
令和４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

単位：千円

総事業費

交付対象経費 国庫補助額 その他

1 通常交付金
感染拡大防止・支援策広
報事業

新型コロナウイルス感染症拡大防止の注意喚起と市民・事業者への支援策等を横断
幕や広報番組により広く周知し、感染防止策の徹底や支援策の効果的な活用等によ
る経済活動の維持及び活性化を図る。

1,177 1,177 広報課

2 通常交付金 市政だより発行事業
新型コロナウイルス感染症対策や市民・事業者への支援策等を、市政だより
（毎月１回発行）でわかりやすく周知し、感染防止策の徹底や支援策の効果的
な活用等による経済活動の維持及び活性化を図る。

2,603 2,603 広報課

3 通常交付金
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もの。

6,000 6,000
ミライエ長岡開設
準備室

4 通常交付金 職員採用試験実施事業
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。

1,173 1,173 人事課

5 通常交付金 行政ＩＣＴ推進事業
市職員の新型コロナウイルス感染症への感染リスクの低減及び業務継続による
市民サービス維持のため、庁内のテレワーク環境を整備し、在宅勤務を推進す
る。

7,967 7,967
デジタル行政推進
課

6 通常交付金 幸町庁舎管理事業
不特定多数の市民が利用し、ワクチン集団接種会場となっているさいわいプラ
ザにおいて、和式トイレを蓋付き洋式便座に改修することで、流水洗浄時のウ
イルスの飛散を防ぎ、新型コロナウイルス感染症拡大防止の環境を整備する。

6,724 6,724 管財課

7 通常交付金
感染症予防対策事業（ア
オーレ長岡）

市民が安心して施設を利用できるよう、空気清浄機や飛沫防止パネル等を設置
し、行政庁舎における新型コロナウイルス感染症拡大防止の環境を整備する。

1,000 1,000 管財課

8 通常交付金
自動水洗設備整備事業
（支所地域）

市民が安心して施設を利用できるよう、トイレ手洗器を自動水洗化することに
より行政庁舎における新型コロナウイルス感染症拡大防止の環境を整備する。

2,525 2,525 管財課

9 通常交付金
市民活動推進環境整備事
業（まちなかキャンパス
長岡）

新型コロナウイルスの感染拡大を防止しながら安心安全に市民活動を継続でき
るよう、WEB会議用音響システム等のオンライン環境を整備する。

2,865 2,865 市民協働課

10 通常交付金
市民活動推進環境整備事
業（アオーレ長岡）

新型コロナウイルス感染拡大を防止し、安心安全な市民活動やイベント開催を
支援するため、市民活動スペースにインターネット回線を整備するとともに、
非接触式体温計を購入するもの。

3,618 3,618 市民協働課

11 通常交付金
市民活動安全維持環境整
備事業

新型コロナウイルス感染症拡大防止を図るため、市民活動を継続できるよう、
自動検温器の設置など施設の環境を整備する。

810 810 市民協働課

事業担当課

※記載内容は実施計画作成時点のものです。

No. 区分 交付対象事業の名称 事業概要
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12 通常交付金
市民活動推進環境整備事
業（アオーレ長岡）

新型コロナウイルス感染症対策の徹底を図るため、施設内のテーブルの間隔を
空け、１テーブル当たりの椅子の数を制限したことから、市民等から休憩や打
合せできる場所が少なくなり困るとの声が寄せられているため、安心して気軽
に立ち寄れる屋外空間にテーブル・椅子等を増設することにより、感染対策を
継続しつつ、市民交流の拠点であるアオーレ長岡で市民活動の再開を後押しす
るもの。

1,500 1,500 市民協働課

13 通常交付金 市民活動支援事業

安心して市民活動を行うためのアルコール消毒液、空気清浄機等の市が指定し
た新型コロナウイルス感染症対策のための備品購入費等を補助することによ
り、停滞していた市民活動を活性化させる。なお、業務を円滑に行うため補助
金申請の相談及び受付業務をNPO法人に委託する。

16,922 16,922 市民協働課

14 通常交付金 市立劇場整備事業
ステージ上が多人数となる催しが開催できるよう、ステージ前方に張出舞台を
導入し、密集状態を避けることで新型コロナウイルス感染予防と拡大防止を図
る。

7,920 7,920 文化振興課

15 通常交付金
新型コロナウイルス感染
症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 7,200 福祉総務課

16 通常交付金
新型コロナウイルス感染
症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。

56,580 56,580 福祉総務課

17 通常交付金
障害者施設等職員PCR検
査費用補助事業

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。

810 810 福祉課

18 重点交付金
住民税非課税世帯等に対
する原油価格等高騰対策
事業

コロナ禍において、原油価格高騰により厳しい生活状況にある低所得世帯に対
する支援として、住民税非課税世帯等に対し、燃料費等を助成し、生活・暮ら
しの支援を行うもの。

