
 

 
 
 

新型コロナウイルス感染症 
緊 急 経 済 対 策 事 業 一 覧 表 

 

（令和４年３月２２日現在） 
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※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を予定し、国へ実施計画を提出している事業には着色しています。 



                        

（単位：千円） 

新型コロナウイルス感染症対策事業 金額 
① 世帯や個人対象 ３，１９１，０９１ 

② 中小・小規模事業者等対象 ２４０，５９８ 

③ その他 ４４１，６７６ 

計 ３，８７３，３６５ 

財
源
内
訳 

国庫補助金 ２，５２７，００８ 

県補助金 ３０２，０４２ 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 ６２２，２５８ 

地域振興基金繰入金 １０９，８６１ 

新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 ９７，３２７ 

市債 １３１，８００ 

一般財源等 ８３，０６９ 
 



●新型コロナウイルス感染症対策事業（①世帯や個人対象）

所管 事業名等 内容等 区分 予算
予算額

（単位：千円） 対応
企画調
整課

学生応援ふるさと便事業 市出身の学生等を持つ保護者に、地元特産品と地
域限定商品券を提供し、学生とその保護者の生活
を支援
　・対象者見込み 1,000人（R2実績　807人）
　・地元産品        5,000円相当（R2　3,000円相当）
　・地域限定商品券  5,000円（新規）
　・実施時期　　　　 　7月、11月の２回
　　　　　　　　　　　　⇒実績見込22,171千円

給付 4月専決
3月補正

22,171 市単独
（臨交9,275、
コロナ基金
12,896）

福祉課 新型コロナウイルス対策生活応
援事業

住民税非課税世帯の世帯員と児童手当受給世帯の
児童を対象に、１人につき１万円分の地域限定商品
券を進呈
　対象見込数　19,698人×70％＝13,788.6人
　地域限定商品券　＠10,000円×13,788.6枚
　・事業費　137,886千円
　・事務費  　22,696千円

4月専決 160,582 県10/10

対象見込数及び申請率の精査による追加
　対象見込数　18,459人×90％＝16,613人
　地域限定商品券　＠10,000円×（16,613枚-
13,788.6枚）＝　28,244千円
　・事業費　28,244千円

12月補
正

28,244 県10/10

新型コロナウイルス感染症生活
困窮者自立支援金支給事業

社会福祉協議会の緊急小口資金及び総合支援金
特例貸付を利用できない生活困窮世帯に対して、
自立支援につなげるための支援金を支給する。
　6世帯（見込み）　支給平均単価71,700円/月
　7～9月分を支給
　・支援金　754千円
　・事務費　　 9千円

9月補正 763 国10/10
3,068
市単独
1

　12月以降分を支給
　・支援金　2,306千円

12月補
正

266

3月補正 2,040

灯油購入費緊急助成事業 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた低所得者
に対し、灯油価格の高騰によって生じる更なる経済
的負担の軽減を目的として、灯油購入費の一部を
助成する。
　・住民税非課税世帯（9,500世帯×5千円×90%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,750千円
　・事務費　　　　 　　　　　　　　　2,774千円

12月追
加
3月追加

45,524 県
21,375
市単独
（臨交16,338、
コロナ基金
7,811）

子育て世帯等臨時特別支援事
業（住民税非課税世帯等に対す
る臨時特別給付金）

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中
で、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・
暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯
等に対して、
１世帯当たり10万円をプッシュ型で給付する。
　・臨時特別給付金（国10/10）　　1,110,000千円
　　（住民税非課税世帯　10,000世帯×10万円）
　　（家計急変世帯　        1,100世帯×10万円）
　・その他事務費（国10/10）　　　　　 13,168千円
　※住民税非課税世帯
　　　2月14日～振込開始。（毎週月曜日振込）
　※家計急変世帯
　　　2月14日～申請受付開始。（期限9/30）

1月専決 1,123,168 国10/10

子ども
課

子育て世帯生活支援特別給付
金事業（ひとり親世帯分）

児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等に対
し、児童１人につき５万円を給付する。
　・補助金（50千円×1,075人）　53,750千円
　・事務費　　　　　　　　　　　　　　　 821千円

