
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
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。

6,000
ながおか・若者・しごと
機構推進課

2 市政だより発行事業
支援策や感染症対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掲載する。

8,756 広報課

3
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。 2,900 広報課

4 職員採用事業
新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、職員採用試験における関東圏等に在
住する受験申込者の第１次試験を東京会場で実施し、感染機会の削減を図る。

1,045 人事課

5 行政ICT推進事業
職員の感染リスクの低減、新しい働き方の波及、業務継続による市民サービスの維
持等のため在宅・分散勤務等を推進する。また同勤務にあたりコミュニケーション
の効率化を図る。

12,540 デジタル行政推進課

6 幸町庁舎管理事業
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。

4,232 管財課

7 市民活動支援事業
市民生活を支える公益的な団体（NPO法人など）が感染症対策に必要な経費を補助す
る。

10,000 市民協働課

8
障害者施設職員ＰＣＲ検
査費用補助金

障害者施設に勤務する職員が自主的にPCR検査または抗原定量検査を受検した際の費
用補助をすることで、新型コロナウイルス感染拡大の防止と従事する職員の不安解
消を図る。

2,905 福祉課

9
介護施設等職員ＰＣＲ検
査費用補助金

重症化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。

5,188 介護保険課

10 感染症予防事業 院内感染に備え、医療提供体制の確保・強化を支援する。 50,000 健康課

11 感染症予防事業

感染症対策を迅速かつ効果的に実施するため、PCR検査センターに従事している医療
従事者等に対し慰労を目的とした報償費を支払い、検査体制の確保を図るととも
に、基幹3病院及び長岡市医師会等関係機関と連携を強化するための会議を開催す
る。

14,270 健康課

12 休日診療事業
新型コロナウイルス感染症の影響による受診控え等により経営状況が悪化している
長岡休日・夜間急患診療所に対して支援を行い、休日における地域の急病患者への
初期救急医療を確保する。

4,000 健康課

13 感染症予防対策事業
感染症の拡大防止に備え、消毒液及び消毒用ウェットシートを市有施設で活用・備
蓄し、感染及び感染拡大への予防を徹底する。

21,302 環境政策課

14
有望スタートアップ企業
育成補助金

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、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。

4,500 産業イノベーション課

15
バイオエコノミー推進事
業補助金

アフターコロナにおける地域経済活性化のため、バイオ産業の創出に向けて取り組
む事業を支援する。

5,220 産業イノベーション課

16
エネルギー・グリーン成
長支援事業補助金

アフターコロナにおける地域の産業構造転換と好循環の実現に向けて取り組む事業
を支援する。

15,000 産業イノベーション課

17 － － － －

18
商店街活動活性化支援事
業

外出自粛などの影響を受ける長岡市内中心部の商店街が、新しい生活様式を取り入
れて実施する個店の売上回復、事業拡大への取り組みを支援する。

6,500 産業支援課

19
中心市街地活性化基本計
画推進事業

外出自粛などの影響を受ける長岡市内中心部の商店街が、新しい生活様式を取り入
れて実施する「感染禍でも対応できるまちゼミ」などの取り組みを支援する。

3,300 産業支援課

20 商業団体等支援補助金
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。

16,568 産業支援課

21 事業承継支援事業
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。

1,415 産業支援課

22 新規需要開拓支援事業
コロナ禍を乗り越え、販路拡大や業態転換を図る事業者の積極的な取り組みを支援
する。

61,129 産業支援課

23
経営課題デジタル導入支
援事業

市内事業者のデジタル化を促進するため、感染禍に合わせた経営を整理し、デジタ
ル化への道筋をつけるための初期段階での掘り起こしツールを作成し、浸透を図
る。

420 産業支援課

24
市内循環消費促進事業
（ポッキリパスポート）

コロナ禍の外出自粛等で特に売上減少の影響が大きい飲食店や小売店等の小規模店
舗への需要喚起策として、令和２年度に実施して効果が高いことが証明された長岡
商工会議所の「ポッキリパスポート」事業を引き続き実施する。

16,000 産業支援課

25
飲食・サービス業等安心
応援給付金

外出自粛等の影響を受ける飲食・サービス業や関連する小売業・卸売業等が、ガイ
ドラインを踏まえた感染防止の徹底実施と、積極的な従業員のPCR検査等を実施する
ための給付金を支給する。

72,087 産業支援課
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26
産業用ロボット導入支援
補助金

