
（金額単位：千円）

地方創生
臨時交付
金充当額

その他補
助金等充
当額

一般財源

 206,784  206,784  200,246  -  6,538

1
商店街活性化イベン
ト補助事業

①感染症拡大を機に低迷する商店等が、アフターコロナ・ウィ
ズコロナに対応したイベント開催を実施することで、今後もま
ちの賑わいを生む商店街等の意欲を向上させ、まちの賑わいを
創出する。
②商店街等が主催するイベント開催に必要な広告費や備品借用
等経費の補助

商工課 1,814 1,814 1,720 94 
事業を実施した商店等に対する補助
1,814千円（4者）

感染症によるイベント中止ではなく、対応した
イベント開催を後押しすることで、途切れない
まちの賑わい創出につながった。

2 展示会出展補助事業

①感染症拡大を機に停滞していた営業活動を活性化させ、主要
産業である製造業を中心に受注拡大を実現させ、地域内経済循
環活性化を図る。
②展示会への出展に必要な小間代（オンライン出展含）に対す
る補助

商工課 4,939 4,939 4,681 258 
事業を実施した企業に対する補助
4,939千円（13者）

コロナ禍においても販路拡大を狙った積極的な
営業活動の継続支援を実現した。

3
職場環境整備促進事
業補助

①職場における感染対策と同時に、WEBを活用した営業活動、
採用活動等、企業におけるDXを推進に対応した営業体制強化を
図る。
②事業所における感染対策及びオンライン営業対応に必要な機
器導入等に対する補助

商工課 400 400 394 6 
職場環境を整備した企業に対する補助
400千円（4者）

事業者が新たな日常を取り入れていく機会を創
出し、営業力の強化や効率化を実現した。

4
新技術新製品開発事
業補助

①アフターコロナ・ウィズコロナにおける受注拡大を視野に新
たな挑戦をする企業を支援し、時代に沿った分野への進出を実
現することで、市内主要産業である工業の持続的発展を図る。
②新技術新製品開発に必要な機器導入や外注加工費、材料購入
等にかかる経費に対する補助

商工課 4,000 4,000 3,792 208 
審査会にて採択された開発者に対する補助
4,000千円（5者）

感染症の影響を受ける中でも、将来を見据えた
積極的な挑戦をする意欲を持つ企業を後押し
し、更なる経済発展につながる取組となった。

5
新技術新製品開発事
業補助

①アフターコロナ・ウィズコロナにおける受注拡大を視野に新
たな挑戦をする企業を支援し、時代に沿った分野への進出を実
現することで、市内主要産業である工業の持続的発展を図る。
②新技術新製品開発に必要な機器導入や外注加工費、材料購入
等にかかる経費に対する補助

商工課 8,000 8,000 7,584 416 
審査会にて採択された開発者に対する補助
8,000千円（8者）

感染症の影響を受ける中でも、将来を見据えた
積極的な挑戦をする意欲を持つ企業を後押し
し、更なる経済発展につながる取組となった。

6
事業所リフォーム補
助事業

①事業所について新型コロナウイルス感染症に対応した改装を
行うことで、安心安全かつ新たな日常に対応した事業継続を実
現する。
②中小企業等の事務所等の安全安心対策又は新たな日常に対応
するためのリフォーム等にかかる費用の補助

商工課 8,973 8,973 8,833 140 
事業者の実施したリフォーム経費に対する補
助
8,973千円（108者）

事業者が新たな日常を取り入れていく機会を創
出し、営業力の強化や効率化を実現した。

7
ワーケーション推進
事業

①コロナ禍を契機に注目されているワーケーションについて、
市内での展開可能性に対する調査等を実施し、実現可能性等を
探る。
②ニーズ調査、モニターツアー実施、分析に係る業務委託料

