
令和２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活用事業一覧

※記載内容は実施計画作成時点のものです。

No.
交付対象事業

の名称
事業概要

交付金
対象経費
（千円）

事業担当課

1 医療体制強化支援事業 基幹病院の感染症対策を行うことで、医療提供・検査体制を確保する。 16,643 健康課

2
ＰＣＲ検査センター設置
支援事業

PCR検査センターの設置を支援することにより、医療提供・検査体制を確保する。 10,000 健康課

3 児童扶養手当給付事業
ひとり親の児童扶養手当受給世帯に対し、経済的な支援として受給者一人あたり4万
円の上乗せ支給を行う。

62,532 生活支援課

4 － － － －

5
雇用調整助成金活用促進
事業

雇用調整助成金の申請手続きを支援することにより、雇用・事業の維持を図る。 30,000 産業立地課

6 事業継続緊急支援事業
事業者の事業継続を目的に、経営を圧迫する事業所の家賃や固定資産税、水道・下
水道料金等の固定費相当額を助成し、事業の継続を応援する。

338,913 産業支援課

7
クラウドファンディング
補助事業

外出自粛等の影響に対応するため、クラウドファンディング運営事業者の取組を支
援する。

7,078 観光企画課

8
ビジネスサポート補助事
業

長岡商工会議所とともに民間の知恵を最大限に活用するため広く提案事業を募集
し、売上回復や新しい生活様式に向けた取り組みの実施・準備を支援する。

25,000 産業支援課

9
事業者経営支援商工団体
等補助事業

地域の事業者の伴走型支援に取り組む商工会等に対し、コロナ禍からの復興に向け
た支援事業を募集し、地域独自の取り組みを支援する。

23,350 産業支援課

10
IT・IoT設備投資支援補助
金

社会環境の変化に対応し、デジタル技術を活用したビジネス変革の取組みを促進す
る。

12,000 産業支援課

11
公共交通事業者感染拡大
防止対策支援事業

公共交通利用者や乗務員の安全確保、公共交通の感染防止対策促進、事業者の意識
啓発、終息後の公共交通利用の回復を図る。

5,800 都市政策課

12
市立学校情報機器整備事
業

学習機会の確保・環境整備のため、タブレット等を導入する。 37,746 教育総務課

13
市立学校情報機器整備事
業

学習機会の確保・環境整備のため、タブレット等を導入する。 44,591 教育総務課

14
学生応援プロジェクト支
援事業

経済的に困窮する県外の市出身学生に対し、特産品を発送することで、生活を支援
する。

1,815
ながおか・若者・しごと
機構推進課

15 － － － －

16 市政だより発行事業
支援策等を迅速かつ確実に周知するため、毎月１回発行する市政だよりとは異なる
時期に号外を発行する。

1,324 広報課

17
感染拡大防止・支援策広
報事業

感染拡大防止の注意喚起と影響を受ける市民・事業者への支援策等を周知する。 1,990 広報課

18 避難所備蓄物資整備事業 必要な資材の備蓄により、避難所の感染防止対策を行う。 13,000 危機管理防災本部

19 避難所備蓄物資整備事業 必要な資材の備蓄により、避難所の感染防止対策を行う。 440 危機管理防災本部

20
選挙感染拡大防止対策事
業

投票所等における感染防止のため、資材の確保や体制の拡充を行う。 1,850 選挙管理委員会事務局

21
行政庁舎窓口感染防止事
業

行政庁舎の感染拡大防止の環境を整備する。 3,548
市民窓口サービス課、管
財課

22
行政庁舎窓口感染防止事
業

行政庁舎の窓口・事務室の分散により、感染拡大防止の環境を整備する。 435 管財課

23 行政ＩＣＴ推進事業
リモートワークやサテライトオフィス、web会議の環境整備により、行政事務におけ
る感染リスクを低減するとともに、新たな働き方の波及、自治体リソースの有効活
用を図る。

46,073 デジタル行政推進課

24
市有施設ブルーライト
アップ事業

感染症対応の最前線で社会生活を支える方々へ感謝の気持ちを伝える「ブルーキャ
ンペーン（主催：県等）」の一環として、長岡市のランドマークである水道タンク
を青色にライトアップする。

1,000 政策企画課

25
ながおかＷｅｂ人材育成
事業

長岡の高度なWeb人材を育成するとともに、アフターコロナにおける当市のオンライ
ンビジネスの振興を図り、ひいてはコロナ禍において失われたWebコンテンツの作品
発表の場を提供するため、コンテストを開催する。

12,000
ながおか・若者・しごと
機構推進課

26
学生応援プロジェクト事
業補助金

新型コロナウイルス感染症の影響長期化に伴い、経済的に困難な状況に置かれる学
生を支援し、将来的なU・Iターンや地元定着へつなげる。

22,000
ながおか・若者・しごと
機構推進課

27 市政だより発行事業
支援策等をわかりやすく確実に周知するため、毎月１回発行する市政だよりに特集
ページを設けるほか、必要に応じて別冊を発行する。

12,340 広報課
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交付金
対象経費
（千円）

事業担当課

28
感染症関連支援策広報事
業

感染症関連の支援制度を広く周知するため、新聞広告の掲載やテレビ・ラジオで広
報番組を放送する。

4,005 広報課

29
長岡市正規職員の時間外
勤務手当

新型コロナウイルス感染症対応のための専用窓口開設や各種支援制度に係る業務に
伴い生じる長岡市正規職員の時間外勤務に対し、時間外勤務手当を支給する。

37,073 人事課

30 緊急雇用事業
新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、解雇や雇止め、内定取り消し等で収入
が減少した市民を会計年度任用職員として任用し、一時的な雇用を創出する。