アフターコロナ社会に適応し、密集を避けるために生産工程の見直しといった課題
解決のため、新たにロボット設備の導入に取り組む企業を支援する。

1,810 産業支援課

27
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。

17,680 産業支援課

28
Web見本市等出展事業補助
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。

3,598 産業支援課

29 緊急雇用等対策事業
新型コロナウイルス感染症の影響などによる離職者の早期就労支援のため、定期的
に合同企業説明会を実施。企業見学ができないなど、就職のミスマッチを減らすた
め、企業ガイドブックを作成し、高校３年生に配布する。

8,600 産業立地課

30 企業誘致促進事業
新型コロナウイルス感染対策のために地方へのサテライトオフィス開設を検討して
いる市外企業に対して、開設費用等を支援することで、サテライトオフィスの開設
を促進する。

44,159 産業立地課

31
インターンシップ推進事
業

新型コロナウイルス感染症の影響で、首都圏などで学ぶ学生をはじめ多くの学生が
移動を伴うイベントに参加しにくい状況にあるため、オンラインによるインターン
シップガイダンスを開催し、感染リスクのない状況で学生と企業の接点を創出す
る。

2,000 産業立地課

32
長岡市内長期宿泊支援事
業

新型コロナウイルスの影響により、売上が減少している宿泊事業者を支援するた
め、長期間宿泊する際の宿泊費の一部を補助し、宿泊事業者の経営の下支えをす
る。

7,500 観光企画課

33 貸切バス等利用促進事業
新型コロナウイルスの影響により、売上が減少している交通事業者を支援するた
め、市内の貸切バス、タクシーを利用する際の貸切料金の一部を補助し、交通事業
者の経営を下支えする。

20,000 観光企画課

34 市内宿泊需要喚起事業
新型コロナウイルスの影響により、売上が減少している宿泊事業者を支援するた
め、宿泊費等の一部を補助し、宿泊事業者の経営を下支えする。

300,000 観光企画課

35
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、アフター
コロナを見据えた対策・検証を支援するため、感染防止対策等にかかる経費を支給
する。

85,000 観光事業課

36
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、
構築した短期就農体験マッチングシステムの保守・運用を行う。

1,188 農水産政策課

37

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。

19,380 農水産政策課

38 水産業振興事業
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漁業就業者として受け入
れ、漁業・漁村を支える人材の確保と育成を行うため、就業・定着促進のための漁
業現場での長期研修に係る支援を行う。

1,200 農水産政策課

39 － － － －

40 公共交通利用促進事業
まちなかの回遊や通院・買物活動など、公共交通利用の促進及びそれに伴う経済活
動の活性化を図る。

30,000 都市政策課

41 住宅リフォーム支援事業
新型コロナウイルス感染症の影響で打撃を受けた、市内の建築関連業者を支援する
ため、当補助金を活用し地域経済の活性化並びに、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。

29,000 都市政策課

42 感染症対策支援事業
市立小・中学校で教育実習を希望する市外の学校に在籍、または市外在住の実習生
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。

891 学校教育課

43 － － － －

44
ジョイフル里山木工塾事
業

木工体験や自然体験等、体験的な学びを実施するジョイフル里山木工塾において、
実施会場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。新型コロナウィルス感染症対策として、6割程度の
乗車率を想定し、バスの増便を行う。

616 学校教育課

45
学習指導推進事業費（小
学校）

（校外学習バス借上げ料）体験的な学習指導の充実のために実施する校外学習に使
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。
新型コロナウィルス感染症対策として、6割程度の乗車率を想定し、バスの増便を行
う。

2,378 学校教育課

46 美術館及び普及事業
集客が見込まれるのため、人員体制を整え徹底した感染症対策を行うことで安心安
全な展覧会を開催する。

118 中央図書館

47
科学博物館管理運営事業
（新型コロナ分）

科学博物館のホームページを改修し、新しい生活様式に対応した情報発信を促進す
ることで、感染の拡大防止と、利用者の利便性の向上を図る。

704 科学博物館

48
寺泊水族博物館整備事業
（新型コロナ分）

寺泊水族博物館のホームページを改修し、デジタル水族館として、新しい生活様式
に対応した情報発信を促進することで、感染の拡大防止と、利用者の利便性の向上
を図る。

2,111 科学博物館
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49
寺泊水族博物館整備事業
（新型コロナ分）