35,000 17,500 17,500 生活支援課

19 通常交付金
生活保護相談等体制強化
事業

新型コロナウィルス感染症の影響により、増加が見込まれる生活保護の相談受
付、申請処理及び訪問調査の体制強化を図るため、生活保護面接相談員１名、
生活保護調査補助員１名、生活保護訪問現業員１名を会計年度任用職員として
増員するもの。

7,336 3,809 3,527 生活支援課

20 通常交付金
生活困窮者自立支援機能
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。

2,271 565 1,706 生活支援課

21 通常交付金
介護施設等職員PCR検査
費用補助事業

介護保険施設等に勤務する職員の不安解消を図り、新型コロナウイルス感染拡
大の防止を図るため、PCR検査等の自主検査費用に対して補助を行う。

4,810 4,810 介護保険課
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22 通常交付金
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新型コロナウイ
ルス感染拡大防止に資する。

17,500 9,764 7,736 健康課

23 通常交付金 医療体制強化支援事業
新型コロナウイルス感染症の院内感染に備え、基幹３病院が新型コロナウイル
ス感染症対策として購入した物品に要した経費を補助することにより医療提供
体制の確保・強化を支援する。

15,000 15,000 健康課

24 通常交付金 感染症予防事業

新型コロナウイルス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。

8,928 8,928 健康課

25 通常交付金
感染症予防対策事業（全
公共施設）

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、消毒液を市有施設で活用・備蓄
し、新型コロナウイルス感染症の感染及び新型コロナウイルス感染拡大の予防
を徹底する。

28,903 28,903 環境政策課

26 通常交付金
一般廃棄物収集運搬業務
燃料費支援事業

新型コロナウイルス感染症流行等のため、原油価格等の影響を受ける中で事業
者に対し、事業継続に向けた支援金を支給する。

15,500 15,500 環境業務課

27 通常交付金
イノベーション加速化推
進事業

設備導入等にかかる経費を補助することにより、アフターコロナにおいて企業
の事業継続に不可欠なSDGsへの対応等持続可能な循環型社会への転換に備える
市内産業の競争力強化を支援する。

35,240 35,240
産業イノベーショ
ン課

28 重点交付金
省エネ設備導入緊急支援
事業

設備導入等にかかる経費を補助することにより、コロナ禍において電気料金の
高騰に直面する市内事業者が行う省エネに向けた取り組みを支援する。

203,300 203,300
産業イノベーショ
ン課

29 通常交付金
イノベーション加速化推
進事業

デジタル化による生産性向上を目的とした設備やシステムの導入を支援し、新
型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている市内中小企業者のデジ
タル分野の成長を後押しするもの。

53,191 53,191 産業支援課

30 通常交付金 中小企業金融事業
新型コロナウイルス感染症対応要件で融資を受ける際の信用保証料相当分の費
用を補助し、円滑な資金調達のための事業者負担を軽減するもの。

18,480 18,480 産業支援課

31 通常交付金
商店街活動活性化支援事
業

顧客の回復が遅い長岡市内中心部の商店街が、ポストコロナの新たな生活様式
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も
の。

5,000 5,000 産業支援課

32 通常交付金
中心市街地活性化基本計
画推進事業

コロナ禍の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「まちゼミ」や商店街のPR活動などの取り組みを
支援するもの。

2,500 2,500 産業支援課
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33 通常交付金 商業団体等支援補助事業
新型コロナウイルス感染症の影響下にある地域企業の売上回復や事業拡大に向
けて商工会等の各団体が実施する取組みに対して補助金を交付するもの。

20,415 20,415 産業支援課

34 通常交付金 事業承継支援事業
コロナ禍等の災害時の事業継続と、次世代へ事業を引き継ぐ事業承継に対する
補助金により、災害に強く、次世代を見据えた事業継続を促進するもの。

4,517 4,517 産業支援課

35 通常交付金
デジタル田園都市国家構
想推進交付金

（デジタル地域通貨導入支援事業）
市内全域のキャッシュレス化の推進とともに、コロナ禍からの売上回復が遅れ
る地域経済の活性化を図る。

20,850 10,425 10,425 産業支援課

36 通常交付金 地域企業成長支援事業
中小製造業のデジタル化の実装（デジタルチェーンの構築）を支援すること
で、製造業の経営体質の根本的な強化を図り、原油価格・物価高騰の影響を改
善できるような生産革新を目指すもの。

20,000 20,000 産業支援課

37 重点交付金 事業者営業継続支援事業
コロナ禍における原油価格・物価高騰により、経営に大きな影響を受けている
貨物自動車運送事業に対して、営業継続に向けた応援金を支給するもの。

123,291 123,291 産業支援課

38 通常交付金
地場産業販路開拓促進事
業

新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている市内事業者の販路拡
大を図るため、長岡市公式アンテナショップの開設やセミナー勉強会を開催す
る。ECサイトにチャレンジする事業者を育成し、地域経済活性化の一助とする
もの。