14,249 人事課

31
市有施設感染症拡大防止
対策事業

市民が安心して施設を利用できるよう、市有施設における感染症拡大防止の環境を
整備する。

3,121 行政管理課

32
指定管理者制度導入施設
感染防止対策支援金

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、市の休館要請に応じ、施設を休館
した指定管理者に、休館に係る売上減少額の一定割合について支援金を支給し、支
援する。

35,000 行政管理課

33
行政ＩＣＴ推進事業費
（NW環境整備費）

感染症発生時に、職員の分散配置や新たな対策業務等に伴う配置換えに迅速に対応
するためのネットワークの無線ＬＡＮ環境を整備する。

5,738 デジタル行政推進課

34
市有施設感染症拡大防止
対策事業

市民が安心して施設を利用できるよう、総合窓口における感染症拡大防止の環境を
整備する。

928 市民窓口サービス課

35 チャットボット導入経費
Web上の自動回答で、各課への電話や窓口における件数縮減や滞在時間短縮を見込
む。

2,568 市民窓口サービス課

36
行政庁舎窓口感染防止事
業

新型コロナウイルス感染症に関する相談の利便性を向上させるとともに、市の通常
業務の効率化を図るため、相談専用ダイヤルを設置する。

88 管財課

37
市有施設感染症拡大防止
対策事業（公用車）

公用バス等の利用市民が安心して利用できるよう、公用車における感染症拡大防止
の環境を整備する。

5 管財課

38
市有施設感染症拡大防止
対策事業（行政庁舎）

市民が安心して施設を利用できるよう、行政庁舎における感染症拡大防止の環境を
整備する。

2,109 管財課

39
市有施設感染症拡大防止
対策事業（行政庁舎）

市民が安心して施設を利用できるよう、行政庁舎における感染症拡大防止の環境を
整備する。

3,300 管財課

40
アオーレ等行政庁舎感染
症拡大防止対策事業

市民が安心して施設を利用できるよう、行政庁舎における感染症拡大防止の環境を
整備する。

7,844 管財課

41
支所感染症拡大防止対策
事業

市民が安心して施設を利用できるよう、支所庁舎における感染症拡大防止の環境を
整備する。

52,017 管財課

42
避難場所等備蓄物資整備
事業

⑴避難場所における感染症対策備蓄物資や、避難場所へ備蓄物資を配備・保管する
ための備品等を調達し、避難場所での感染防止対策を図る。
⑵ライフジャケットを避難行動要支援者等に配布し、新型コロナウイルス感染拡大
防止に向け、洪水発生時の分散避難（自宅滞在）を推進するため、避難行動要支援
者等に対する安全対策を講じる。
⑶新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、停電時においても避難者間の十分
なスペースを確保しながら避難できるよう避難場所に照明器具を整備する。

197,852 危機管理防災本部

43
ＡＩ顔認証サーモグラ
フィカメラ購入費

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、大規模避難施設の避難者受
け入れのため、AI顔認証サーモグラフィカメラを導入する。

5,390 危機管理防災本部

44 災害対策本部整備経費
災害対策本部の密集・密閉をさけるために、アオーレ大会議室等を災害対策スペー
スとして使用するために必要な物品の購入をする。

15,285 危機管理防災本部

45
支所集落地域における高
齢者等の活動活性化事業

新しい生活スタイル体験事業やイベント開催時の新型コロナウイルス対策用品の整
備等を行い、集落地域における高齢者や子どもたちの活動活性化を図る。

11,030 地域振興戦略部

46 市民活動団体支援事業 ウイルス感染拡大下での市民活動団体の活動ＰＲを支援する。 765 市民協働課

47 市民活動団体支援事業 ウイルス感染症拡大により停滞した市民活動の再開・継続を支援する。 73,600 市民協働課

48
市有施設感染症拡大防止
対策事業（アオーレ、ま
ちキャン、コミセン）

感染リスクを軽減するための環境を整備し、安心して市民が活動できる施設を提供
する。

20,673 市民協働課

49
市有施設感染症拡大防止
対策事業（中央公民館）

中央公民館において感染症予防のための機器や資材を設置・配布し、感染及び感染
拡大への予防を徹底する。また、公民館での習い事等を遠隔で実施可能とするため
に必要な環境を整備することで、自粛や縮小をしている社会教育活動を支援する。

1,328 中央公民館

50
市有施設感染症拡大防止
対策事業（文化施設）

市民が安心して施設を利用できるよう、指定管理者導入施設において、感染拡大防
止対策及び新しい生活様式への対応に係る物品購入費用を充当する。

4,699 文化振興課

51
市有施設感染症拡大防止
対策事業（スポーツ施設
等）

新型コロナウイルスの感染を予防するための資材を直営施設等に配布・設置し、感
染及び感染拡大を予防する。新型コロナウイルスの感染を予防するために指定管理
者が購入する資材や消耗品の購入費用に充当するため、指定管理者委託料を増額す
る。

3,814 スポーツ振興課
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No.
交付対象事業

の名称
事業概要

交付金
対象経費
（千円）

事業担当課

52
スポーツ団体事業継続支
援金

新型コロナウイルス感染症の流行拡大に伴う、活動の自粛により運営費の減少を余
儀なくされている市内のスポーツ団体に対し、売上減少額や休業中も必要となる費
用等について、その一部を市が負担し、活動継続の取り組みを支援する。

2,000 スポーツ振興課

53
市有施設感染症拡大防止
対策事業（斎場）

市営６斎場を管理する指定管理者に対して社会生活を維持するために必要な斎場に
おける感染症対策に係る消毒や感染予防に必要な防護服など必要経費の一部を支援
する。

1,900 市民課

54
福祉避難所等備蓄品整備
事業

災害時に設置する福祉避難室（所）において、コロナウイルス感染症の予防対策を
行う必要があり、感染症の疑いのある要配慮者には別部屋を設置する必要があるこ
とから、段ボールベット及び手指消毒液を配置する。

