別紙①

本市の対応状況について
市内の情報収集・分析について
➢ 様々な業種の市内30事業所の定点調査（今年度週調査15回、隔週調査9回実施）を実施する
とともに、上期・下期の景気動向調査のほか、適宜、各店舗・事業所のスポット調査、ハ
ローワークや商工団体・金融機関等へのヒアリングなどを継続し、市内経済の情報収集を
行っている。
➢ 農林畜産関係では、ほうれんそう、トマト等の主要な農産物の出荷量や販売価格の動向を
注視するとともに、枝肉相場価格の動向も確認し、適宜、市内の事業者等に聞き取って情
報を収集している。
➢ その他、市民個々人の困り事などは、生活相談、総合相談窓口、ホームページ等で情報収
集し、その内容を含めて把握している。
➢ こうした情報を統合して、毎週水曜日に実施している「新型コロナウイルス対策本部
（10/21時点78回）
」において市役所全体で情報共有し、可能なものはその場で対策を決定
するとともに、詳細な分析が必要なものについては、後日市長協議等により対策検討し、
遅くとも翌週までに対策を実施している。

本市の対策・支援について
「独自の徹底した感染防止対策」を図りつつ、
「経済を平常時に戻す取り組み」を進
めることを市の方針として、以下の対策・支援を実施している。

Ⅰ

感染症の予防・拡大の防止対策

〇 共通の対応

【人と人との距離の確保、マスク着用、手洗い」「３密回避」「体調管理」】

〇 市内イベント 【人数上限及びイベントの類型によって収容率に制限あり】
〇 コロナ禍における災害時の対応 【①垂直避難 ②マスク等の携行 ③避難者カード準備】
〇 マスク（10 万枚）
・消毒用アルコール（約 300ℓ/月）の備蓄
〇 市有施設の感染防止対策の強化【対応中】
〇 地区有集会施設等の感染防止対策支援制度 【申請 61 件】
〇 新型コロナウイルス感染対策の普及啓発の徹底【対応中】
〇 誹謗・中傷等に対する取り組み【相談 1 件】
〇 インフルエンザ予防接種費用の拡大【10/1～予防接種開始】
（対応済）
・岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 【対応済】
・市内事業者との連携による建物消毒体制の強化 【対応済】
・飛騨市役所フリーアドレス化による３密対策の強化 【対応済】
・飛騨地域医療支援プロジェクト（寄附金募集終了） 【560 件、28,001 千円】
・市内医療機関への支援【医師会 200 万円、歯科医師会 50 万円】
・介護施設等の相互応援体制構築とその支援【9/28 市内 4 社会福祉法人と相互応援協定】
・医療機関及び介護事業所の職員の危険勤務時の宿泊施設の提供支援
【9/28 市内 2 宿泊施設と協定】
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Ⅱ

新型コロナに負けずに頑張る市民への支援

（１）急激な市民生活の変化に対する支援
〇 子育て世代への臨時特別給付金（国事業）への対応

【2,593 名、25,930 千円（97.5%）】

〇 新型コロナウイルス感染症傷病手当金 【相談 0 件、実績 0 件】
〇 飛騨市新型コロナウイルス感染症総合相談窓口 【相談 434 件】
〇 “返済免除付き”生活支援資金貸付

【54 件、1,575 万円】

〇 住宅確保給付金（国制度）への対応

【10 件】

〇 市税等の納付猶予要件の緩和及び減免
【猶予：市税 34 件、国民健康保険 4 件、介護保険 0 件、水道料 3 件、下水道料 3 件、
市営住宅使用料 0 件、情報施設 3 件】
【減免：国民健康保険 17 件、後期高齢者医療保険 1 件、介護保険 8 件】
〇 ひとり親世帯臨時特別給付金（国事業）への対応【基本給付 112 件、追加給付申請 33 件】
（対応済）
・特別定額給付金（国事業）への対応（終了） 【8,931 件（99.7%） 2,357,500 千円（99.8%）】
・市外で学ぶ学生応援！飛騨のうまいもんお届け大作戦（終了） 【342 件】
（２）学校休業に伴う児童生徒等への支援
（対応済）
・小中学校の臨時休業に係る家庭学習・生活支援 DVD の作成 【1600 枚配布済】
・子どもの居場所づくり事業の拡充（終了） 【1,938 食】
・高校休校に伴う市営バス通学定期券の減免 【5 人返還】
（３）離職・休業等に対応する緊急雇用対策
〇 市の直接雇用による緊急雇用創出
〇 飛騨市雇用調整支援金

