女共同参画課）【Ｒ２.９月定例会可決（Ｒ２補正第６号）】 

市内循環バス（かりんちゃんバス）に飛沫防止仕切り・換気扇等を整備した新型車両を導入し、市

民等のバス利用者の感染予防を進めます。 

 

 （9）すわっチャオにおける「新しい生活様式」に対応した利用促進 

（157 万円）（すわっチャオ）【Ｒ２.９月定例会可決（Ｒ２補正第６号）】 

すわっチャオにおいてＷｅｂ配信を導入し、講座等や発表の機会を失っている市民がオンライン配

信できる仕組みを作り、「新しい生活様式」に対応した施設の利用促進を図ります。 

 

 （10）新型コロナウイルスワクチン接種高齢者支援事業（ワクチン接種対策室）≪Ｒ３年度繰越実施≫ 

高齢者（65歳以上）の新型コロナウイルスワクチン接種にあたり、接種会場との往復タクシー料金

（初乗り料金）を助成し、ワクチン接種の促進を図ります。 

※2月臨時会で可決された補正予算（第10号）の予算の範囲内で実施します。（4 その他（10）参照） 
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２ 子ども（児童・生徒）、子育て世帯への支援 

（1）子育て世帯への臨時特別給付金（6,457 万円）（市民課）【Ｒ２.５月１日付け専決処分（Ｒ２補正第１号）】 

児童手当（本則給付：所得制限額超過による特例給付対象者を除く。）の受給対象世帯に対し、児童

一人当たり１万円の臨時特別給付金を給付します。 

 

（2）ひとり親家庭等子ども支援給付金（1,684 万円）（こども課）【Ｒ２.６月定例会可決（Ｒ２補正第２号）】 

 緊急事態宣言による就労収入の減少などにより、生活困窮に直面している児童扶養手当を受給する

ひとり親家庭に対し、早期に支援を届けるため、対象児童一人当たり３万円の給付金を支給します。

（市独自事業） 

 

（3）ひとり親世帯臨時特別給付金（4,566 万円）（こども課）【Ｒ２.６月定例会可決（Ｒ２補正第４号）】 

                          （2,613 万円）（こども課）【Ｒ２.12 月定例会可決（Ｒ２補正第９号）】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、子育ての負担増加や収入の減少など特に大きな困難が生

じているひとり親世帯に対する支援を行うため、対象世帯に給付金を支給します。（国庫補助事業） 

感染症の影響により、特に生活に困窮するひとり親世帯等への緊急支援として、給付金の再支給を

します。（国庫補助事業） 

 

（4）学校再開に向けた「学校ランチ」の提供（教育総務課）【Ｒ２予備費】 

 児童生徒の学校再開に向けた心身の準備と食事面からの健康観察等のため、学校休業期間中の分散

登校日に昼食「学校ランチ」を提供します。（休業期間中に児童生徒一人につき 3回） 

 

（5）学校再開に向けた保健衛生用品の整備（127 万円）（教育総務課）【Ｒ２.６月定例会可決（Ｒ２補正第２号）】 

    子どもたちの学びの保障（1,400 万円）（教育総務課）【Ｒ２.６月定例会可決（Ｒ２補正第４号）】 

   学校教育活動継続支援事業（1,200 万円）（教育総務課）【Ｒ３.３月定例会可決（Ｒ２補正第 11 号）】 

≪Ｒ３年度繰越実施≫ 

 臨時休業からの学校再開にあたり、感染症対策と子どもたちの健やかな学びを両立し、学校教育な

らではの学びの保障に必要な物的体制を強化します。 

 学校教育活動を円滑に継続していくために、必要な感染症対策等を実施します。 

 

（6）ＧＩＧＡ（※）スクール構想の加速（※）Global and Innovation Gateway for All 

・児童生徒一人一台の端末整備（1 億 7,825 万円）（教育総務課）【Ｒ２.６月定例会可決（Ｒ２補正第２号）】 

 国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、児童生徒一人一台の端末を整備し、学校におけるＩＣＴ環境