1,069 福祉総務課

55
感染症対策福祉・介護
サービス事業所支援事業

障害福祉・介護サービス事業所の利用者・従事者の新型コロナウイルス感染防止を
図る。

50,957
福祉課、介護保険課、長
寿はつらつ課

56
障害者就労継続支援事業
所向け緊急対策事業

就労継続支援施設の雇用と安定的なサービス提供の確保する。 14,750 福祉課

57 児童扶養手当給付事業
ひとり親の児童扶養手当受給世帯に対し、経済的な支援として受給者一人あたり4万
円の上乗せ支給を行う。

1,042 生活支援課

58
高齢者向け教室等衛生用
品費

市が主催する高齢者向け教室・講座等における新型コロナウイルス感染症の拡大防
止を図る。

717 長寿はつらつ課

59
ＡＩ体温検知カメラ設置
経費

市有施設にAI体温検知カメラを設置し、利用者の体温を計測、発熱者の発見し、新
型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る。

22,000 健康課

60
長岡市感染症拡大防止対
策支援補助金

市内の医療機関が新型コロナウイルス感染症対策を行うために必要な物品の購入費
に対し、補助金を交付し医療機関の感染防止対策を支援する。

30,120 健康課

61
ＰＣＲ検査センター運営
報奨金

限られた人員体制でPCR検査センターを運営している地元医師会に対し、報奨金を支
払うもの。

6,144 健康課

62
医療体制強化支援補助金
【拡充】

感染拡大の第2波、第3波に備え、医療提供体制の確保・強化を支援する。 59,989 健康課

63
トキと自然の学習館施設
整備費

感染症の拡大防止に備え、施設の空調換気設備や水栓設備その他の設備を改善し、
「新しい生活様式」を踏まえたより快適な空間を創造する。

10,428 環境政策課

64 感染症予防事業費
感染症の拡大防止に備え、消毒液を市有施設で活用・備蓄し、感染及び感染拡大へ
の予防を徹底する。

11,000 環境政策課

65
感染症拡大防止対策消耗
品等配布事業（一般廃棄
物収集業者）

感染症拡大防止のため、事業者等に衛生用品を配布する。 1,717 環境業務課

66
デジタルビジネスイノ
ベーション補助金

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により変化したビジネスニーズに対応するた
め、デジタルビジネスニーズの事業化に取り組む中小企業者等を支援する。

10,200 産業イノベーション課

67
デジタルビジネスイノ
ベーション補助金

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により変化したビジネスニーズに対応するた
め、デジタルビジネスニーズの事業化に取り組む中小企業者等を支援する。

4,860 産業イノベーション課

68
有望スタートアップ育成
補助金

新たに発生又は顕在化した社会的ニーズに対応する、特定分野の事業テーマに挑戦
する起業家を支援する。

6,000 産業イノベーション課

69
市有施設感染症拡大防止
対策事業（ＮＢＩＣ）

市が管理するインキュベーション施設の会議室等にオンライン会議の開催ができる
設備を整え、入居企業がオンラインでの商談や会議が円滑に進められるようにす
る。

489 産業イノベーション課

70
市有施設感染症拡大防止
対策事業（NaDeC BASE）

新型コロナウィルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済の
支援に向けて、市民センター地下に移転開設するNaDeC BASEの換気設備設置工事や
ウェブ会議用の備品を整備する。

4,238 産業イノベーション課

71
ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥ環境
整備事業経費

新型コロナウィルスの感染拡大の影響を受けている地域経済を支援するため、NaDeC
BASEのオンライン環境を整備し首都圏等先進地で開催される起業家育成プログラム
のリアルタイム参加や、VR・AR等の先端の科学や技術を体験するイベント等の開催
を可能とし、地域のデジタル変革を推進する。

2,452 産業イノベーション課

72
バイオエコノミー推進事
業費

アフターコロナにおける安全安心な地元農産物への関心の高まりを受け、市内のバ
イオ産業や地域資源を可視化するWEBサイトやアプリの制作を行う。また、市のバイ
オ産業の強みや特徴を分析し、ベンチャー企業との連携・誘致につながる調査を行
う。

12,000 産業イノベーション課

73
市内循環消費促進事業
（ポッキリパスポートプ
レミアム事業）

長岡商工会議所とともに消費喚起策（冊子型のクーポン提示でお得なサービスを受
ける）を実施し、新型コロナウイルスの影響が大きい宿泊業や飲食業を支援する。
市発行の市報「市政だより」に冊子を同封し、市内全世帯に配布する。

20,000 産業支援課

74
事業継続計画策定推進事
業

新型コロナウイルス感染症の影響で事業廃止が進まないよう事業継続計画（BCP）の
策定と事業承継への取り組みを支援する。

10,500 産業支援課
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75
オンライン就活マッチン
グ支援事業

コロナウイルスの影響を受けWebでの求人・就職活動が定着していく中で、対応でき
ていない市内企業や社会人・学生をサポートする必要があるため、市内企業の採用
手段のICT化を進め、Webでの情報発信や面接・採用活動を増強し、学生の市内就職
を促進する。

7,496 産業立地課

76
インターンシップ・職場
実習受入支援金

コロナ過のなかであっても、インターン・実習の受け入れを継続する企業に対し、
３密対策等の感染予防対策費用として支援金を支給することで、積極的な受け入れ
を促し、雇用機会の拡大を図る。

