
給付金・補助金 小諸市第６波対応事業者支援給付金交付事業 R4.2.14〜R4.5.31 商工観光課    0267-22-1700（内2215）

クーポン 小諸市消費喚起促進事業こもろデジタルクーポン「こもポン」 R4.6.1〜R4.8.31 〃 〃
佐久市 給付金・補助金 ３９サポート佐久市商工業支援給付金（事業復活支援金プラス） R4.4〜R4.12.16 商工振興課 0267-62-3265
小海町 給付金・補助金 小海町経営継続支援金事業 R4.4.1〜R4.6.30 産業建設課 0267-92-2525

給付金・補助金 佐久穂町新型コロナウイルス第６波対応事業者支援金 〜R4.5.31 産業振興課 0267-86-1553
給付金・補助金 佐久穂町新型コロナウイルス第６波経営継続支援金 R4.6.13〜R4.8.31 〃 〃
クーポン 佐久穂町経済対策チケット2022事業 R4.11.5〜R5.3.5 〃 〃

川上村 給付金・補助金 川上村新型コロナウイルス感染症第6波対応事業者支援金 R4.3.22〜4.15 企画課 0267-97-2121
給付金・補助金 南牧村営業時間短縮協力金 ⻑野県協力金交付決定通知⽇から1カ⽉以内 産業建設課 0267-96-2211
給付金・補助金 時短要請対象外事業者支援金 R4.2.18〜R4.6.20 〃 〃
クーポン 信州みなみまきむら泊まってクーポン R4.3.1.~R4.5.10 宿泊分 〃 〃

南相木村 給付金・補助金 新型コロナウイルス感染症第６波対応事業者支援金 R4.3.10〜R4.3.31 振興課 0267-78-2121 
北相木村 クーポン 北相木村プレミアム付利用券等発行事業 R4.4.11〜R4.8.31 経済建設課 0267-77-2111
軽井沢町 給付金・補助金 第６波対応事業者支援給付金事業 R４.3.22〜R4.9.30 観光経済課 0267-45-8579

給付金・補助金
御代田町新型コロナウイルス感染症等対策「追加分第６波対応事
業者支援給付金事業」

R4.7.1〜R4.9.30 産業経済課 0267−32‐3113

給付金・補助金 テイクアウト応援補助金 R4.4.1〜R5.1.25 〃 〃
立科町 給付金・補助金 立科町新型コロナウイルス第６波関連売上減少事業者支援金 R４.４〜R４.8.31 産業振興課 0267-88-8412

給付金・補助金 上田市売上減少事業者⼀⻫支援事業交付金 R4.2.21〜R4.7.20 商工課 0268-23-5395
クーポン 上田市消費喚起応援事業【第４弾】 R4.9.1〜R4.10.31（予定） 〃 〃
給付金・補助金 感染拡大第６波対応事業者支援交付金 R4.4.1〜R4.10.31 商工観光課 0268-64-5895
クーポン とうみ応援クーポン券事業第３弾 R4.6.1〜R4.10.31 商工観光課 0268-64-5895

その他 スクラッチ消費喚起促進事業
クーポン券事業と同時
開始

商工観光課 0268-64-5895

給付金・補助金 ⻑和町新型コロナ対応６波対応緊急支援金事業 R4.2.1〜R4.3.18 産業振興課 0268−75−2047
クーポン ⻑和町商工会発行地域消費券支援（⻑和の⾥地域いきいき券） R4.8.1〜R5.1.31 〃 〃
未定 未定 未定 〃 〃
給付金・補助金 ⻘木村第6波対応事業者支援給付金 R4.2.9〜R4.3.9 商工観光移住課 0268-49-0111
給付金・補助金 ⻘木村第6波対応事業者支援給付金（第2弾） R4.2.9〜R4.3.9 〃 〃

岡谷市 給付金・補助金 がんばれ岡谷 事業者応援支援金 R4.4.1〜R4.7.29 商業観光課 0266-23-4811（内1453）

給付金・補助金 新型コロナウイルス第6波対応事業者支援金 R4.6.8〜R4.8.31 商工課 0266-52-4141
給付金・補助金 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 R4.6.8〜R4.8.31 商工課 0266-52-4141
観光キャンペーン 諏訪湖祭湖上花火 The Legacy R4.8.1〜R4.8.15 観光課 0266-52-4141
観光キャンペーン 宿泊施設誘客支援事業（おいでなして！すわ泊お宿割） R4.7.1〜R4.10.31 観光課 0266-52-4141