4月専決 54,571 国10/10
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所管 事業名等 内容等 区分 予算
予算額

（単位：千円） 対応
子ども
課

子育て世帯生活支援特別給付
金事業（ひとり親世帯以外分）

住民税非課税の子育て世帯に対し、児童１人につき
５万円を給付する。
　・補助金（50千円×326人）　   16,300千円
　・事務費　　　　　　　　　　　 　    3,754千円

給付 6月追加
3月補正

20,054 国10/10

子育て世帯等臨時特別支援事
業（子育て世帯への臨時特別給
付）

12月追
加

439,876 国10/10
847,770
市単独
（臨交22,000、
コロナ基金
9,322）

12月専
決

439,216

健康課 新型コロナウイルスワクチン接
種事業

新型コロナウイルスワクチン接種事業の実施経費
等。
①集団接種（総合病院、ニプロハチ公ドーム）
②個別接種（医療機関）
③巡回接種（入所施設等）
令和2年度から令和3年度への繰越　157,298千円
令和3年度                                   208,163千円
                                                  365,461千円

予防 4月専決 208,163 国10/10

新型コロナウイルスワクチン接種事業の実施経費等
の追加。
①集団接種（総合病院（90歳以上高齢者）、
　　　　　　　　ニプロハチ公ドーム（その他））
②個別接種（医療機関）
③巡回接種（入所施設等）
接種率を人口の約80％と見込む。（追加前65％）

9月補正 101,036 国10/10

新型コロナウイルスワクチン接種事業（３回目接種）
を行うための実施経費等を追加。
①医療従事者（総合病院 12月1千人、3月1.5千人）
②入所施設等（施設巡回 3月～5月 1千人ずつ）
③一般・高齢者（集団接種 4月～ﾄﾞ-ﾑ6回　48千人）
④一般・高齢者（個別接種　医療機関 7月1.5千人）
接種率を2回目接種済人口58千人の95％と見込
む。
（55千人）

12月補
正

145,238 国10/10

新型コロナウイルスワクチン接種事業（３回目接種）
の前倒しにより実施経費等を追加。

3月追加 9,061 国10/10

保険課 傷病手当金（被用者・事業主等） 国保加入者のうち事業主等が感染した場合等に傷
病手当金を支給する。
　(対象見込：被用者（国）5人、事業主等（単独）5人）

助成 当初 734 国10/10
367
市単独
367

18歳以下の子供を養育する子育て世帯に対して、
子供１人につき10万円を給付する。市単独事業とし
て、国事業の支給対象外世帯（年収960万円以上）
へも区別なく幅広な支援を行う。
（子ども1人あたり12月追加で50千円、12月専決で50
千円を予算措置）
　・給付金（国10/10） 　　  　841,800千円
　　（児童手当支給対象 　対象子供数8,418人）
　・給付金（市単独分）　　　　 31,100千円
　　（児童手当支給対象外　対象子供数311人）
　・事務費（国10/10）　 　　　　 5,970千円
　・事務費（市単独分）　    　　  　222千円
　　　　　　　　　　　　　　 　　　879,092千円
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所管 事業名等 内容等 区分 予算
予算額

（単位：千円） 対応
商工課 プレミアム付商品券発行事業 13千円分（1セット）を10千円で発行

1枚1千円券（1回目：申込5/1-25、販売6/11-20）
6枚：一般券、5枚：共通券、2枚使途限定券
上限1世帯10セット　7.5万セット発行
　・プレミアム分　3千円×7.5万セット=225,000千円
　・発行業務等委託料                      14,874千円
　・事務費                                        2,197千円

助成 4月専決 242,071 市単独
（臨交
311,000、地域
振興基金
1,538）

13千円分（1セット）を10千円で発行
1枚1千円券（2回目：申込10/1-15、販売10/27-31）
6枚：一般券、5枚：共通券、2枚使途限定券
上限1世帯10セット　5.0万セット発行
　（2回目21,940セット+1回目残セット）
　・プレミアム分 3千円×21,940セット=65,820千円
　・発行業務等委託料                       3,973千円
　・事務費                                          674千円