産業連携推
進室

5,984 5,984 5,673 311 
モニターツアー等ワーケーション事業委託
5,984千円

当市におけるワーケーションの可能性を首都圏
事業者の利用から探る機会となり、新たな観光
や仕事の形を諏訪市で実現していくための土台
となる事業となった。

8
新型コロナウイルス
拡大防止協力店舗等
関連事業者支援金

①感染症拡大に伴い時短営業要請に応じた店舗と直接取引をし
ている事業者に対し支援金を給付し、事業継続を支援する。
②関連事業者に対する支援金

商工課 11,800 11,800 11,617 183 
関連する事業者に対する支援金
11,800千円（延65者）

飲食店への卸売業等、飲食店の営業による影響
を大きく受ける事業者を支援することができ
た。

9 人材採用推進事業

①新型コロナウイルス感染症の影響により、以前と同様の対面
PRが困難な状況下においても、WEB媒体等を活用し積極的な採
用活動をする企業を支援し優秀な人材を確保することで、持続
的な競争力強化を図る。
②新卒採用推進事業（企業の新卒採用に関わる動画のWEBを活
用したＣＭ、感染対策を実施した就職説明会開催及び企業を対
象とした採用セミナー）に対する負担金

商工課 2,000 2,000 1,896 104 
オンライン広告等諏訪市労務対策協議会が実
施する事業に対する負担金
2,000千円

従来の形での採用活動が困難な状況下におい
て、オンライン広告等新たな手法を取り入れて
いく機会を生み出した。
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10
飲食店等に対する
PCR検査事業

①市内飲食店に勤務し希望する者に対してPCR検査を実施しす
ることで、感染拡大を防止すると共に、感染対策意識の啓発を
行う。
②PCR検査場へ設置するテント等の借上料

商工課 212 212 201 11 
店舗向け集団ＰＣＲ検査会場のテント等の借
用費用
212千円

市内店舗従業員が集団でＰＣＲ検査を受けるこ
とで、安心した店舗運営をしていることのＰＲ
につながった。

11
新型コロナウイルス
ワクチン接種加速化
事業

①接種会場への移動にタクシーを使わざるを得ない諏訪市民に
対してクーポンを発行することで、ワクチン接種意欲を向上さ
せ、接種ペースを加速させる。なお、この経費はワクチン接種
に関連する厚労省の補助対象外のものとなる。
②ワクチン接種会場への移動用タクシー利用料（タクシークー
ポンを発行し、使用した分を後日タクシー会社と市の間で精
算）

新型コロナ
ウイルスワ
クチン接種
対策室

2,327 2,327 2,205 122 
高齢者がワクチン接種時に利用するタクシー
代に対する助成
2,327千円（3,635名分）

ワクチン接種意欲を向上させることで、市民の
ワクチン接種を促し、感染リスクや重症化リス
クの低減に寄与した。

12
修学旅行中止に対す
る家庭負担軽減事業

①時期や目的地を変更せざるを得なくなり発生した中学校の修
学旅行キャンセル料について、子育て家庭への追加負担を発生
させないよう、市がキャンセル料を負担し旅行会社に支払う。
②旅行事業者に支払う修学旅行のキャンセル料

教育総務課 1,147 1,147 1,086 61 
修学旅行のキャンセル料相当分に対する補助
1,147千円（4校分）

中止となった修学旅行に対するキャンセル料等
を市において負担することにより、家庭に対す
る金銭面での負担の軽減及び精神的面でのケア
にもつながった。

13
宿泊施設観光誘客支
援事業

①市内宿泊施設利用者に対してキャッシュバック補助を実施す
ることで、利用の低迷した宿泊施設の誘客を支援し、観光を中
心とする経済活性化を図る。
②割引分の負担金及び事務委託料

観光課 63,808 63,808 60,488 3,320 
割引金額に対する負担金57,808千円
（19,247泊分）
事業事務委託6,000千円

感染症の影響により利用の低迷した宿泊を伴う
観光誘客を実現。また、地域住民が地域を観光
する機会も生み出した。

14
修学旅行等誘致支援
事業

①修学旅行時に諏訪湖の汽船貸切に必要な費用を補助すること
で、旅行目的地として諏訪市を選定頂き、観光誘客を支援。経
済活性化を図る。
②割引事業にかかる負担金

観光課 1,250 1,250 1,044 206 割引事業に対する負担金1,250千円
修学旅行の行き先を変更するにあたり諏訪市を
選択する機会を生み出した。

15
保育現場における感
染対策強化事業

①感染対策として、手洗いなどの手指衛生といった基本的な感
染対策を、より安全な手法で実施するために、施設蛇口につい
て非接触型蛇口にし、一部便器の洋式化を行うとともに、遊具
の消毒器を設置する。
②市内公立保育園の手洗い場の蛇口改修費