14,800 産業立地課

77
再就職合同企業説明会開
催委託料

新型コロナウイルスの影響により、厳しい状況にある雇用情勢を改善するため、求
職者が希望職種の幅を広げ早期就職できるよう、定期的に　再就職フェアを実施し
就職支援するとともに、企業の早期求人を促すため、再就職フェア参加企業は、ハ
ローワークへ求人を提出した事業所に限定して実施する。

11,360 産業立地課

78 設備導入サポート補助金
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、新しい生活様式・新常態や感
染症対策の強化、ビジネスモデルの転換を目指す設備等への導入に対して積極的に
取り組む事業者を支援する。

284,024 産業支援課

79
市内循環消費促進事業補
助金（クオーレ祭りクー
ポン券事業）

年末年始の市内消費循環策として感染禍でも実施できるよう、長岡商工会議所が実
施している「クオーレ祭」の参加店（市内小規模事業者）を中心としたクーポン券
を発行する。

42,625 産業支援課

80
感染症拡大防止対策施設
整備支援事業

地域の産業振興展示施設における検温器等の感染拡大防止対策を行うことにより、
感染禍における安心・安全な施設利用を図る。

10,000 産業支援課

81
ものづくりＷｅｂ見本市
等出展支援事業補助金

新型コロナウイルス感染症の拡大を背景に必要性が高まっているWeb見本市等への出
展・開催・コンテンツ制作などを支援する。

10,000 産業支援課

82
サテライトオフィス開設
促進事業

サテライトオフィスを開設する市外企業に初期費用を一部補助する。また、企業と
交渉できる専門家に誘致支援を委託する。

55,235 産業立地課

83
リモートワークお試し支
援金

市内でサテライトオフィスの開設を検討する市外企業が、市内の施設をリモート
ワークで使用する際の費用の一部を補助する。

3,000 産業立地課

84
市内宿泊・日帰り旅行応
援キャンペーン事業

市民を対象に市内宿泊施設での宿泊費等の一部を支援し、外出機会の創出と宿泊事
業者の経営を下支えする。

55,000 観光企画課

85
観光施設感染防止対策強
化事業

市有観光施設における感染防止対策を強化する。 15,650 観光企画課、観光事業課

86
観光協会感染症対策支援
事業

観光協会が行う独自の感染症対策を支援し、地域の実情に応じたきめ細やかな感染
拡大防止や地域経済の支援を後押しする。

30,000 観光企画課

87
市内会食応援キャンペー
ン事業負担金

会食を提供する市内飲食店での会食費や弁当等購入費の一部を支援し、飲食業者の
経営を下支えする。

45,000 観光企画課

88 観光広告宣伝事業負担金 観光に関する広告宣伝を行うことで市内への誘客を図る。 10,000 観光企画課

89
長岡名産品付き宿泊プラ
ン造成支援事業負担金

宿泊業者のプラン造成を支援し、市内への誘客を図る。 35,000 観光企画課

90
イベント感染防止体制強
化事業

主に市外からの誘客が見込まれるイベント開催における感染防止対策や、次年度を
見据えた対策・検証を支援する。

100,000 観光事業課

91
市有施設感染症拡大防止
対策事業（観光施設）

市民が安心して施設を利用できるよう、観光施設における感染拡大防止の環境を整
備する。

5,806 観光事業課

92
市有施設感染症拡大防止
対策事業（観光施設）

市民が安心して施設を利用できるよう、観光施設における感染症拡大防止の環境を
整備する。

52,280 観光事業課

93
就農初期段階運転資金支
援事業

新型コロナウイルス感染症の影響による売り上げの減少や、「新しい生活様式」の
実践による経費の増加による経営悪化から、就農間もない農業者の生産活動を行う
ために必要な運転資金の一部を支援することにより、営農を継続させる。

5,600 農水産政策課

94

新規就農者雇用促進支援
事業（技術習得又は経営
継承に向けた研修支援事
業）

新型コロナウイルス感染症の影響による失業者等を新規就農者として受け入れるた
めの体制整備を図る。

13,200 農水産政策課

95
短期就農体験マッチング
支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響が比較的軽微な農業において、就農希望者への就
農体験の機会の創出及び、担い手農家の繁忙期等の人手不足の解消を目的として、
就農希望者と担い手農家を結びつけるための農業人材マッチングシステムを構築す
る。

3,000 農水産政策課

96
長岡産プロモーション事
業

新型コロナウイルス感染症の影響により、需要が高まっているオンラインショッピ
ング等のＥＣサービスについて、農畜水産業者への導入を支援することにより、新
たな販路及び消費の創出を図る。

3,000 農水産政策課
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97
錦鯉オリジナルブランド
推進事業

著しい気温変化でも水温を保つ錦鯉専用ＥＰＳ製出荷箱の購入を支援することで、
コロナ禍の影響で海外へ輸出できなかった錦鯉を、例年高温で見送っていた夏季に
おいても出荷できるようにし、かつ今後の通年出荷と秋以降の錦鯉需要低下の懸念
に対する他産地との差別化を図る。

5,250 農水産政策課

98
病害虫防除協議会負担金
（鳥獣被害緊急対策）

新型コロナウイルス感染症対策の外出自粛により、集団での対策が十分にできず、
農作物被害や被害地域が拡大しているため、捕獲や追い払い等を強化し、被害の軽
減と地域住民の「生きがい農業」を守る。