9月追加
3月補正

70,467

観光課 泊まってとくとく宿泊事業 市内の宿泊施設を利用する方に、1回の利用につき
2,000円相当の地域限定商品券を贈呈し、市内の消
費喚起を図る。
　・地域限定商品券　　　　　　　　  　16,000千円
　・事業運営委託料                　　 　  480千円
  ・事務費（紙代、通信料、広告費）     740千円
※連泊分は１回とし、商品券有効期限は当月末迄

4月専決
3月補正

17,220 市単独
（臨交17,000、
コロナ基金
220）

特産品送料助成事業 対象に地元製造の酒類を加え、市内特産品（曲げ
わっぱ、きりたんぽ、比内地鶏等）の全国発送に係る
送料相当額分を助成
　・送料助成
　 1,000円（送料）×6か月×1,200件＝  7,200千円
　 1,000円（送料）×5か月×9,240件＝46,200千円
 ・事務費                                             192千円

4月専決 53,592 市単独
（臨交50,000、
コロナ基金
3,592）

都市計
画課

貸切バス利用促進事業費補助
金

貸切バスを利用する市民に対して助成を行い、貸切
バスの利用促進を図る。
・補助率　1/4
・限度額　1日1台あたり37,500円
　37,500円×23台×5回

4月専決 4,313 市単独
（臨交2,500、
コロナ基金
1,813）

教育総
務課

教育ローン利子補給事業 本人又はその子息等が大学等へ就学するため、教
育資金を借り入れ、在学中でかつ借入金の元金の
返済を開始している方を対象に利子補給金を交付
し、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて
いる家計を支援する。
・補助金6,000千円（100人分×年間上限60千円）
　⇒実績見込　2,500千円

4月専決
3月補正

2,500 市単独
（コロナ基金
2,500）

学校教
育課

小中学校修学旅行キャンセル料
等補助金

　新型コロナウイルス感染症の影響により、市内小中
学校が実施を予定していた修学旅行が中止になっ
た場合に発生するキャンセル料等について、相当額
を保護者へ助成する。
　キャンセル料
　小学校　0千円、中学校　221千円

6月補正
3月補正

221 市単独
（コロナ基金
221）

計 3,191,091
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●新型コロナウイルス感染症対策事業（②中小・小規模事業者等対象）

所管 事業名等 内容等 区分 予算
予算額

（単位：千円） 対応
林政課 木材需要拡大促進事業費補助

金
市内で伐採された木材の流通経費を支援
・木材ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ強靭化事業補助金

助成 当初
3月補正

15,770 市単独
（臨交15,000、
コロナ基金
770）

木材製品の販路回復・開拓のための新たな取組み
や高付加価値商品の開発への支援
・木材製品開発等支援事業費補助金

4月専決 4,000 市単独
（臨交7,000、
コロナ基金
1,000）

12月補正 4,000

商工課 事業継続力強化事業費補助金 新型コロナウイルス感染症の影響を克服し、事業を
継続するための新たな取組みに対する補助
・ＩＣＴ設備導入支援事業費補助金
　　　（補助率1/2、上限50万円）
　　50万円×10事業者＝ 5,000千円
　　　　　　　　⇒実績見込 0千円（4月専決へ集約）
・ＢＣＰ策定支援事業費補助金
　　　（補助率2/3、上限20万円）
　　20万円×  5事業者＝ 1,000千円
　　　　　　　　⇒実績見込 400千円

当初
3月補正

400 市単独
（臨交31,000、
コロナ基金
6,054）

・飲食店等広報応援
　　　（補助率4/5　上限額200千円）
　　　8,000千円　⇒実績見込　4,533千円
・新技術・新商品開発等支援
　　※売上が10％以上減少した者が対象
　　　（【法人】　　　　 補助率2/3　上限額500千円）
　　　（【個人事業主】補助率4/5　上限額300千円）
       16,000千円　⇒実績見込　5,975千円
・事業所等安全安心環境整備
　　　（【飲食】　　　　 補助率2/3　上限額150千円）
　　　（【非飲食】       補助率2/3　上限額100千円）
       20,000千円　⇒実績見込　11,999千円
・ＩＣＴ設備導入支援
　　　（補助率1/2・2/3・3/4　上限額100～500千円）
　　　10,000千円　⇒実績見込　7,790千円
・着付・美容・撮影支援事業費補助金
　　　（事業者割引分2/3を補助）
　　　5,000千円
      （事業費4,200千円、事務費800千円）
・事業者向けＰＣＲ検査支援事業費補助金
　　　（ＰＣＲ検査1回あたり1千円助成）
　　　950千円（事業費800千円、事務費150千円）
・事務費（新聞広告、チラシ印刷等）　 407千円