の整備を加速します。 

・端末等へのセットアップ（初期設定）（789 万円）（教育総務課）【Ｒ２.９月定例会可決（Ｒ２補正第６号）】 

 早期の使用開始に向けて、児童生徒一人一台整備するタブレット端末へのセットアップ等の初期設

定を実施します。 

 

（7）蓼科保養学園再開に向けた衛生用品等の整備（61 万円）（こども課）【Ｒ２.８月臨時会可決（Ｒ２補正第５号）】 

  学園を再開するにあたり、保健衛生用品の充実を図るなど感染防止対策を徹底し、入園児童が安心

して学べる環境を整備します。（第１期 ８月９日～） 

 

（8）子育て世帯へのすわともポイント引換券の配布（792 万円）（商工課）【Ｒ２.８月臨時会可決（Ｒ２補正第５号）】 

 子育て世帯への支援とともに、消費喚起を促進するため、市内小中学校の児童生徒に対して一人当

たり 2,000 ポイントのすわともポイント引換券を配布します。 

 

（9）小中学校臨時休業中の生活支援（就学援助費の拡充）（既決予算）（教育総務課） 

 コロナ禍における生活支援として、準要保護世帯に対して、給食提供がなかった小中学校臨時休業

中の学校給食費相当額を支給します。 
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（10）「子どもの居場所」における感染予防の強化支援（20 万円）（こども課）【Ｒ２.９月定例会可決（Ｒ２補正第６号）】 

  子ども食堂や学習支援などに取り組む「子どもの居場所」において、感染予防策を講じつつ、「新し

い生活様式」に即した支援のあり方へ移行しようとする取組を支援します。 

 

（11）オンラインによる子育て支援の環境整備（204 万円）（こども課）【Ｒ２.９月定例会可決（Ｒ２補正第６号）】 

 「新しい生活様式」に即した子育て支援として、児童センター及び保健センター（子育て世代包括支

援センター）に、オンラインにより相談・支援を行える環境を整備します。 

 

（12）子ども・子育て支援施設等における感染予防の強化 

（1,882 万円）（こども課）（教育総務課）【Ｒ２.９月定例会可決（Ｒ２補正第６号）】 

 児童センター・保育所・病児病後児保育事業所・地域子育て支援拠点・放課後児童クラブなどの児童

等が利用する施設において、保健衛生用品等を追加整備し、感染予防を強化します。 

 

（13）修学旅行サポート事業（キャンセル料等補助）（165 万円）（教育総務課）【Ｒ２.10 月臨時会可決（Ｒ２補正第７号）】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、修学旅行の実施時期や行先が変更となったことに伴い発

生したキャンセル料等の補助を行います。 

 

３ 事業者への経営支援（地域経済の回復に向けた取組） 

（1）新型コロナウイルス拡大防止協力金等（4,320 万円）（商工課）【Ｒ２.５月１日付け専決処分（Ｒ２補正第１号）】 

   県と連携し、休業要請を踏まえ４月 23 日～５月６日までの間、休業に協力等をいただいた事 

業者等に対し、協力金等として１事業者当たり 30万円を給付します。（県 20 万円・市 10万円） 

    