8,239 鳥獣被害対策課

99
オンラインストア利用促
進事業負担金

コロナ禍により、オンラインストアの市場規模が拡大・定着していることから、市
内事業者のサイトと集約した基盤サイトを制作することで、長岡産食材の販売促進
を図る。

6,500 農水産政策課

100
公共交通利用回復応援事
業

まちなかの回遊や通院・買い物活動など、公共交通利用の回復及びそれに伴う経済
活動の活性化を図る。

41,500 都市政策課

101
公共交通等事業継続支援
金

新型コロナウイルス感染症の影響により、利用が減少しながらも公共交通網や移動
環境の維持に努めるバス・タクシー事業者の事業継続を支援する。

14,800 都市政策課

102
路線バスキャッシュレス
導入実証実験事業補助金

利用者の感染リスクの低減、利便性の向上を図る。 11,500 都市政策課

103
悠久山公園市民有償ボラ
ンティア事業

新型コロナの影響により収入が減った方等を対象に、悠久山公園の手入れ等を有償
で行ってもらい、収入減を支援する。

749 都市施設整備課

104
中心市街地整備推進事業
（まちなか公共空間有効
活用事業補助金）

まちなかの賑わいを取り戻すため、市民から感染リスクの少ない屋外や、広い空間
で安心して休息し、飲食等も楽しんでもらえるよう、道路や広場などの公共空間を
活用して、「新しい生活様式」に対応した環境を整備する。

2,000 中心市街地整備室

105
中心市街地整備推進事業
（フェニックス大手イー
ストスクエア環境整備）

まちなかの賑わいを取り戻すため、市民から感染リスクの少ない屋外や、広い空間
で安心して休息し、飲食等も楽しんでもらえるよう、道路や広場などの公共空間を
活用して、「新しい生活様式」に対応した環境を整備する。

4,650 中心市街地整備室

106
消防施設感染症拡大防止
等対策事業

救急車及び救急資器材を除染するための装置を整備する。 1,325 消防本部警防課

107
消防施設感染症拡大防止
等対策事業

救急車及び救急資器材を除染するための装置等を整備するとともに、水害時避難所
での感染防止のため在宅避難者の救出用ボート等を配備する。

15,177 消防本部警防課

108
検温用サーモグラフィカ
メラ購入費（消防設備）

多数傷病者事故発生時、サーモグラフィカメラを活用し、発熱のある新型コロナウ
イルス感染症疑いの傷病者を時間をかけずに選別する。

528 消防本部警防課

109
半自動体外式除細動器購
入費（消防設備）

新型コロナウイルス感染症傷病者を搬送する専用の救急車内で救急救命士が行う救
命処置資器材を整備する。

4,363 消防本部警防課

110
温水設備整備事業（保育
園・幼稚園・小学校・総
合支援学校）

感染症予防策として、保育園・幼稚園及び小学校、総合支援学校において自動水栓
による温水設備を整備する。

395,191 教育施設課

111 給食室冷房設備設置事業
感染拡大の影響による夏季期間の授業実施に伴う学校給食において、調理員の健康
確保と児童・生徒への安全・安心な給食を提供するため、給食室に冷房設備を整備
する。

149,002 教育施設課

112 保育園空調設備整備事業
感染症予防策として、保育園の事務室を分散保育として使用するため、空調設備未
設置の事務室に空調設備を整備する。

13,000 教育施設課

113
学校給食関連事業者支援
事業

令和2年4月以降の学校給食休止により売上が減少した食材納入業者に対して、学校
再開時の安定的な事業継続のため、支援金を支給する。

24,316 学務課

114
就学援助・奨励費補助事
業費（小学校）

就学援助・奨励費補助事業において、（ア）申請期間の延長、（イ）家計急変世帯
の認定、（ウ）臨時休校期間中の給食費相当額の支給を行い、新型コロナウイルス
感染症により家計が急変した世帯等を支援する。

15,134 学務課

115
就学援助・奨励費補助事
業費（中学校）

就学援助・奨励費補助事業において、（ア）申請期間の延長、（イ）家計急変世帯
の認定、（ウ）臨時休校期間中の給食費相当額の支給を行い、新型コロナウイルス
感染症により家計が急変した世帯等を支援する。

11,434 学務課

116
教育実習生ＰＣＲ検査実
施事業

市外の大学から市立学校に受け入れる教育実習生に、事前のＰＣＲ検査を実施し、
安全・安心な教育活動を維持するとともに、実習の支援を行う。

504 学校教育課

117
長岡市三島郡中学校新人
大会にかかる生徒輸送業
務

競技会場までの生徒輸送に使用するバス台数を増便し、密集状態を避けることで、
感染予防と拡大防止を図る。

1,116 学校教育課

118
小学校バス利用校外学習
の実施に伴う児童輸送業
務

各学校の校外学習先までの児童輸送に使用するバス台数を増便し、密集状態を避け
ることで、感染予防と拡大防止を図る。

1,750 学校教育課

119
校内消毒・清掃員配置事
業

校内共有スペースの消毒作業や3密対策により児童生徒が清掃できない玄関・トイレ
等の清掃を担当するスタッフを配置し、感染予防対策と教職員の負担軽減を図る。

57,167 学校教育課、学務課
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120
中学３年生2020メモリア
ル大会開催支援事業

新型コロナウイルス感染症対策として中止になった各種スポーツ競技大会や吹奏楽
コンクール等に代わる長岡独自のメモリアル大会や発表会等を支援し、中学３年生
の部活動の集大成となる機会を提供するとともに、将来に向けた更なる生徒の成長
につなげる。

7,100 学校教育課

121
教育センター研修室等
ネットワーク整備事業費

教職員のＩＣＴ機器活用能力向上のための研修を充実させるため、必要な環境整備
を行う。

1,250 学校教育課

122
市有施設感染症拡大防止
対策事業（地域図書館）

指定管理者が管理する地域図書館での感染防止対策を実施する。 1,431 中央図書館

123
図書館サービス充実事業
費（図書消毒機購入）

市内９か所の図書館で感染予防対策として図書除菌機を設置する。 11,880 中央図書館

124
寺泊水族博物館整備事業
費（トイレ水栓等改修工
事費）

不特定多数の人が訪れる館内において、トイレに設置してある手洗い器の蛇口を非
接触型の自動水栓（センサー式蛇口）に交換することで「接触」の機会を減らし、
感染の拡大防止を図る。