4月専決
3月補正

36,654

観光課 大館の食タクシー事業 タクシー及び飲食店の事業継続の下支えのため、タ
クシー事業者による飲食店のテイクアウト品配達
サービスを実施
　・タクシー手数料　25,428千円
　・事務費　　　  　　　1,920千円
1回300円（宅配料）、1,000円以上の注文から受付

4月専決 27,348 市単独
（臨交29,300、
コロナ基金
2,207）

実施期間を2月から3月まで延長するための経費を
追加
　・タクシー手数料　4,159千円

12月補
正

1,751

3月補正 2,408
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所管 事業名等 内容等 区分 予算
予算額

（単位：千円） 対応
都市計
画課

公共交通等維持支援事業費補
助金

利用者が大幅に減少しているバス事業者等の車両
維持に要する経費を支援
・貸切バス・高速バス・ﾘﾑｼﾞﾝﾊﾞｽ　　200千円／台
・タクシー等・運転代行　 50千円／台
　貸切バス　　　4社  21台　　4,200千円
　高速バス　　　1社  17台 　 3,400千円
　リムジンバス　1社　　2台　　　400千円
　タクシー等　   8社  71台   3,550千円
　運転代行  　　7社  31台 　1,550千円

助成 4月専決
3月補正

13,100 市単独
（臨交13,100）

高速バス利用促進事業費補助
金

本市のＰＲと観光振興につながる高速バスのラッピン
グを行う事業者に対して補助する。
・補助金　　　　660千円

4月専決
3月補正

660 市単独
（臨交660）

高速バスキャッシュレス化推
進事業費補助金

大館と盛岡との間の高速バス（みちのく号）の感染防
止対策と利便性向上を図るため、地域連携ＩＣカード
機器等の導入によるキャッシュレス化に要する費用
を国・県と協調して補助する。
・補助金　　　 4,650千円
　設置車両　12台　　開始時期　R4．3月中旬予定
　総事業費　58,558千円
　（負担割合　国1/2、県1/4、市1/12、事業者1/6）

12月補
正

4,650 市単独
（臨交4,650）

商工課 中小企業融資あっせん保証料補
給金・中小企業融資利子補給金

新型コロナウイルス感染症の影響により運転資金を
必要とする中小企業等に対して行われた融資あっ
せんについて、保証料及び利子の全額を助成
　・保証料補給金 　41,423千円
　・利子補給金　  　88,434千円

貸付 当初
3月補正

129,857 市単独
（地域振興基
金　80,886）

計 240,598
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●新型コロナウイルス感染症対策事業（③その他）

所管 事業名等 内容等 予算
予算額

（単位：千円） 対応
総務課
健康課
観光課

感染症予防物品・設備の準備等 新庁舎抗ウイルス・抗菌加工
　　　　　　　　　　　　　　　　　3,986千円（総務）
保健センターの感染予防資材の購入
　　　　　　　　　　　　　　　　　1,035千円（健康）
秋田犬の里感染症対策事業
　　　　　　　　　　   　　　　　　  300千円（観光）

当初 5,321 市単独
（コロナ基金
4,500）

総務課
観光課
スポー
ツ振興
課
生涯学
習課

新庁舎飛沫感染防止用パーテーションの購入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　528千円（総務）
秋田犬の里、石田ローズガーデン抗菌加工
　　　　　　　　　　　　　　　　　1,044千円（観光）
ニプロハチ公ドーム抗菌加工
　　　　　　　　　　　　　　　　　1,102千円（スポーツ振興）
ほくしか鹿鳴ホール抗菌加工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　324千円（生涯学習）