こども課 7,315 7,315 7,201 114 
手洗自動水栓化工事（5,896千円）
便器洋式化工事（973千円）
遊具の除菌噴霧器購入（447千円）

保育現場においての感染対策を実施すること
で、感染リスクの低減と、安心できる保育環境
の提供につながった。

16
教育現場における感
染対策強化事業

①感染対策として、手洗いなどの手指衛生といった基本的な感
染対策を、より安全な手法で実施するために、施設蛇口につい
て非接触型蛇口に改修する。

教育総務課 7,370 7,370 7,256 114 手洗自動水栓化工事7,370千円（171ヶ所）
教育現場における感染対策を徹底し、感染リス
クの低減と、安心安全な教育環境の提供につな
がった。

17
行政情報のデジタル
化による感染対策強
化事業

①公開可能な情報やデジタル化可能な情報について、庁内端末
やWEB上で確認できる体制を整備することで、市民等の来庁機
会の減少や、職員のテレワークを推進につなげ、接触機会や不
要不急な外出を避けるとともに、新時代の行政サービス提供体
制を整える。
②統合型・公開型GISの整備導入費用

企画政策課 22,000 22,000 21,659 341 
統合型・公開型ＧＩＳ導入委託料
22,000千円

行政事務のスマート化を促進することで、新た
な日常に対応した行政サービス提供を実現。今
後の取組の土台となった。

18
公共交通運行事業者
に対する運行維持支
援事業

①感染対策による経費増加や外出自粛による利用減少の影響を
受けている市内循環バス運行事業者に対して支援をすること
で、公共交通の持続的運行を維持する。
②市内循環バス運行事業者に対する支援金

地域戦略・
男女共同参

画課
1,426 1,426 1,404 22 

運行事業者に対する補助金
1,426千円（1者）

運行事業者の感染対策や増加する支出に対して
支援をすることとなり、継続運行を後押しし
た。
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19
グループ販売促進イ
ベント補助事業

①複数団体や複数社合同でのスケールメリットを生かした販売
促進活動に対して補助をすることで、低迷した経済状況を脱す
るための営業活動やイベント開催を推進する。
②グループ販売活動補助実施の負担金

商工課 746 746 707 39 事業に対する負担金746千円
諏訪商工会議所と連携し、各種団体の取組を支
援。コロナ禍における賑わいを創出した。

20
感染症拡大防止協力
店舗等事業者支援事
業

①新型コロナウイルス感染症の影響により経営上の影響を受け
た中小企業者等に対して支援金を給付し、事業継続を支える。
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者等への
支援金

商工課 28,900 28,900 28,451 449 事業者への支援金28,900千円（289者）
継続した現金給付により、感染症の影響を大き
く受ける事業者を支援することができた。

21
新型コロナウイルス
感染症に対する経済
対策体制拡充事業

①本交付金等を活用し市内経済対策を実施するにあたり、受付
事務処理等を実施する専任人員を設置することで、増加する事
務に対応し、事業者等に対して迅速な対応を実現させる。
②感染症に対する経済対策に従事する会計年度任用職員の人件
費

商工課 373 373 354 19 
感染症に対する経済対策従事者の人件費
373千円

各種経済対策窓口を設置することで、早急かつ
円滑な事業者支援を実現した。

22
コロナ対応制度資金
（利子補給）※

①コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた事業者の運転資金
等の確保を支援することで、継続的な事業実施を支援する。
②制度資金に対する利子補給

商工課 15,850 15,850 15,850 - 
制度資金用基金への積立
15,850千円

コロナ禍において影響を受けた企業の運転資金
確保を円滑にすることで、事業継続の支援が実
現した。

23
コロナ対応制度資金
（利子補給）※

①コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた事業者の運転資金
等の確保を支援することで、継続的な事業実施を支援する。
②制度資金に対する利子補給

商工課 6,150 6,150 6,150 - 
制度資金用基金への積立
6,150千円

コロナ禍において影響を受けた企業の運転資金
確保を円滑にすることで、事業継続の支援が実
現した。

※予算配分の都合により2事業に分割している