（2）諏訪市中小企業制度資金の支援強化（6,500 万円）（商工課）【Ｒ２.６月定例会可決（Ｒ２補正第２号）】 

                               （2,300 万円）（商工課）【Ｒ２.12 月定例会可決（Ｒ２補正第８号）】 

                               （2,000 万円）（商工課）【Ｒ３.３月定例会可決（Ｒ２補正第 12 号）】                 

金融機関等への制度資金に係る預託金の追加（3 億円）（商工課）【Ｒ２.６月定例会可決（Ｒ２補正第２号）】 

   これまで創設した緊急経営対策資金や緊急経営借換資金について、２年間の実質無利子化や据置期間、

返済期間の延長など実施します。 

資金需要が増しているため金融機関に対する預託金を追加し、資金面の更なる支援強化をします。 

緊急経営対策資金・緊急経営借換資金について、８月 31 日（実行分）までとしている取扱期間を令

和３年３月 31日まで延長し、事業者の資金繰り支援をさらに強化します。 

現在実施している、「緊急経営対策資金」及び「緊急経営借換資金」について、現下の感染拡大の状

況等を鑑み、令和３年９月 30日（実行分）まで延長します。 

緊急経営対策資金等に係る令和３・４年度分の利子補給金の財源とするため、感染症対応地方創生

臨時交付金を活用し、感染症対策利子補給基金への積み立てを行います。 

    

（3）観光・宿泊施設の温泉料金等の減免（－万円）（水道局） 

                                   （850 万円）（観光課）（都市計画課）【Ｒ３.３月定例会可決（Ｒ２補正第 11 号）】   

    ①減額該当者は、給湯契約している観光・宿泊施設で、県による緊急事態宣言期間（令和２年４月 23

日から５月６日まで）のうち 10日間以上休業し、契約の中止又は一部中止の手続をした者とします。

温泉料金の減額期間は、緊急事態宣言期間とします。温泉に係る下水道使用料の減額期間は、中止又

は一部中止する全期間とします。 

 ②令和３年１月８日の緊急事態宣言発出等により、宿泊施設で利用者が著しく減少した事業者に対し

て、温泉料金及び温泉に係る下水道使用料を、一カ月分減免します。 

  宿泊施設等への温泉料金及び温泉に係る下水道使用料の減免実施に伴い、収益が減少する公営企業

会計（温泉事業・下水道事業）に対して、補助を実施します。 
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（4）市内飲食店テイクアウトメニューの情報発信（産業連携推進室） 

  市内の飲食店や居酒屋などのテイクアウトメニューの情報発信を、商工会議所とタイアップして 

実施し、市役所内で試行したうえで、市民等への展開につなげます。 

 

（5）プレミアム付飲食券の発行（8,300 万円）（商工課）【Ｒ２.６月定例会可決（Ｒ２補正第２号）】 

  新型コロナウイルス感染症の影響や県からの休業要請等により事業者等の売上が減少していること

から、地域経済の回復に向け、飲食店や宿泊施設、タクシー・観光バスなどを対象としたプレミアム付

飲食券（プレミアム率 30％）を発行します。 

 

（6）店舗リフォーム補助金の拡充（新型コロナウイルス対策特別対応分）（既決予算）（商工課） 

  感染拡大防止や経済活動の再開に向け、飲食店や宿泊施設などに対して、空間除菌機、換気扇やパー

テーションの設置などの感染防止対策や、テイクアウト・デリバリー等ショーケース、また、キャッシ

ュレス化の導入等のパソコン、Ｗｉ-Ｆｉ、Ｗｅｂサイト改修など「新しい生活様式」への転換を支援

します。 

  併せて、県の「新型コロナ対策推進宣言の店」の導入を支援し、安心して訪れていただける環境づく

りを推進します。 

  第２弾で新型コロナ特別対応分として拡充した「店舗リフォーム等補助金」について、利用が好調で

あるため、予算枠を拡充します。（250 万円）【Ｒ２.８月臨時会可決（Ｒ２補正第５号）】 

※（12）の新型コロナ対策事業者リフォーム補助金に統合しました。 

 

（7）プレミアム観光振興券の発行（1,179 万円）（観光課）【Ｒ２.６月定例会可決（Ｒ２補正第４号）】 

  大きな経済的影響を受けている観光事業者に対する支援として、段階的な社会経済活動の再開にあわ

せ、国の「ＧｏＴｏキャンペーン」や県による観光振興の取組との相乗効果を図るべく、土産品店、飲

食店、タクシー、ガソリンスタンド、観光施設などを対象とした観光振興券を発行します。 

 