寺泊水族博物館の施設内消毒作業等にあたる人件費を増額し、感染対策を強化す
る。

196 科学博物館

50 感染症対策支援事業 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。 446 子ども・子育て課

51 感染症対策支援事業 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。 4,752 保育課

52
自主PCR検査等費用補助事
業

市民が自主的に行うＰＣＲ検査等の検査費用を補助することで感染拡大防止に資す
る。

12,500 健康課

53
介護施設等職員ＰＣＲ検
査費用補助金（拡充分）

【No.9の拡充】
重症化リスクが高い高齢者が利用する介護保険施設等における感染拡大の防止と従
事する職員の不安解消を図る。

6,438 介護保険課

54
障害者施設職員ＰＣＲ検
査費用補助金（拡充分）

【No.8の拡充】
障害者施設に勤務する職員が自主的にPCR検査または抗原定量検査を受検した際の費
用補助をすることで、新型コロナウイルス感染拡大の防止と従事する職員の不安解
消を図る。

4,535 福祉課

55
ワクチン接種高齢者移動
支援事業

新型コロナウイルスワクチン接種時、移動手段がない高齢者の移動支援を行うこと
に加え、利用者減少が顕著なタクシー利用を促進する。

20,000 都市政策課

56 移住定住推進事業
コロナ禍の影響により、首都圏から地方への移住の関心が高まる中、首都圏への一
極集中を是正し、人口減少による地域経済の縮小といった負のスパイラルに歯止め
をかけるため、本市への移住定住人口の増加につなげる施策を行う。

9,200 ながおか魅力発信課

57
リモートワーク推進事業
ほか

（ア）リモートワーク推進事業：在宅勤務中の会議への参加など、リモートワーク
時の課題解決のため、庁内テレビ会議を拡充する。（イ）ＩＣＴ利活用調査等業務
委託：非接触・非対面による行政手続きの拡充やそれに伴う各業務の見直しなど、
市民サービスの維持・向上、業務の効率化・デジタル化のため、専門的知見を有す
る業者のコンサルティングを活用し、効果的・効率的な推進を図る。

16,500 デジタル行政推進課

58
障害者福祉事業所支援事
業

コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが低下した障害者就労継続支援事業所を
支援するため、販売機会を拡大し、障害者の工賃維持と就労意欲の向上を目的を目
的に、販売会の開催及びECサイトへの出品手数料等の補助を行う。

5,000 福祉課

59 休日診療支援事業
新型コロナウイルス感染症の影響による受診控え等により経営状況が悪化している
長岡休日・夜間急患診療所に対して支援を行い、休日における地域の急病患者への
初期救急医療を確保する。

18,778 健康課

60
持続可能な営農体制再
編・強化支援事業（県
単）

新型コロナウイルス感染症の影響により地域農業の維持が困難となっている地域に
おいて、農業法人や集落営農組織同士が連携して地域農業農地を維持するモデルと
なる取組に対し、必要な機械等の導入を支援する。

632 農水産政策課

61
公立認可保育所等消毒事
業

施設内消毒作業を外部委託し、感染症対策をしつつ、保育所等の運営を継続する。 19,608 保育課

62 － － － －

63
特別警報に伴う注意喚起
文書発送事業

特別警報の発令に伴い、町内会へ情報を周知し注意喚起を行う。 419 市民窓口サービス課

64
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。

588 管財課

65
受入体制強化支援補助事
業

今後の感染再拡大に備え、基幹３病院が実施する感染者の受け入れ体制の強化を支
援する。

56,201 健康課

66
市内循環消費促進事業
（ながおか飲食店応援‼お
食事クーポン券）

県Go To Eatキャンペーンのスキームを活用し、市内全戸に市独自のクーポン券を配
布することで、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けている飲食店を支援
する。

128,000 産業支援課

67
市内循環消費促進事業
（ポッキリパスポート・
プレミアム）

11月に発行され、市報とともに市内全戸へ配布される「ポッキリパスポート・プレ
ミアム」へクーポン券を追加し、更なる消費喚起を促すことで、新型コロナウイル
ス感染症の拡大の影響を受けている飲食店を支援する。

63,000 産業支援課

68
自主PCR検査等費用補助事
業（拡充分）

【№52の拡充】
市民の検査需要の高まりに対応するため、自主PCR検査等費用補助事業を拡充し、感
染拡大防止に資する。
(一社)長岡市医師会が実施する無料抗原検査の運営に係る費用を支援する。

23,876 健康課

69
介護施設等職員ＰＣＲ検
査費用補助金（再拡充
分）

【No.9・No.53の再拡充】
重症化リスクが高い高齢者が利用する介護保険施設等における感染拡大の防止と従
事する職員の不安解消を図る。

4,550 介護保険課

70
障害者施設職員ＰＣＲ検
査費用補助金（再拡充
分）

【No.8・No.54の再拡充】
障害者施設に勤務する職員が自主的にPCR検査または抗原定量検査を受検した際の費
用補助をすることで、新型コロナウイルス感染拡大の防止と従事する職員の不安解
消を図る。