観光キャンペーン 観光誘客推進支援事業
R4.7.24〜R4.7.31
R4.8.16〜R4.8.27
R4.9.9/10/17/23/24

観光課 0266-52-4141

観光キャンペーン 霧ヶ峰宿泊付イベント誘客事業 R4.8.16〜R4.12.31 観光課 0266-52-4141
給付金・補助金 中小企業等持続化支援金(第2弾) R4.4.1〜R4.8.31 商工課 0266-72-2101（内432）

観光キャンペーン
ちの泊まって応援キャンペーン宿泊助成金事業（ちの割）（第4
弾）

R4.3.7〜R4.7.1 観光課 0266-72-2101（内423）

給付金・補助金 教育旅行宿泊施設支援事業補助金(第2弾) 未定 観光課 0266-72-2101（内423）

給付金・補助金 茅野市新型コロナウイルス感染防止強化対策補助金（第2弾） R4.4.1〜R5.1.31 商工課 0266-72-2101（内432）

観光キャンペーン
ちの泊まって応援キャンペーン宿泊助成金事業（ちの割）（第5
弾）

R4.7.15〜R4.10.31 観光課 0266-72-2101（内423）

給付金・補助金 第６波飲食事業者等経営支援事業 R4.2.21〜R4.4.22 産業振興課（商工係） 0266-27-1111（内 273）

観光キャンペーン 観光消費拡大キャンペーン事業 未定 産業振興課（観光係） 0266-27-1111（内 271）

給付金・補助金 事業継続緊急支援事業 R4.3.1〜R4.5.31 産業課 0266-62-9342
その他 消費喚起促進事業 R4.3.1〜R5.1.31 〃 〃
クーポン 消費喚起割引券配布事業 R4.5.9〜R4.11.30 〃 〃
給付金・補助金 原村第４弾事業継続特別給付金事業 〜R4.4.4 商工観光課 0266-79-7929 
給付金・補助金 原村第４弾事業継続特別給付金（追加給付金）事業 上記給付金の支給決定者については、申請不要 〃 〃

茅野市

上田市

上田圏域

諏訪圏域

第6波対応事業者支援交付金 市町村の実施事業一覧（令和4年9月21日時点）
・掲載内容は更新⽇時点のものであり、変更となる場合もあります。
・事業内容等詳細は各市町村へお問い合わせください。

市町村名 事業型 事業名
期間

※給付金・補助金の場合は申請期間
※クーポンの場合は利用期間

担当課 連絡先

南牧村

御代田町

佐久圏域

小諸市

佐久穂町

東御市

⻑和町

⻘木村

下諏訪町

富士見町

原村

諏訪市



給付金・補助金 第６波対応中小事業者応援金 R4.2.16〜R4.5.31 商工振興課 0265-78-4111（内2431）

給付金・補助金 野菜等農業者支援金 R4.2.16〜R4.5.31 農政課 0265-78-4111（内2411）

給付金・補助金 第４弾家賃支援給付金 R4.7.1〜R4.11.30 商工振興課 0265-78-4111（内2431）

給付金・補助金 信州伊那のいつまでも安心なお店応援金 R4.7.1〜R4.9.30 商工振興課 0265-78-4111（内2431）

クーポン プレミアム商品券「いな・ほっと券第４弾」 R4.9.1〜R4.11.30 商工振興課 0265-78-4111（内2431）

給付金・補助金 第６波対応中小企業者応援金（新型コロナ緊急対策） R4.4.11〜R4.6.30 商工観光課 0265-83-2111（内431）

クーポン つれてってカードチャージアップ事業 R4.10.21〜R5.1.5 商工観光課 0265-83-2111（内431）

辰野町 給付金・補助金 辰野町第６波対応事業者支援金 R4.4.1〜R4.6.30 産業振興課  0266-41-1111
箕輪町 給付金・補助金 第６波対応危機突破事業継続支援金 R4.2.18〜R4.6.30 商工観光課 0265-96-8300 