（8）観光誘客推進支援事業（900 万円）（観光課）【Ｒ２.６月定例会可決（Ｒ２補正第４号）】 

                    （2,000 万円）（観光課）【Ｒ２.９月定例会可決（Ｒ２補正第６号）】 

                    （100 万円）（観光課）【Ｒ３.３月定例会可決（Ｒ２補正第 11 号）】≪Ｒ３年度繰越実施≫ 

迅速かつ効果的な誘客を図るため、諏訪観光協会などと連携して、キャンペーンやイベントなどの

観光誘客の取組を推進します。 

補正予算第６号で計上しました「観光誘客推進支援事業」は、国の補助事業（誘客多角化等のための

魅力的な滞在コンテンツ造成実証事業）として採択されたため、諏訪観光協会の直接事業として実施

します。（10 月定例会可決（補正第７号）減額補正） 

観光協会と連携して、宿泊施設利用者が感染症への感染、またはその疑いがある場合、専用車両で医

療機関へ搬送する取組を支援します。 

なお、補正予算第４号で計上しました「観光誘客推進支援事業」は、感染拡大等の状況を勘案し、事

業実施を見送ります。（３月定例会（補正予算第 11号）減額補正） 

 

（9）雇用調整助成金個別相談会の開催（16 万円・既決予算）（商工課） 

  市内商工事業者等の雇用調整助成金の申請等を支援するため、諏訪市事業者単独枠での専門家による

個別相談会を商工会議所と連携して実施します。 

 

（10）障害者就労継続支援事業所への支援（201 万円）（社会福祉課）（総務課）【Ｒ２.８月臨時会可決（Ｒ２補正第５号）】 

   感染症の影響を特に受けている就労系の障害者事業所に対して支援金を交付します。（180 万円） 

  また、市が「さざ波の家」に業務委託しているペーパーラボ紙の回収再生業務の回数を増やし、事業

主として率先して障害者の就労を支援します。（21 万円） 
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（11）商店街等の活性化に向けた取組に対する支援 

（1,700 万円）（商工課）【Ｒ２.８月臨時会可決（Ｒ２補正第５号）】 

（251 万円）（商工課）【Ｒ２.12 月定例会可決（Ｒ２補正第９号）】 

（750 万円）（商工課）【Ｒ３.３月定例会可決（Ｒ２補正第 11 号）】≪Ｒ３年度繰越実施≫ 

  客足を取り戻し商店街等の活性化を図るため、自主的に実施する誘客イベントに対して支援します。 

  ・諏訪市商業連合会販売促進イベント負担金（1,200 万円） 

  ・諏訪商工会議所グループ販売促進イベント負担金（250 万円）（251 万円）（500 万円） 

  ・商店街活性化イベント事業補助金（250 万円）（250 万円） 

 

 

（12）新型コロナ対策事業者リフォーム補助金 

（1,300 万円）（商工課）【Ｒ２.８月臨時会可決（Ｒ２補正第５号）】 

（1,400 万円）（商工課）【Ｒ３.３月定例会可決（Ｒ２補正第 11 号）】≪Ｒ３年度繰越実施≫ 

  ６月１日に制度を拡充した「店舗リフォーム等補助金（飲食・サービス業等新型コロナ特別対応分）」

の対象業種等を大幅に拡充する形で新たに補助金を創設し、ウィズ・コロナ社会における「新しい生活

様式」の定着を支援します。 

  ウィズ・コロナ、ポスト・コロナによる新しい生活様式の定着をさらに進めるため、令和３年９月末

まで制度を延長します。 

 