3,360 福祉課
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71
市立学校PCR検査体制整備
事業

市立学校で陽性者が発生した場合に、陽性者と接触があったものの、保健所が行う
行政検査の対象にならない児童生徒や教職員がPCR検査を実施できるようにすること
で、感染拡大防止に万全を期す。

7,425 学務課

72
児童館等PCR検査体制整備
事業

児童館・児童クラブで陽性者と接触した職員等が速やかにPCR検査を受けられる体制
を整備する。

1,485 子ども・子育て課

73
公私立保育園等PCR検査体
制整備事業

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。陽性者が発
生した園において安全安心に園運営を行えるようにする。

5,940 保育課

74 職員安全衛生管理事業
新型コロナウイルスの感染が拡大する状況下において、職員に対して抗原検査を実
施することにより、感染を早期に把握し職場内の感染拡大の防止を図る。

1,650 人事課

75 長岡花火継続支援事業

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため長岡まつり大花火大会を中止した
が、まつりの実施・中止に関わらず生じることとなる大会設営資材等保管管理経費
や中止によるキャンセルに伴う経費等について、来年度以降も長岡花火の打ち上げ
を継続できるよう経済的な支援を行う。

24,000 観光事業課

76 米販路創出支援事業
新型コロナウイルス感染症の影響による米価の下落に対応するため、輸出や個食需
要などの新たな市場をターゲットとした長岡産米の販路創出の取組に対し、その経
費の一部を支援する。

3,000 農水産政策課

77
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。

50,000 都市政策課

78
生活保護世帯支援体制強
化事業

新型コロナウイルス感染症の影響の長期化や緊急小口資金の特例貸付等の終了に伴
い、今後生活保護世帯の増加が見込まれることから、保護世帯への支援体制を強化
するため訪問調査業務を行う会計年度任用職員を増員する。

952 生活支援課

79
テレワーク対応型オフィ
スリノベーション補助金

企業の地方分散の流れが進んでいるため、市内の民間所有施設をサテライトオフィ
ス等として整備することを支援し、企業の新たな誘致策とする。

15,000 産業立地課

80
デジタルビジネスイノ
ベーション補助金（拡充
分）

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。要望に
合わせた形で補正予算により２次募集を行うほか、新たにＥＣサイトの出展も補助
対象として追加する。

13,110 産業支援課

81 Edu-Diver構想推進事業

新型コロナウイルス感染拡大による休校等でも、子どもたちに個別最適な学習を提
供するため、企業、4大学1高専等との連携により、多様で高度な教育コンテンツを
集積するとともに、情報提供のための双方向型教育情報プラットフォームを構築
し、どのような状況においても子どもたちの学びを止めない仕組みの構築を目指
す。

8,038 学校教育課

82

オーストラリア競泳チー
ム事前合宿中止に伴う
キャンセル料等相当額負
担事業

オーストラリア水泳連盟との協定に基づき、本市が負担する東京2020大会の事前合
宿に係る宿泊費について、新型コロナウイルス感染症の影響で合宿が中止になった
ため、キャンセル料等相当額を支払い、事業者の負担軽減を図る。

5,475 スポーツ振興課

83
新型コロナウイルス感染
症セーフティネット強化
交付金

（生活困窮者自立支援の機能強化事業）
新型コロナウイルス感染症対策として支給対象が拡大された住居確保給付金の支給
にあたり、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。

561 生活支援課

84
新型コロナウイルス感染
症セーフティネット強化
交付金

（保護決定等体制強化事業）
新型コロナウイ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体制の強化を図る。

1,155 生活支援課

85
地方創生テレワーク推進
交付金

企業の地方分散の流れが進んでいるため、市内の民間所有施設をサテライトオフィ
スとして整備・運営することを支援し、企業の新たな誘致策とする。

25,000 産業立地課

86
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化を進める学校を支援する。

3,045 教育総務課

87
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促進事業）
タブレット等の機器の取り扱いや設定、Google Workspaceの活用方法に関して、長
岡市立学校を訪問し、技術的な支援やアドバイス等を行う。