給付金・補助金 飯島町新型コロナウイルス第６波対応事業継続応援補助金 R4.2.21〜R4.3.31 産業振興課 0265-86-3111
給付金・補助金 飯島町新型コロナウイルス対応営業力向上事業支援補助金 R4.6.11〜R5.2.28 〃 〃
給付金・補助金 新型コロナウイルス感染症対策（第６波）応援金 R4.3.1〜R4.5.31 産業課 0265-72-2104
給付金・補助金 新型コロナウイルス感染症第６波等対策飲食店応援金 R4.8.1〜R4.8.31 産業課 0265-72-2104
観光キャンペーン 南箕輪村お楽しみラリー 〜R4.12.31 産業課 0265-72-2104
給付金・補助金 緊急飲食店等事業者支援交付金 〜R4.4.28 産業振興課 0265-96-0658
クーポン 飲食店専用商品券発行事業 R4.7.15〜R4.11.30 〃 〃
給付金・補助金 宮田村第６波中小企業・小規模事業者応援金 R4.6.16〜R4.7.29 産業振興推進室 0265-85-5864
クーポン プレミアム商品券 R4.7.31〜R4.11.30 〃 〃

給付金・補助金 飲食店等へ定額給付金による事業継続支援事業 R4.3.10〜R4.7.29 産業振興課 0265-22-4511（内3513）

その他 定性簡易検査キットによる事前検査で安心な会食支援事業 R4.3.18〜R4.6.30 商業観光課 0265-22-4511（内4652）

高森町 給付金・補助金 髙森町事業継続応援金 Ｒ4.2.16〜Ｒ4.6.30 産業課 0265-35-9405
給付金・補助金 小規模事業者応援給付金 R4.2.7〜R4.3.4 産業観光課 0265-36-7027
給付金・補助金 危機突破推進支援金 R4.4.1〜R4.8.15 〃 〃
その他 町内従事者向け検査キット配布事業 R4.3.7〜R4.12.28 〃 〃

阿南町 給付金・補助金 新型コロナウイルス経済対策事業者等特別定額給付金 R4.4.1〜R4.6.30 振興課 0260-22-4055
給付金・補助金 第６波対応 阿智村新型コロナ特別応援金 R4.2.24〜R4.5.31 商工観光課 0265-43-2220
給付金・補助金 第６波対応 阿智村新型コロナ特別支援金 R4.3.23〜R4.5.31 〃 〃

平谷村 給付金・補助金 第６波対応事業者支援交付金 R4.3.1~3.31 産業建設課 0265-48-2211
根羽村 給付金・補助金 第6波対応事業者支援事業 R4.4.18〜R4.6.3 総務課 0265-49-2111
下條村 給付金・補助金 第6波対応事業者支援金 R4.2.2~R4.3.9 振興課 0260-27-2311
売木村 給付金・補助金 事業者支援給付金 R4.3.15~R4.5.31 産業課 0260-28-2311 
天龍村 給付金・補助金 天龍村新型コロナウイルス第６波対応個人事業者等特別給付金 R4.3.14~R4.4.28 地域振興課 0260-32-1023 
泰阜村 給付金・補助金 飲食店・タクシー事業者支援金給付事業 R4.4.4〜R4.4.13 総務課 0260-26-2111

給付金・補助金 事業者応援支援金支給 R4.2.1〜R4.3.31 産業振興課 0265-33-5126
その他 抗原定性検査（簡易検査）キッド R4.3.1~R4.8⽉31⽇ 〃 〃
給付金・補助金 食品等事業者支援金支給 R4.3.10~R4.3.31 〃 〃
給付金・補助金 第6波対応事業者直接支援金 R4.3.1〜R4.5.31 産業建設課 0265-35-9056
クーポン テイクアウトお食事券発行事業 R4.2.10〜R4.3.31 〃 〃
給付金・補助金 まん延防止等重点措置に係る特別支援事業 R4.2.2~R4.2.28 産業建設課 0265-39-2001
クーポン プレミアム付き商品券発行事業 R4.5.1~R4.10.31予定 〃 〃

給付金・補助金
上松町中小企業者等新型コロナウイルス感染症第６波対応支援補
助金

R4.4.18〜5.31 産業観光課 0264-52-4804

クーポン ＡＧＥメシ商品券発行事業 R4. 8. 9〜R4.12.31 〃 〃
南木曽町 クーポン 南木曽町事業者応援プレミアムクーポン券事業 R4.6.25〜11.30 産業観光課 0264-57-2001 

