
Ⅰ 令和２年度一般会計第７回補正予算（１２月補正予算①）案に計上する事業

国県補助金
地方創生

臨時交付金 その他

1 771,580 278,000 493,580

2 13,820 13,820

785,400 0 291,820 493,580

Ⅱ 令和２年度一般会計第８回補正予算（１２月補正予算②）案に計上する事業

国県補助金
地方創生

臨時交付金 その他

3 175,144 175,144

4 5,693 5,693

5 3,215 3,215

6 2,519 2,519

7 13,030 13,030

8 4,620 3,464 1,156

9 3,000 3,000

10 405 405

11 5,932 5,932

12 100 100

213,658 3,464 195,908 14,286

Ⅲ

国県補助金
地方創生

臨時交付金 その他

13 370 370

370 370 0 0

福祉相談課(国)住宅確保給付金予算の増額

計

文化交流課
新宿区へ伊那産アルストロメリア贈呈
（花き農家支援）

コロナウイルス対策寄附金の基金積立 財政課

高速バス運行業者への支援 商工振興課

国補助金等が対象外の農家への支援 農政課

　　　◎伊那市 新型コロナウイルス感染症対策予算　（第７弾）

№ 事業費
財源

　予算規模：９億９，９４３万円　.

　コロナ対策第５弾の「プレミアム商品券事業」で抽選に外れた方々を対象にしたプレミアム商品券の追
加発行や、同じく第２弾で実施した「ひとり親家庭の子どもに対する支援」を再度実施するほか、安心し
て公共施設をご利用いただくための施設整備など、これまで実施してきたコロナ対策を補完するための
施策を予算化します。

（単位：千円）

事業名 主管課

プレミアム商品券の追加発行、ひとり親家庭の子ども
　　　 再支援、公共施設のコロナ対策等を実施します

№ 事業名 事業費
財源

主管課

（単位：千円）

特別経営安定化資金への利子補給

（単位：千円）

プレミアム商品券の追加発行 商工振興課

計

伊那図書館の空調設備等改修 生涯学習課

小中学校へ微酸性電解水生成装置設置 学校教育課

商工振興課

ひとり親家庭の子ども支援を再度実施 子育て支援課

緊急避難場所への温度管理用機器の購入

計

№ 事業名 事業費
財源

主管課

小中学校の先生が使うパソコンの整備 学校教育課

スポーツ課

令和２年度国保直診特別会計第１回補正予算（１２月補正予算）案に計上する事業

(県)直営診療所 空気清浄機等の購入 健康推進課

商品券売払収入

寄附金

一般財源

一般財源
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№ 1

（事業概要）

771,580 千円 市単独事業 主管 商工振興課

№ 2

（事業概要）

13,820 千円 市単独事業 主管 子育て支援課

№ 3

（事業概要）

175,144 千円 市単独事業 主管 生涯学習課

プレミアム商品券を追加発行します

　コロナウイルス対策第５弾のプレミアム商品券（いな・ほっと券）事業について、更なる地域経済
活性化のため、商品券を追加発行します。

対象者：現在実施中のプレミアム商品券の購入を申し込み、抽選により外れた方

額面、プレミアム率、利用可能店舗、利用可能期限などは同じです。

購入可能冊数 ：応募時に希望した冊数（ただし、５冊を上限とします）

　※対象者には、別途引換券を郵送します。

歳出予算額 区分

補助額：子ども1人あたり２万円（人数は見込み）

　　就学前 １１７人、小中学生 ３９０人、高校生 １８０人　　合計６８７人

　　支給日等：令和２年１２月２４日（木曜日）に口座振込の予定

歳出予算額 区分

伊那図書館の空調設備等を改修します

・空調設備等改修工事実施設計監理委託　１５，９２２千円

・空調設備等改修工事　　　　　　　　　　　　１５９，２２２千円

歳出予算額 区分

ひとり親家庭の子ども支援を再度実施します

　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、効果的な室内の空気コントロールや換気を行
うため、伊那図書館の空調設備を改修するとともに、利用者が特定の場所に集中しないように、
照明設備を改修します。

　コロナウイルス対策第２弾で実施した、児童扶養手当を受給している「ひとり親家庭」に対す
る、扶養する子どもの人数に応じた支援を、再度実施します。

対象者：児童扶養手当を受給しているひとり親家庭
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№ 4

（事業概要）

5,693 千円 市単独事業 主管 学校教育課

№ 5

（事業概要）

3,215 千円 市単独事業 主管 スポーツ課

№ 6

（事業概要）

2,519 千円 市単独事業 主管 学校教育課

　災害時に緊急避難場所となる体育施設に、３密状態を避けるため、ジェットヒーター及びスポッ
トクーラーを設置します。

歳出予算額

歳出予算額 区分

小中学校の先生が使うパソコンを整備します

ノートパソコン　１５台

　コロナ対策予算第２弾で実施した小中学校タブレット端末１人１台整備に伴い、教材を効果的
に活用する必要がある教職員のパソコンのうち、必要なスペック等を満たしていないパソコンを
更新します。