（13）中小企業等への事業継続の支援・積極的な事業展開に対する支援 

（2 億 4,698 万円）（商工課）【Ｒ２.８月臨時会可決（Ｒ２補正第５号）】 

（700 万円）（商工課）【Ｒ３.２月臨時会可決（Ｒ２補正第 10 号）】 

（2,200 万円）（商工課）【Ｒ３.３月定例会可決（Ｒ２補正第 11 号）】≪Ｒ３年度繰越実施（展示会補助金）≫ 

  感染症の影響を受けている事業者及びコロナ禍においても積極的な事業展開を進める事業者を給付

制度の新設や各種補助制度の拡充により支援します。 

   ・がんばる事業者応援給付金（2億 4,000 万円）（2,000 万円） 

   ・外部人材活用補助金（140 万円）※当初予算と併せて 180 万円 

   ・新技術・新製品開発費補助金（200 万円）（700 万円）※当初予算と併せて 1,300 万円 

    ※第４弾で予算拡充した制度を、第８弾でさらに予算拡充します。 

   ・技術研修・人材育成対策補助金（200 万円）※当初予算と併せて 530 万円 

   ・展示会出展補助金（既決予算 700 万円による制度拡充） 

    ※第４弾で拡充した制度を、第７弾でさらに拡充します。 

    （対象経費に、新たに「オンライン展示会」を含めるとともに、出展回数の制限を撤廃します。） 

    ※積極的な事業展開を進めるため、令和２年度に拡充した制度を令和３年度まで延長します。

（200 万円） 

   ・各種補助金等の申請に関わる特別相談窓口の設置（158 万円） 

    

（14）事業者に対するすわっチャオ会議室等の使用料免除（すわっチャオ） 

  市内事業者等の負担を軽減し、経済活性化の後押しをするため、期間限定で会議室等の施設使用料を

免除します。 

 

（15）プレミアム付飲食・タクシー券の発行支援（700 万円）（商工課）【Ｒ２.９月定例会可決（Ｒ２補正第６号）】 

  諏訪市飲食店組合連合会が毎年実施している、プレミアム付飲食券について、プレミアム率を拡充す

るとともに、対象にタクシー事業者を含めて実施することに対して支援を行います。 

 

（16）ＳＵＷＡプレミアムに対する販路創生支援（600 万円）（産業連携推進室）【Ｒ２.９月定例会可決（Ｒ２補正第６号）】 

   「新しい生活様式」に対応した、ＳＵＷＡプレミアムのＷｅｂ販路拡充に対して支援を行います。 

 

（17）宿泊施設安全安心監修事業（100 万円）（観光課）【Ｒ２.10 月臨時会可決（Ｒ２補正第７号）】 

   安全安心な宿泊施設をアピールし、誘客促進を図るため、専門家等によるアドバイスなどにより宿

泊施設の感染予防対策の更なる強化をします。 
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（18）宿泊施設誘客支援事業（おいでなして！すわ泊御宿割） 

（4,450 万円）（観光課）【Ｒ２.10 月臨時会可決（Ｒ２補正第７号）】 

（4,450 万円）（観光課）【Ｒ３.３月定例会可決（Ｒ２補正第 11 号）】≪Ｒ３年度繰越実施≫ 

   新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けている宿泊施設を支援するため、閑散期にお

ける宿泊客の料金割引を行い、県民の誘客を促進します。 

  感染症の再拡大等により、影響が長期化している宿泊施設を支援するため、令和３年度においても

引き続き宿泊客の料金割引を行い、県民の誘客を促進します。 

 

（19）宿泊施設グレードアップ支援事業 

（800 万円）（観光課）【Ｒ２.10 月臨時会可決（Ｒ２補正第７号）】 

（200 万円）（観光課）【Ｒ３.３月定例会可決（Ｒ２補正第 11 号）】≪Ｒ３年度繰越実施≫ 

   新しい生活様式定着やアフターコロナを見据え、宿泊施設のグレードアップ（感染予防対策や従業

員のスキルアップ等）に係る取組に対して支援を行います。 

  感染症の再拡大等により、影響が長期化している宿泊施設を支援するため、令和３年度においても

引き続き宿泊施設のグレードアップに係る取組に対して支援を行います。 

 