1,188 科学博物館

125
温水設備整備事業（児童
館・児童クラブ）

新型コロナウイルス感染防止対策として、園児児童の手洗いを励行するため、自動
水洗による温水設備を整備する。

85,800 子ども・子育て課

126
放課後児童クラブエアコ
ン整備事業

コロナウイルス感染予防として、児童の密集を防ぐため、児童室等にエアコンを設
置する。

5,370 子ども・子育て課

127 双葉寮学習環境整備事業 双葉寮に無線通信環境を整備し、オンライン学習用端末5台を配備する。 599 子ども・子育て課

128
感染症拡大防止対策消耗
品等配布事業（健診等従
事者等）

感染症拡大防止のため、事業者等に衛生用品を配布する。 1,929 子ども・子育て課

129
公立認可保育所感染症拡
大防止関係経費等

公立保育園等におけるコロナウイルス感染予防のための環境整備を行う。 77 保育課

130
保育所等感染症拡大防止
対策事業

実習生及び受入れ園が安心安全に保育実習できるよう環境を整備する。 2,000 保育課

131
保育所等感染症拡大防止
対策事業

安心・安全に歯科検診を実施できるよう、歯科医用の感染対策用具（フェイスシー
ルド、ガウン、グローブ、舌圧子等一式）を整備する。

813 保育課

132
保育園保護者連絡システ
ム等整備事業

コロナウイルスによる休園や登園自粛などの連絡を保護者に対して迅速かつ確実に
行うシステムを円滑に導入するために事前運用する。

9,643 保育課

133
保育所等感染症拡大防止
対策事業

コロナウイルス感染予防のために、手洗い場に設置する電気温水器使用に伴う光熱
費増額分を支援する。

2,800 保育課

134
公立認可保育所感染症拡
大防止関係経費等

公立保育園等におけるコロナウイルス感染予防のための環境整備を行う。 11,563 保育課

135
幼稚園感染症拡大防止関
係経費

公立幼稚園におけるコロナウイルス感染予防のための環境整備を行う。 260 保育課

136
議会棟感染症拡大防止対
策事業

アオーレ長岡議会棟における感染症予防対策を徹底し、議会出席者の感染リスクの
低減を図る。

131 議会総務課

137
感染症拡大防止対策支援
補助金

市内の医療機関が新型コロナウイルス感染症対策を行うために必要な物品の購入費
に対し、補助金を交付し医療機関の感染防止対策を支援するもの。

11,945 健康課

138 医療体制強化支援補助金
感染拡大の第2波、第3波、院内感染に備え、医療提供体制の確保・強化を支援す
る。

56,000 健康課

139
発熱診療体制整備支援補
助金

季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行に備え、市内の診療
所の発熱診療体制を支援する。

20,600 健康課

140 観光施設誘客促進事業
観光需要の低迷や外出自粛等の影響により疲弊している市内観光施設を活性化する
ため、観光客が市内周遊ルートの拠点となる道の駅に安心して訪れることができる
環境改善や魅力アップとなるコンテンツの作成などを行う。

30,000 観光事業課

141 鳥獣被害対策事業費
新型コロナウイルス感染症対策の外出自粛により、集団での対策が十分にできず、
農作物被害や被害地域が拡大しているため、捕獲等を強化し、被害の軽減と地域住
民の「生きがい農業」を守る。

14,940 鳥獣被害対策課

142
ながおか赤ちゃん応援臨
時支援金給付事業費

新型コロナウイルス感染症の感染防止に伴い、経済的負担が増加している子育て世
帯を応援するため、支援金を給付するもの

88,022 子ども・子育て課

143
事業者経営支援商工団体
等補助事業

地域の事業者の伴走型支援に取り組む商工会等に対し、コロナ禍からの復興に向け
た支援事業を募集し、地域独自の取り組みを追加で支援する。

2,590 産業支援課

144
長岡市住宅リフォーム支
援事業補助金

市内建築関連業者の振興による地域経済の活性化と、市民の住環境の向上を図るた
め、リフォーム経費の一部を補助する。

6,337 都市政策課
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145
災害出動時における感染
防止対策経費

感染防止対策のため、救急資器材を整備する。 545 消防本部警防課

146 医薬材料費 救急車及び救急資器材等を消毒するための医薬品を整備する。 183 消防本部警防課

147
IT・IoT設備投資支援補助
金

社会環境の変化に対応し、デジタル技術を活用したビジネス変革の取組みを促進す
る。

3,000 産業支援課

148
長岡産業交流会館新型コ
ロナ感染症拡大防止対策
事業補助金

地域の産業振興展示施設の老朽化した空調設備の更新により、換気実施中も快適な
環境の維持を可能とし、感染拡大防止対策を万全とすることで、感染禍における安
心・安全な施設利用を図る。

60,000 産業支援課

149 企業誘致促進事業費 サテライトオフィス開設に関心のある企業の調査を行う。 3,000 産業立地課

150 路線バス運行維持支援金 市が政策的に運行するバス路線を維持する。 12,000 都市政策課

151
市民活動団体貸出用検温
器等購入費

市民活動団体が安心して活動に取り組めるよう、貸出用の検温器等を配備する。 1,358 市民協働課

152
休日急患診療体制維持支
援金

受診控え等により、休日急患診療所における受診者数及び診療報酬収入が例年に比
べ激減し、運営が逼迫している状況であることから、市内の救急医療体制維持のた
め、支援を行う。