給付金・補助金 木曽町第6波対応事業者支援金（売上減少事業者への支援金） R4.4.1〜R4.6.30 観光商工課 0264-22-4285
クーポン プレミアム商品券事業補助金（プレミアム商品券発行） R4.6.1~R4.11.30 〃 〃
給付金・補助金 事業者支援給付金事業 Ｒ4.8.1〜Ｒ4.9.30 産業振興課 0264-36-2001
クーポン プレミアム商品券発行事業 Ｒ4.7.1〜Ｒ4.12.31 〃 〃

王滝村 給付金・補助金 第6波対応事業者支援給付金 R4.4.7〜R4.6.30 企画・観光推進室 0264(48)2257

大桑村 給付金・補助金
大桑村新型コロナウイルス感染症対策
第６波対応中小企業等応援金

Ｒ4.5.20〜Ｒ4.9.30 産業振興課 0264-55-3080

上松町

南箕輪村

松川町

上伊那圏域

飯島町

市町村名 事業型 事業名
期間

※給付金・補助金の場合は申請期間
※クーポンの場合は利用期間

担当課 連絡先

駒ヶ根市

伊那市

中川村

南信州圏域

豊丘村

大鹿村

木曽圏域

飯田市

阿智村

木曽町

木祖村

喬木村

宮田村



松本市 給付金・補助金 松本市第6波対応事業者特別支援金事業 R4.3.1〜R4.8.31 商工課 0263-34-3110
塩尻市 給付金・補助金 塩尻市第6波対応中小事業者等緊急支援金 R4.2.14〜R4.4.28 産業政策課 0263-52-0871

給付金・補助金 第６波事業者支援金給付事業 R4.3.1〜R4.7.29 商工労政課 0263-71-2041
観光キャンペーン 安曇野あんしん旅キャンペーン事業 R4.4.4〜R4.12.26 観光課 0263-71-2053

麻績村 給付金・補助金 麻績村新型コロナウイルス感染症第６波事業者支援交付金 R4.3.1〜R4.3.11 振興課 0263-67-3001
生坂村 給付金・補助金 生坂村新型コロナウィルス感染症第６波対応事業者支援交付金 R4.10.3~R4.10.12 振興課 0263-69-3112

給付金・補助金 第6波対応飲食店支援給付金 R4.4.26〜R4.7.29 産業振興課 0263-98-5664
給付金・補助金 第6波対応事業復活支援給付金 R4.4.26〜R4.7.29 産業振興課 0263-98-5664

朝⽇村 給付金・補助金 第6波事業者支援給付金交付事業 〜R4.8.31 産業振興課 0263-99-4104
給付金・補助金 生活応援商品券取扱店支援金事業 R4.7.1〜R4.8.30 観光課 0263-66-2111
クーポン 生活応援商品券配布事業 R4.7.1〜R5.1.31 〃 〃

給付金・補助金 大町市新型コロナウイルス感染症第6波対応事業者支援金 R4.3.7〜R4.7.29 商工労政課 0261-22-0420(内542)

観光キャンペーン スキー場市⺠限定リフト券販売促進事業 R4.2.11〜シーズン終了 観光課 0261-23-4081
観光キャンペーン 第6弾 宿泊キャンペーン事業 R4.7.15〜R4.11.1 〃 〃

池田町 給付金・補助金 令和４年度池田町中小企業等事業継続支援給付金 R4.5.30〜6.17 振興課 0261-62-3127
給付金・補助金 第６波対応事業者支援給付金 R4.3.16〜R4.4.28 経済課 0261-62-3109
クーポン 松川村新型コロナウイルス感染症対策商品券事業 R4.8.1〜R4.12.31 経済課 0261-62-3109
給付金・補助金 白馬村第６波対応事業者特別支援金 R4.3.25〜R4.5.20 観光課 0261-85-0722
クーポン プレミアム付商品券事業 R4.8.1〜R4.12.31 〃 〃