（20）市内飲食店等緊急支援事業 

（3,048 万円）（商工課）【Ｒ３.２月臨時会可決（Ｒ２補正第 10 号）】≪Ｒ３年度繰越実施≫ 

  感染症の第３波により、年末年始や、現時点においても来店客の激減により飲食店等が大きく影響を

受けていることから、テイクアウト等による事業継続を目指す市内飲食店等へ緊急支援を実施します。 

  ・「テイクアウト＆デリバリー・サポーターズクーポン」の発行 

    テイクアウトやデリバリーを実施する事業者（飲食店等）への支援のためのクーポンの発行 

  ・「家族ＤＥ行こう諏訪の店・スマイルクーポン」の発行 

    感染症の感染縮小時にあわせて即時実施する、飲食店・タクシー事業者への支援のためのクー

ポンの発行 

 

（21）地域公共交通確保維持支援金（270 万円・既決予算）（地域戦略・男女共同参画課） 

  地域公共交通を運行するバス事業者に対し、新型コロナウイルス感染症対策を行い、事業を継続する

ための支援金を支給します。 

 

４ その他 

（1）新型コロナウイルスに関する情報の市民・事業者への広報の強化 

   市のホームページ、広報車や防災行政無線などあらゆる媒体を用いて、新型コロナウイルス感染症 

拡大防止及び経済対策等の情報発信を強化します。 

  また、新型コロナウイルス感染症に関する市の取組の状況を一覧に分かり易くまとめホームページ

に掲載しています。 

 

（2）広域避難所における感染予防の強化（343 万円）（危機管理室）【Ｒ２.６月定例会可決（Ｒ２補正第２号）】 

（163 万円）（危機管理室）【Ｒ２.９月定例会可決（Ｒ２補正第６号）】 

（136 万円）（危機管理室）【Ｒ２.12 月定例会可決（Ｒ２補正第８号）】 

  新型コロナウイルス感染症対策として、広域避難所で使用する非接触型体温計、デスクパーテーシ

ョン、フェイスシールドカバー等の衛生機器やアルコール除菌剤、換気用大型扇風機、屋内避難用テン

ト等を配備します。 

  災害による停電に備え、可搬型バッテリーを５箇所の防災倉庫に配備します。 

  市民の皆様などから頂きました寄附金を活用し、広域避難所に浄水器を配備します。 

 

（3）会計年度任用職員の募集（内定等を取り消された方対象）（総務課） 

  新型コロナウイルスの影響により、企業等から就職内定を取り消された新卒者の就職活動を支援す

ることを目的として、市で任用する会計年度任用職員を募集します。 
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（4）諏訪医療圏新型コロナウイルス感染症外来・検査センターの設置 

（4,681 万円）（健康推進課）【Ｒ２.６月定例会可決（Ｒ２補正第４号）】 

  長野県からの委託を受けて、諏訪市が諏訪地域における代表市町村となり「諏訪医療圏感染症外来・

検査センター」を設置し、感染の疑いのある方のＰＣＲ検査のための簡易診察や検体採取を行います。 

 