22,000 健康課

153
教職員用セキュリティ
キー購入費

学校ＩＣＴ化によるクラウドサービス利用に伴い、セキュリティ対策を強化する。 16,500 教育総務課

154 遠隔教育推進事業費
新型コロナウイルス感染拡大により、万が一臨時休校になった際の学習保障を行う
とともに、適応指導教室に通う児童生徒が学校とのつながりを維持し、オンライン
による相談や指導が受けられるようネットワーク環境を整備する。

909 学校教育課

155
子育ての駅感染症対策事
業費

新型コロナウイルス感染防止対策のため、子育ての駅に空気清浄機とおもちゃ殺菌
保管庫を配備する。

8,272 子ども・子育て課

156
公立保育園・公立幼稚園
感染症拡大防止経費

児童が日々使用するおもちゃを殺菌消毒することで感染拡大防止を図る。 15,466 保育課

157
庁舎（さいわいプラザ・
各支所）自動水栓化工事
費

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、さいわいプラザ及び支所内の手洗器
を、自動水栓の手洗器へ取り替えを行う。

3,292 管財課

158
コミュニティ施設感染症
拡大防止事業費

感染リスクを軽減するための環境を整備し、安心して市民が活動できる施設を提供
する。

40,960 市民協働課

159
コミュニティセンター
（指定避難所）環境整備
事業費

コミュニティセンター（兼指定避難所）にエアコンを整備し室温を保つことによ
り、寒暑の厳しい時期においても十分な換気を行える環境を整備する。

10,400 市民協働課

160
越路公民館十楽寺分館空
調設備入替工事費

公民館分館の利用者が、適切な室内環境を維持しつつ、十分な換気を行って活動で
きるよう、故障して動かない空調設備を入れ替える。

1,300 中央公民館

161
寿ごみ焼却施設空調設備
更新経費

新型コロナウイルス感染症予防対策として、施設の空調設備の更新を行う。 22,800 環境施設課

162
リサイクルプラザ全熱交
換設置経費

新型コロナウイルス感染症予防対策として、就業員の作業室に換気機能を高める全
熱交換器を設置する。

5,000 環境施設課

163
旧長谷川家住宅自動水栓
化等工事費

不特定多数の人が訪れる施設内において、トイレに設置してある手洗い器の蛇口を
非接触型の自動水栓（センサー式蛇口）に交換することで「接触」の機会を減ら
し、感染の拡大防止を図る。

834 科学博物館

164
悠久山小動物園手洗い場
設置工事費

不特定多数の人が訪れる施設内において、手洗い場を設置することで、来園者に対
する感染の拡大防止を図る。

998 科学博物館

165
寺泊水族博物館券売窓口
移設工事費

不特定多数の人が訪れる施設内において、来園者の検温が迅速に実施できるよう、
券売窓口を移設し、感染対策を強化する。

1,298 科学博物館

166 マイナンバー制度事業費
マイナンバー窓口の拡充と、申請専用端末導入による処理時間短縮により、来庁者
の待ち時間を大幅に短縮し、窓口の３密を回避する。

18,549 市民課

167
感染症対策関係備品購入
費

有事の際に迅速対応できるよう手指消毒用アルコール等の感染症拡大予防に係る消
耗品等を一括で管理する。

1,478 健康課

168 鳥獣被害対策事業費
新型コロナウイルス感染症対策の外出自粛により、集団での対策が十分にできず、
農作物被害や被害地域が拡大しているため、大型動物の行動を把握し、わなの設置
や一斉捕獲、市街地出没時の緊急対応などの強化を図る。

3,214 鳥獣被害対策課
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169
観光施設管理運営業務継
続支援金

施設の管理運営費を利用料金収入で賄う割合が高い観光施設について、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため、市の要請協議に応じて、入場制限や新しい生活様
式を導入して安全な管理運営業務を継続し、地域経済の持続・発展に寄与している
指定管理者に対し、支援金を支給する。

72,250 観光事業課

170
駐車場管理運営業務継続
支援金

指定管理施設である市営駐車場については、施設使用料のみで管理運営費を賄って
いるところであるが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、大手通り周辺で
のイベント等が軒並み中止され、利用が減少、施設運営は大幅な赤字となってい
る。車社会と都市機能の下支え、また車での個別移動による感染拡大防止の面から
も駐車場運営は必要不可欠であり、安定した運営継続のため、指定管理者に対し支
援金を給付する。

37,800 道路管理課

171
公共施設感染防止対策等
事業

公共施設における感染防止対策や感染者発見後の業務再開に向けた迅速な消毒作業
等を実施する。

10,000 政策企画課

172
小学校修学旅行延期等に
伴う追加費用支援補助金

小学校の修学旅行を中止または延期・変更したことにより発生したキャンセル料等
に対し補助金を交付することにより、保護者の経済的負担を軽減させる。

710 学校教育課

173
中学校修学旅行延期等に
伴う追加費用支援補助金

中学校の修学旅行を中止または延期・変更したことにより発生したキャンセル料等
に対し補助金を交付することにより、保護者の経済的負担を軽減させる。

11,835 学校教育課

174 高速バス運行維持支援金 県内高速バス路線の維持を図る。 9,120 都市政策課

175
市有施設感染症拡大防止
対策事業（アオーレ長
岡）

市民が安心して施設を利用できるよう感染症拡大防止の環境を整備する。 920 管財課

176
「空襲から復興へ」写真
カラー化プロジェクト

空襲から75年の節目にもかかわらず、コロナ禍により空襲体験の伝承が困難な状況
にあることから、ＡＩが実現する白黒写真の着色を通して、空襲から復興に至る体
験の記憶をより鮮明なイメージで復元し、体験者と対面することなく、より多くの
情報と想いを後世に伝える。