区分

緊急避難場所となる体育施設等への温度管理用機器の購入

歳出予算額 区分

小中学校へ微酸性電解水生成装置を設置します

　新型コロナウイルスの除菌・消毒に効果がある微酸性電解水の生成装置を購入し、市内の小
中学校に設置します。

ジェットヒーター　： エレコム・ロジテックアリーナ（市民体育館）４台、サンビレッジ体
育館１台、武道館１台　計６台

スポットクーラー　： エレコム・ロジテックアリーナ（市民体育館）４台、サンビレッジ体
育館１台、高遠スポーツ公園文化体育館１台　計６台

微酸性電解水生成装置　３４５千円　×１．１ × １５校 ≒ ５，６９３千円

設置場所：小中学校の給食調理場　等

設置する学校：小学校１０校、中学校５校 （他校と給食の共同調理を行う学校は除く）

　手良小１、春富中１

　伊那北小１、東春近小３、西春近北小１、伊那中２

　東部中２、西箕輪中２、春富中２、高遠中２

デスクトップパソコン　２台
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№ 7

（事業概要）

13,030 千円 市単独事業 主管 商工振興課

№ 8

（事業概要）

千円

千円

千円

4,620 千円 国庫補助事業 主管 福祉相談課

№ 9

（事業概要）

3,000 千円 市単独事業 主管 農政課

特別経営安定化資金の利子補給を行います

区分

区分

歳出予算額

　　　　　　　　　 した月があること　など

歳出予算額

その他の条件：令和２年１月以降、前年同月比で農業収入が３０％以上５０％未満減少

(国)住宅確保給付金の予算を増額します

区分

支給額：１農業者あたり１０万円（定額）

　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い市の制度資金（特別経営安定化基金）を借り入れた中
小企業者に対して、借入金の利子を補助します。

　借入件数（確定分）         ：　１５９件　利子補給額 １２，６９８千円

　　　 〃　　（今後見込み分）：  　１０件　利子補給額     　３３２千円

　離職や休業により収入が減少し、収入基準に当てはまるなど、一定の要件を満たした方に対
して家賃の一部を補助します。新型コロナ対策第２弾（６月補正予算）で予算額を増額していま
したが、今後の利用者数の増加を見込み、さらに増額します。

・当初予算計上額 ５００

・６月補正予算計上額

歳出予算額

国の補助金等の対象外となっている農家へ支援を行います

　国の「持続化給付金」「経営継続補助金」「高収益作物次期作支援交付金」「ナラシ対策、ゲタ
対策」及び市の「農産物加工組合経営支援補助金」「中小規模事業者支援金」のいずれにも該
当しなかった、中小法人または個人の農業者を支援します。

３，６９５

・今回計上額 ４，６２０
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№ 10

（事業概要）

405 千円 市単独事業 主管 文化交流課

№ 11

（事業概要）

5,932 千円 市単独事業 主管 商工振興課

№ 12

（事業概要）

100 千円 市単独事業 主管 財政課

区分

※今回の寄附により、「新型コロナウイルス対策応援基金」は６，４２９千円になります。

区分

コロナ対策寄附金を基金に積み立てます

高速バス運行業者に対してコロナ感染対策経費を支援します

歳出予算額 区分

対象事業者：上伊那に本社、支社等がある、上伊那発着高速バスの運行業者　２社

　上伊那広域連合が実施する、高速バス運行業者が行う新型コロナウイルス感染症対策への支
援を、上伊那の市町村が按分して負担します。

対象経費：座席仕切り板、空間清浄機、ゴーグル、フェイスシールドの設置・購入など

　　花き農家への支援として、新宿区の小中学校へ伊那産アルストロメリアの花束を贈呈します。

　新型コロナウイルス対策用としていただいた寄附金を「新型コロナウイルス対策応援基金」に積
み立てます。

寄附金額　：　１００千円

　 今後の新型コロナウイルス対策のために、活用させていただきます。

花き農家支援として、新宿区へ伊那産アルストロメリアを贈ります

　※上伊那広域連合の支出総額 １８，０００千円のうち、伊那市は５，９３２千円を負担

　　　　　　（管内配置車両１台あたり１，０００千円を上限に支援）

歳出予算額

歳出予算額

数　 量：　４，０００本（予定）

贈呈品：　アルストロメリア
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№ 13

（事業概要）

370 千円 県補助事業 主管 健康推進課

　　　　　　　　　　 伊那市国保美和診療所　４台　　　　計６台

（県）国保直営診療所に空気清浄機等を購入します

　県の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金を活用して、長藤診療所、美和診
療所に空気清浄機を購入します。（国民健康保険直営診療所会計）

歳出予算額 区分

購入する機器 ： 加湿空気清浄機

購入する台数 ： 伊那市国保長藤診療所　２台
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