2,877 学校教育課

88
子ども・子育て支援交付
金

（放課後児童クラブ等におけるICT化推進事業に限る）
地域子育て支援センター事業の実施施設において、感染拡大防止に配慮した相談支
援体制の構築・強化を図る。

1,836 保育課

89
保育対策総合支援事業費
補助金

（保育環境改善等事業のうち新型コロナウイルス感染症対策支援事業に限る）
感染症対策をしつつ、保育所等の運営を継続する。

24,200 保育課

90
教育支援体制整備事業費
交付金

（幼稚園の感染症対策支援に限る）
感染症対策をしつつ、幼稚園運営を継続する。

200 保育課

91
子ども・子育て支援交付
金

（放課後児童クラブ等におけるICT化推進事業を除く）
感染症対策をしつつ、保育所等の運営を継続する。

11,950 保育課
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92 地域女性活躍推進交付金

長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、仕事や生活面の不安や孤独・孤立
などの困難を抱える女性に対し、相談対応や居場所の提供、生理用品など生活必需
品の無償配布、支援する人材の育成などを行い、社会との絆やつながりを回復する
支援を行う。

3,750 人権・男女共同参画課

93 自宅療養者等支援事業
新型コロナウイルス感染症と診断され、かつ自宅療養を指示された者及びその同居
家族で、食料や日用品の調達に困窮し、親族からの支援を受けることができない者
に、食料品等の生活物資の支援を行う。

7,200 福祉総務課

94
学生応援プロジェクト事
業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により経済的に困難な状況におかれている市
内の大学・高専・専門学校に通う学生に対し、長岡商工会議所と長岡市が市政だよ
り１１月号と一緒に各世帯に配布した、1,000円クーポン券付きの「ポッキリパス
ポート・プレミアム版」に、もう1,000円分を加えて、合計2,000円分のクーポン券
を配布することにより支援する。

10,000
ながおか・若者・しごと
機構推進課

95
飲食・サービス業等安心
応援給付金〈冬版〉

外出自粛等の影響を受ける飲食・サービス業や関連する小売業・卸売業等が、換気
の徹底等ガイドラインを踏まえた感染防止を実施するための給付金を支給する。

64,562 産業支援課

96
一般住宅リフォーム補助
金

新型コロナウイルス感染症等の影響で打撃を受けた、市内の建築関連業者を支援す
るため、当補助金を活用し地域経済の活性化並びに、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。

10,000 都市政策課

97
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。

53,980 観光事業課

98
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運営費を賄ってい
るところであるが、依然、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けており、大
手通り周辺でのイベント等の減少などから利用が伸び悩み、施設運営の大幅な赤字
は解消されないままとなっている。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。

10,800 道路管理課

99 路線バス運行維持支援金
新型コロナウイルスの影響により減収が続くバス路線（市が政策的に運行する路
線）を維持する。

16,000 都市政策課

100 灯油購入費助成事業
新型コロナウイルスの影響により、厳しい生活状況にある生活困窮世帯に対し、原
油価格高騰により負担が増している灯油購入費等を助成し、生活・暮らしの支援を
行う。

88,400 生活支援課

101 平日夜間診療支援事業
新型コロナウイルス感染症の影響による受診控え等により経営状況が悪化している
長岡休日・夜間急患診療所に対して支援を行い、平日夜間における地域の急病患者
への初期救急医療を確保する。

2,835 健康課

102
休日診療支援事業（薬局
分）

新型コロナウイルス感染症の影響による受診控え等により経営状況が悪化している
長岡休日・夜間急患診療所調剤薬局に対して支援を行い、休日における地域の急病
患者への初期救急医療を確保する。

4,652 健康課

103
公立学校情報機器購入事
業

高等総合支援学校の生徒に対し、就労支援を含む学習機会の確保及び環境整備のた
め、タブレット等を購入する。

7,114 教育総務課

104
新型コロナウイルス感染
症拡大防止協力金1回目
（市負担分）

県補助金を超過した分を市が単独で負担することで、県の緊急警報の発令に伴う酒
類を提供する飲食店等に出された時短要請等に応じた事業者への新型コロナウイル
ス感染症拡大防止協力金を円滑、且つ迅速に支給する。

3,519 産業支援課

105
新型コロナウイルス感染
症拡大防止協力金2・3回
目（市負担分）

県補助金を超過した分を市が単独で負担することで、県の緊急警報の発令に伴う酒
類を提供する飲食店等に出された時短要請等に応じた事業者への新型コロナウイル
ス感染症拡大防止協力金を円滑、且つ迅速に支給する。

447 産業支援課

106
新型コロナウイルス感染
症拡大防止協力金4回目
（市負担分）

県補助金を超過した分を市が単独で負担することで、県の緊急警報の発令に伴う酒
類を提供する飲食店等に出された時短要請等に応じた事業者への新型コロナウイル
ス感染症拡大防止協力金を円滑、且つ迅速に支給する。

174 産業支援課

107 高速バス運行維持支援金
新型コロナウイルスの影響により、収益が悪化している県内高速バス路線の維持を
図る。

6,464 都市政策課
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