【採用 10 名】

【1 件】

（対応済）
・みんなで仕事づくり応援パッケージ（終了） 【20 件、31 名雇用】

Ⅲ

急激な経済環境の変化に対応した市内経済の維持

（１）市内需要喚起による事業者への支援
〇 飛騨市史上最大級の”飛騨市プレミアム商品券”の発行
【販売 62,784 冊、612,584 千円、市場価格 741,552 千円、換金 612,186 千円】
〇 飛騨市まるごと職員食堂キャンペーン【実施中】
〇 コロナと共に生きる地域活動支援補助金 【12 件】
〇 「飛騨市あんしんバス旅」応援事業【バス支援 21 件、926 千円

旅行企画 1 件、20 千円】

〇 徹底した感染防止対策を実施した市内店舗等による販売促進等の支援【対応中】
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（対応済）
・金融機関と連携した”飛騨市プレミアム電子地域通貨”の実施（終了）
【チャージ 181,984 千円、付与ポイント 47,303,360】
・緊急経済対策住宅リフォーム補助（終了） 【825 件、181,209 千円】
・飛騨市宿泊事業者緊急対策事業(終了) 【625 人泊、2,952 千円】
・飛騨市プレミアム食事券(終了) 【5,379 冊、26,745 千円】
・飛騨市“あんしんの宿”応援事業（終了）
【177 件、16,350 人宿泊、48,009 千円（10/19 現在）】
・飛騨市の地域公共交通の崩壊を止めるための緊急アピール【8/19 実施済】

（２）事業者等への強力な資金繰りの支援
〇 畜産・酪農農家向け利子補給制度

【7 件】

〇 飛騨市コロナウイルス対策特別融資

【71 件】

〇 「返済ゆったり資金」に対する利子補給 【0 件】
〇 「新型コロナウイルス感染症対策資金」「危機関連対応資金」保証料補給
〇 飛騨市中小企業経営安定資金融資

【3 件】

【7 件】

〇 社会保険労務士への相談支援体制の整備 【相談会 4 件/補助制度 5 件】
（３）不屈の精神で立ち上がる事業者への支援
〇 インターネット環境整備事業（補助額拡大） 【22 件】
〇 飛騨市新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対応販売促進事業支援（終了）

【114 件】

〇 飛騨市起業化促進補助制度（補助率拡大） 【16 件】
〇 飛騨市店舗リニューアル補助制度（補助率拡大）
〇 コロナ対策“安心安全宣言”事業者等応援事業

【19 件】
【188 件（70%）
】

〇 コロナと共に生きる事業者等のための３密回避対策支援

【222 件】

〇 安心安全コーディネーターによる感染防止対策の促進【ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ済 14 件、交付決定 61 件】
（対応済）
・バス・タクシーなど需要回復が見込めない業種への支援（終了） 【3 件】
・ステイホーム支援サービス緊急推進補助（終了） 【48 件】
（４）インターネット等を活用した販売促進
（対応済）
・飛騨牛を食べよう！贈ろう！キャンペーン（終了）
【6 月売上

2248 万円（前年 116%）
、7 月売上 2005 万円（前年 101%）
】

・おうちで飛騨市満喫キャンペーン（終了）
【参加：26 事業者、14,554 件（前年同月比 7.2 倍）、6,304 万円（前年同月比 4.5 倍）】
・飛騨市に来られないご家族・ご友人に飛騨から愛を贈ろうキャンペーン（終了）

【227 件、1,102 千円】
・飛騨市物産展 on Ｗeb キャンペーン（終了） 【460 人、2,387,180 円】
・
「飛騨市の酪農家を守ろう」キャンペーン（終了） 【対応済】
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