700 デジタル行政推進課

177
旭岡中学校共同調理場衛
生環境改善事業

共同調理場における過密状況の解消と衛生環境を改善するため、施設の拡充やドラ
イ式への転換、空調整備等を実施する。

88,438 教育施設課

178
子ども・子育て支援交付
金

新型コロナウイルス感染症に伴う小学校の臨時休業等により、春休み終了日の翌日
以降（夏季、冬季、学年末などの休業日を除く。）、平日において午前中から開所
するための経費、新型コロナウイルス感染症に伴う小学校の臨時休業等により、春
休み終了日の翌日以降（夏季、冬季、学年末などの休業日を除く。）、平日におい
て午前中から開所するための人材確保等に要する経費、新型コロナウイルス感染症
に伴う小学校の臨時休業等により、春休み終了日の翌日以降（夏季、冬季、学年末
などの休業日を除く。）、平日において午前中から障害児を受け入れる場合に必要
な専門知識等を有する者を配置するための経費を補助する。

143 子ども・子育て課

179
学校保健特別対策事業費
補助金

（感染症対策のためのマスク等購入支援事業）
学校における集団感染リスク回避に必要な保健衛生用品等や、感染症対策等を徹底
しながら子供たちの学習保障をするために必要な物品を整備する。

2,943 学務課、教育総務課

180
学校保健特別対策事業費
補助金

（学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業）
学校における集団感染リスク回避に必要な保健衛生用品等や、感染症対策等を徹底
しながら子供たちの学習保障をするために必要な物品を整備する。

53,000 学務課、教育総務課

181
公立学校情報機器整備費
補助金

（学校からの遠隔学習機能の強化事業）
臨時休校等の遠隔学習をスムーズに実施する。

1,344 教育総務課

182
公立学校情報機器整備費
補助金

（GIGAスクールサポーター配置支援事業）
急速な学校ＩＣＴ化を進める学校及び自治体を支援する。

51,610 教育総務課、学校教育課

183 文化芸術振興費補助金
（文化施設の感染症防止対策事業）
新型コロナウイルスによる自粛で閉館した長岡市立科学博物館および寺泊水続博物
館を再開するにあたり、感染防止対策にかかる措置を実施する。

60 科学博物館

184 文化芸術振興費補助金
（文化施設の感染症防止対策事業）
新型コロナウイルスによる自粛で閉館した長岡市立科学博物館および寺泊水続博物
館を再開するにあたり、感染防止対策にかかる措置を実施する。

288 科学博物館

185
児童福祉事業対策費等補
助金

（感染防止に配慮した児童虐待・DV等相談支援体制強化事業）
外出自粛や、経済的負担の増加などを要因とするＤＶ相談の増加が見込まれてお
り、対応強化と感染防止策を講じる。

399 人権・男女共同参画課

186 学校施設環境改善交付金

（公立学校施設の衛生環境の改善等）
感染拡大の影響による夏季期間の授業実施に伴う学校給食において、調理員の健康
確保と児童・生徒への安全・安心な給食を提供するため、給食室に冷房設備を整備
する。

80,090 教育施設課

187 学校施設環境改善交付金
（公立学校施設の衛生環境の改善等（給食新増築））
共同調理場における過密状況の解消と衛生環境を改善するため、施設の拡充やドラ
イ式への転換、空調整備等を実施する。

70,744 教育施設課
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188
教育支援体制整備事業費
補助金

（補習等のための指導員等派遣事業（学力向上を目的とした学校教育活動の支
援））
新型コロナウイルス感染症対策による臨時休業により、学習内容の定着が不十分な
児童生徒に対して、個別指導の充実を図るため、学習指導員を配置する。

1,485 学校教育課

189
学校臨時休業対策費補助
金

（学校給食費返還等事業）
令和2年3月の学校給食休止に伴う保護者の負担軽減と、学校給食の安全・安心を確
保する。

4,990 学務課

190
学校臨時休業対策費補助
金

（衛生管理改善事業）
令和2年3月の学校給食休止に伴う保護者の負担軽減と、学校給食の安全・安心を確
保する。

49 学務課

191
生活困窮者就労準備支援
事業費等補助金

（自立相談支援機関等の強化事業）
支給対象が拡大された住居確保給付金について、滞りなく審査・決定処理を行える
よう会計年度任用職員を雇用する。

395 生活支援課

192
生活困窮者就労準備支援
事業費等補助金

（感染症拡大に伴う面接相談等体制強化事業）
新型コロナウィルス感染症の影響による経済の悪化に伴い、今後増加が見込まれる
生活保護の相談及び申請処理の体制の強化を図る。

562 生活支援課

193
介護施設等における職員
のPCR検査費用補助事業

感染リスクが高い高齢者が入所・入居する介護保険施設等における感染拡大の防止
を図る。

1,038 介護保険課

194
障害者施設等における職
員のPCR検査費用補助事業

感染リスクが高い障害者が入所・入居する障害者施設等における感染拡大の防止を
図る。

519 福祉課

195
学校保健特別対策事業費
補助金

（感染症対策等の学校教育活動継続支援事業）
学校の教育活動の継続を目的に、感染症対策や子供たちの学習保障を支援する。

42,400 学務課

196
障害者総合支援事業費補
助金

（特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業）
新型コロナウイルスの感染拡大防止のための特別支援学校等臨時休業の要請に伴
い、放課後等デイサービス利用増加が考えられるため報酬増加による利用者負担増
加について免除する。

400
子ども・子育て課（子ど
も家庭センター）
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