4月専決 2,998 市単独
（コロナ基金
2,934）

企画調
整課

指定管理者支援事業 令和2年度実績に基づき、利用料金収入が大幅に減少し
た指定管理者に対し、新たな生活様式等に対応した取り組
みに対して支援する。

当初
3月補正

17,617 市単独
（地域振興基
金17,617）

子ども
課

保育所等への感染症対策用品
の購入及び助成

市立保育園、へき地保育所、地域子育て支援拠点等で使
用するマスクや消毒液、感染防止用備品を購入
市内の認定こども園等の民間保育施設に対してマスク等の
購入費用を助成する：上限50万円

当初 15,884 国1/3
78
県1/3
78
市単独
（臨交14,300、
コロナ基金
1,428）

つどいの広場感染対策事業 パークセンター内に設置する子どものための「つどいの広
場」に、感染症対策用消耗品及び備品を購入

当初 482 国1/3
105
県1/3
105
市単独
272

保育士等処遇改善臨時特例交
付金事業

保育士等の処遇改善を目的に、給料月額3％（9千円程度）
の改善等を実施する。市は、公設民営の保育園11施設、
民節民営の子ども園等12施設に補助する。
　公設民営の保育園11施設　　 　2,028千円
　民節民営の子ども園等12施設　 5,084千円
　事務費等　　　　　　　　　　　　　　  162千円

3月追加 7,274 国10/10

健康課 ドライブスルー方式ＰＣＲ検査委
託料

総合病院に地域外来検査センターを設置し、ドライブス
ルー方式でＰＣＲ検査を実施
事業委託料　12,975千円
事務費　　　　　　105千円

当初
3月補正

13,080 県10/10
12,975
市単独
105

新型コロナウイルスＰＣＲ検査事
業

市本庁舎敷地内に木下グループとの共同運営による「大館
市指定ＰＣＲ検査所」を開所する。
同検査所における22歳以下の市民を対象とした就職又は
進学の試験等に伴う市外往来時の検査費用相当額につい
て、地域限定商品券を活用して助成する。
・事業委託料　　　3,089千円
・検査費用助成　 6,307千円
・事務費等　　　　 3,024千円

10月専
決

12,420 市単独
（臨交2,600、
地域振興基金
9,820）

移住交
流課

移住・交流促進ＰＲ動画制作事
業

昨年度に作成した移住ＰＲ動画（冬）の第２弾として、春・
夏・秋のＰＲ動画を作成する。
・動画作成委託料                     16,896千円
・プロポーザル審査会委員報酬         56千円

4月専決 16,952 市単独
（臨交16,800、
コロナ基金
152）
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所管 事業名等 内容等 予算
予算額

（単位：千円） 対応
消防本
部

消防用感染症対策用品の購入 救急活動に必要な感染症対策用消耗品を購入 当初 3,000 市単独
（臨交3,000）

教育総
務課

小中学校受電設備等改修事業 令和２年度に着手したエアコン設置（普通教室470台、特別
教室等73台）にあたり、各校の受電設備の経年劣化による
故障の未然防止のため、機器及び配線等の交換などの安
全対策工事を実施
・工事請負費　　 　　143,408千円
・工事監理委託料　　　　229千円

当初
3月補正

143,637 市単独
(起債131,800)

小中学校トイレ洋式化事業 学校施設環境改善交付金事業を活用し、小中学校のトイレ
の一部を洋式化する。
　有浦小　24台、第一中　33台
・工事請負費　　　　　43,395千円
・設計監理委託料　　　　207千円

3月追加 43,602 国
7,055
市単独（コロ
ナ基金
36,547）

学校教
育課

小中学校情報機器整備事業 文科省が掲げるGIGAスクール構想により、教育によるICT
環境を進め１人１台端末を実現し、新しい生活様式に対応
した教育環境の整備する。
・リース料　　 35,535千円
・リース期間　令和2年12月1日～令和7年11月30日

当初 35,535 市単独
（臨交35,535）

総合病
院

病院感染症対策事業 地域外来検査センター運営事業　12,975千円
新型インフルエンザ等患者入院医療機関設備整備事業
　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　 15,488千円
新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業
　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　 60,489千円
感染症検査機関等設備整備事業
　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　5,335千円