（5）公共施設における感染予防の強化 

（201 万円）（総務課）（健康推進課）【Ｒ２.８月臨時会可決（Ｒ２補正第５号）】 

                        （1,072 万円）（総務課）（健康推進課）（生涯学習課）（すわっチャオ） 

【Ｒ２.９月定例会可決（Ｒ２補正第６号）】 

                        （4,145 万円）（健康推進課）【Ｒ３.３月定例会可決（Ｒ２補正第 11 号）】 

  市役所などの公共施設における感染予防のため、アルコール除菌剤などの衛生用品等を追加整備し、

利用者の感染症に対する安全・安心を進めます。（70 万円） 

  施設の利用再開をしているすわっこランドについて、トレーニングルームの窓交換や更衣室等に大

型循環送風機を整備して、感染予防をさらに進めます。（131 万円） 

  市庁舎等内部の密閉空間を解消し、自然換気を促すため、窓に網戸を設置するなどの感染予防対策

をさらに進めます。（401 万円） 

  乳幼児や高齢者が多く利用する保健センターにおける感染予防のため、保健衛生用品を整備します。

（20万円） 

  ７月から再開している諏訪市原田泰治美術館における感染予防対策に係る指定管理者への支援を実

施します。（400 万円） 

  不特定多数の方が訪れる駅前交流テラスすわっチャオにおける感染予防のため、出入口へサーマル

カメラを設置します。（251 万円） 

  感染症の感染拡大を受け、臨時休館期間を経て再開したすわっこランドについて、感染防止対策と

施設の環境整備に係る指定管理者への支援を実施します。（4,145 万円） 

 

（6）市役所業務スマート化等の推進（1,496 万円）（企画政策課）【Ｒ２.９月定例会可決（Ｒ２補正第６号）】 

（443 万円）（企画政策課）【Ｒ２.12 月定例会可決（Ｒ２補正第８号）】 

  業務のテレワーク環境整備やオンライン会議環境整備、庁外施設におけるサテライトオフィス化な

ど、市役所の業務のオンライン化を推進します。 

  行政のＩＴ化と業務スマート化の一環として、ＡＩシステムを活用した会議等の議事録作成システ

ムを導入します。 

 

（7）市内医療機関（市医師会）への感染予防の強化支援 

（96 万円）（健康推進課）【Ｒ２.９月定例会可決（Ｒ２補正第６号）】 

（300 万円）（健康推進課）【Ｒ３.３月定例会可決（Ｒ２補正第 11 号）】 

  市内医療機関における感染予防として、サージカルガウン、Ｎ95 マスク、医療用フェイスシールド

などを諏訪市医師会に対して配布します。 

感染症の収束が見えない中、ワクチン接種事業にご協力いただき、医療提供体制の継続にご尽力い

ただいている諏訪市医師会に対して支援を行います。 

 

（8）子どもへのインフルエンザ予防接種助成事業 

（1,003 万円）（健康推進課）【Ｒ２.10 月臨時会可決（Ｒ２補正第７号）】 

 新型コロナウイルス感染症と識別が困難な季節性インフルエンザの同時流行による医療機関の混乱

を回避するため、現在実施している高齢者に加えて、新たに子ども（６か月～中学３年生）に対して、

インフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。 
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（9）諏訪赤十字病院への感染症対策支援（3,000 万円）（健康推進課）【Ｒ２.12 月定例会可決（Ｒ２補正第９号）】 

（300 万円）（健康推進課）【Ｒ３.３月定例会可決（Ｒ２補正第 11 号）】 

 地域の基幹病院である諏訪赤十字病院に対して、感染症の院内感染を防止し、医療機関として安全

な医療提供体制を確保するため支援を行います。 

感染症の収束が見えない中、ワクチン接種事業にご協力いただき、医療提供体制の継続にご尽力い

ただいている地域の基幹病院である諏訪赤十字病院に対して支援を行います。 

 

（10）新型コロナウイルスワクチン接種事業 

・接種体制確保（6,097 万円）（ワクチン接種対策室）【Ｒ３.２月臨時会可決（Ｒ２補正第 10 号）】 

≪Ｒ３年度一部繰越実施≫  

感染症に対処するため、速やかに接種が可能となるよう、ワクチンの接種体制を整えます。 

・接種実施（2 億 2,634 万円）（ワクチン接種対策室）【Ｒ３.３月定例会可決（Ｒ２補正第 11 号）】 

≪Ｒ３年度繰越実施≫ 

 ワクチンが供給され次第、医療従事者や高齢者等の優先接種者から順次接種を進めます。 

 

（11）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用 

  感染拡大の防止及び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を通じた地方創生に資

する事業の実施に要する費用に活用します。 

 

 

 

 

 