給付金・補助金
新型コロナウイルス対策支援金（安全・安心な施設対策事業補助
金）

R4.4.11〜R5.1.20 観光地域振興課 0261-82-2585

給付金・補助金 小谷村事業者復活支援給付金 R4.5.23〜R4.7.29 観光地域振興課 0261-82-2585

⻑野市 給付金・補助金 ⻑野市第６波対応事業者緊急支援金 R4.2.18〜R4.4.28 商工労働課 026-224-7859
給付金・補助金 第6波対応 須坂市新型コロナ中小企業者等特別応援金 R4.4.11〜R4.6.30 産業連携開発課 026-248-9033
クーポン 須坂市お店限定応援商品券 R4.7.18〜R5.2.28 商業観光課 026-248-9005
クーポン 第2弾千曲市推し店プラチナチケット R4.6.11〜9.30 産業振興課  026-273-1111（内3301） 

観光キャンペーン ちくま割り R4.4~7 観光課 026-273-1111（内3291） 

給付金・補助金 バス・タクシー運行維持確保支援金 R4.4~5 生活安全課 026-273-1111（内2251） 

給付金・補助金 坂城町中小企業者等事業継続支援金 R4.7〜R4.8 商工農林課 0268-75-6207
給付金・補助金 商工会飲食業等支援事業補助 R4.7〜R5.1 商工農林課 0268-75-6207
その他 お花見シャトルバス運行事業 R4.4.23〜R4.5.5 建設水道課 026-214-9105
給付金・補助金 小布施町新型コロナウイルス中小企業者等特別応援金事業 R4.6.22〜R4.7.29 産業振興課 026-214-9104

高山村 給付金・補助金 新型コロナウイルス感染症第６波対応支援金 R4.4.1〜R4.8.31 産業振興課 026-214-9296
給付金・補助金 信濃町第６波対応事業者支援金事業 R4.3.4〜R4.4.28 産業観光課 026-255-3114
観光キャンペーン 信濃町宿泊促進支援事業 R4.6.10〜R4.10.31 〃 〃
給付金・補助金 飯綱町第6波対応事業者支援給付金 R4.6〜R4.9 産業観光課 026-253-4765
クーポン 飯綱町応援チケット発行事業 R4.7〜R4.10 〃 〃
給付金・補助金 第２次小川村飲食店等支援金 R4.7.1〜R4.8.31 建設経済課 026-269-2323
クーポン 小川村生活応援商品券事業 R4.9.1〜R4.12.31 総務課 〃

給付金・補助金 中野市第6波対応事業者応援特別給付金事業 R4.4.1〜R4.7.29 商工観光課 0269-22-2111(内258）

クーポン 中野市地域活性化キャッシュレス推進事業 R4.11.1〜R4.11.30 商工観光課 0269-22-2111(内272）

給付金・補助金 飯山市第6波対応事業者支援給付事業 R3.3.1〜R3.5.31 商工観光課 0269-67-0731
クーポン 飲食店支援事業 R4.4.25〜R4.8.31 〃 〃
観光クーポン 飯山市観光クーポン発行事業 R4.6〜R4.11 〃 〃
給付金・補助金 山ノ内町新型コロナ対応事業者支援給付金 R4.5.9〜R4.9.30 観光商工課 0269-33-1107
給付金・補助金 観光地組織維持支援事業 R4.4.1〜R4.12.31 〃 〃
クーポン 第３次木島平村村⺠応援商品券配布事業 R4.5.1~R4.10.31 産業課 0269-82-3111
給付金・補助金 木島平村新型コロナウイルス対策事業復活支援金 R4.4.1〜R4.7.31 〃 〃
給付金・補助金 野沢温泉村新型コロナウイルス対策事業復活支援金 R4.7.1〜R4.8.31 観光産業課 0269-85-3114
観光キャンペーン 野沢温泉宿泊キャンペーン事業 R4.8.19〜R4.12.16 〃 〃

栄村 給付金・補助金 栄村商工観光事業者経営支援金 R4.9.1〜R4.11.30 商工観光課 0269-87-3355

飯山市

飯綱町

松本圏域

市町村名 事業型 事業名
期間

※給付金・補助金の場合は申請期間
※クーポンの場合は利用期間

担当課 連絡先

筑北村

北アルプス圏域

安曇野市

白馬村

⻑野圏域

小川村

北信圏域

中野市

大町市

信濃町

小布施町

松川村

千曲市

坂城町

小谷村

須坂市

山形村

山ノ内町

木島平村

野沢温泉村