当初
3月補正

94,287 県10/10
78,683
市単独
（委託金
12,975、繰入
金14）

感染対策用可動間仕切り設置工事 6月補正
3月補正

5,027 市単独
（諸収入
5,000）

防疫等作業手当支援事業【病院事業会計繰出金】
　R3.1.1から12.31までの作業分として支出した防疫等作業
手当支出額を支援

3月補正 24,330 市単独
（臨交21,000、
コロナ基金
3,330）

院内入場者体温測定事業【病院事業会計繰出金】
　コロナウイルス感染症の第5波に見舞われた昨秋の
R3.8.23から10.1までの期間で、入館者の体温測定業務に
対応した者への時間外手当等支出額を支援

3月補正 230 市単独
（臨交200、コ
ロナ基金30）

計 441,676
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（単位：千円）

№
新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金の交付対象事業の名称
経済対策との関係

実施計画
交付金関連事業費

1 学生応援ふるさと便 ①-Ⅱ-４．生活に困っている世帯や個人への支援 22,171

2 木材需要拡大促進事業（サプライチェーン強靭化） ①-Ⅳ-１．サプライチェーン改革 15,728

3 木材需要拡大促進事業（木材製品販路回復支援事業） ①-Ⅲ-２．地域経済の活性化 8,000

4 プレミアム付商品券事業 ①-Ⅲ-２．地域経済の活性化 312,507

5 事業継続力強化事業
①-Ⅱ-３．事業継続に困っている中小・小規模事業者等
への支援

36,601

6 泊まってとくとく宿泊事業
①-Ⅲ-１．観光・運輸業、飲食業、イベント・エンターテイ
ンメント事業等に対する支援

17,220

7 「大館の食タクシー」事業
①-Ⅲ-１．観光・運輸業、飲食業、イベント・エンターテイ
ンメント事業等に対する支援

31,178

8 特産品送料助成事業
①-Ⅲ-１．観光・運輸業、飲食業、イベント・エンターテイ
ンメント事業等に対する支援

53,592

9 大館市移住・交流促進PR動画制作事業
②-Ⅱ-６．地方への人の流れの促進など活力ある地方創
り

16,896

10 公共交通等維持支援事業
①-Ⅲ-１．観光・運輸業、飲食業、イベント・エンターテイ
ンメント事業等に対する支援

13,100

11 貸切バス利用促進事業
①-Ⅲ-１．観光・運輸業、飲食業、イベント・エンターテイ
ンメント事業等に対する支援

4,313

12 高速バス利用促進事業
①-Ⅲ-１．観光・運輸業、飲食業、イベント・エンターテイ
ンメント事業等に対する支援

660

13 救急活動安全確保事業 ①-Ⅰ-３．医療提供体制の強化 3,000

14 小中学校情報機器整備事業
①-Ⅳ-３．リモート化等によるデジタル・トランスフォーメー
ションの加速

35,535

15
保育対策総合支援事業費補助金（保育環境改善等事
業）

①-Ⅰ-１．マスク・消毒液等の確保 7,301

16 保育園等新型コロナウイルス感染症対策物品購入事業 ①-Ⅰ-２．マスク・消毒液等の確保 7,447

17 新型コロナウイル感染症PCR検査事業 ①-Ⅰ-２．検査体制の強化と感染の早期発見 2,670

18 高速バスキャッシュレス化推進事業
②-Ⅱ-６．地方への人の流れの促進など活力ある地方創
り

4,650

19
病院事業会計繰出金（総合病院院内入場者体温測定事
業支援）

②-Ⅰ-４．知見に基づく感染防止対策の徹底 230

20
病院事業会計繰出金（総合病院防疫等作業手当支給支
援）

②-Ⅰ-４．知見に基づく感染防止対策の徹底 24,330

21
子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時
特別給付）【拡充分】

③-Ⅰ-５．生活・暮らしへの支援 35,209

22 灯油購入費助成（福祉灯油）事業 ③-Ⅰ-６．エネルギー価格高騰への対応 23,198

675,536

※経済対策との関係欄の①から③までについては、以下の経済対策を示すものである。

① 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）

② 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）

③ 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）

令和３年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
実施計画提出事業と国の経済対策との関係
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