50,000 50,000 産業支援課

39 通常交付金
市内循環消費促進事業
（ポッキリパスポートプ
レミアム）

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年度から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も
の。

75,000 75,000 産業支援課

40 通常交付金
市内循環消費促進事業
（ポッキリパスポートプ
レミアム）

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年度から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」事業に上乗せクーポンを追加
するもの。

120,000 120,000 産業支援課

41 通常交付金
インターンシップ推進事
業

コロナ禍で、地元就職を希望する首都圏学生をはじめ多くの学生が地元企業の
情報を得にくい状況にあるため、時間や場所に捉われない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、企業とより多くの学生とのマッチングの
機会を提供するもの。また、県内学生が市内企業へのインターンシップを実施
する際の感染防止対策費等相当の給付金を支給することで、経済的負担を軽減
し、将来の就職先企業となりうる企業との接点の創出を支援するもの。

5,850 5,850 産業立地課
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42 通常交付金
インターンシップ推進事
業

長岡で暮らしながら首都圏企業（本社採用・同待遇）に完全リモートワークで
勤める新しい働き方「長岡ワークモデル（その実践者をNAGAOKA WORKERと呼
ぶ）」を推進し、ウィズコロナ時代に対応した若者の地元定着を促進するた
め、首都圏企業等と市内学生のマッチングを図り、NAGAOKA　WORKERの採用を目
指したオンラインインターンシップによるキャリアトレーニング（有償）を実
施するもの。

6,000 6,000 産業立地課

43 通常交付金 緊急雇用等対策事業

コロナ禍で、地元就職を希望する首都圏学生をはじめ多くの学生や高校生が地
元企業の情報を得にくい状況にあるため、高校３年生を対象とした企業ガイド
電子ブックを作成するほか、多様な働き方が進む中で、リモートワークなど新
しい働き方を実践しているNAGAOKA　WORKER賛同企業の情報を発信するもの。

3,560 3,560 産業立地課

44 通常交付金 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。

45,806 45,806 産業立地課

45 通常交付金 市内宿泊需要喚起事業
新型コロナウイルス感染症の影響により、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。

90,000 90,000 観光企画課

46 通常交付金
市内宿泊需要喚起事業
（追加分）

新型コロナウイルス感染症の影響により、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。

94,000 94,000 観光企画課

47 通常交付金 旅行商品造成支援事業
新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ観光誘客の回復を図り、市
内観光関連事業者の事業継続を下支えするために、旅行会社が造成する旅行商
品に対して助成を行う。

8,000 8,000 観光企画課

48 通常交付金
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新型コロナウイルス感
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
止対策等に係る経費を支給する。

150,000 150,000 観光事業課

49 通常交付金
市有施設感染症拡大防止
対策事業（観光施設）

駐車場の混雑状況をリアルタイムで把握し、HP等により周知することで密とな
る状況を避けることができるなど、利用者が安心して施設を利用できるよう、
道の駅ながおか花火館に車番認証システムを導入し、観光施設における感染拡
大防止の環境を整備する。

7,640 7,640 観光事業課

50 通常交付金 新規就農支援等事業
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や短期アルバイ
トとして受け入れるため、マッチングアプリ運用や農業者への給与補助など体
制整備を図る。

22,956 22,956 農水産政策課

51 通常交付金
新規漁業者長期研修支援
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。

2,400 2,400 農水産政策課
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令和４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

単位：千円
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事業担当課
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52 通常交付金
デジタル田園都市国家構
想推進交付金

（長岡版スマートアグリ推進事業）
ウィズコロナ対策として、スマート農業による省力化や人材確保・育成を行う
ため、スマートアグリ技術を導入し、デジタル人材の育成や異常気象などに強
い産地形成を図る。

40,220 20,110 20,110 農水産政策課

53 通常交付金
米の需要減少対策緊急支
援事業

新型コロナウイルス感染症の影響等による主食用米需要の急激な減少に対応す
るため、令和４年産において緊急的に主食用米から非主食用米へ作付転換を行
う取組に対する支援を行う。

57,000 57,000 農水産政策課

54 通常交付金 住宅リフォーム支援事業
新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた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
助するもの。

30,000 30,000 都市政策課

55 通常交付金 住宅リフォーム支援事業

新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた市内建築関連業者の振興による地
域経済の活性化と併せてカーボンニュートラルに向けた持続可能な取組みとし
て、市民の住環境の向上を図り、既存住宅の継続的な利用と居住促進のため、
リフォーム経費の一部を補助するもの。

30,125 30,125 都市政策課

56 重点交付金
公共交通等事業継続支援
事業

新型コロナウイルス感染症の長期化及び燃料費高騰の影響を受けている、市民
の送客維持を担うバス・タクシー事業者を支援する。

28,800 28,800 都市政策課

57 通常交付金
ワクチン接種高齢者移動
支援事業

新型コロナワクチン接種時の移動手段がない高齢者の移動支援を行うことに加
え、タクシー利用を促進するため、タクシー料金割引にかかる経費を補助す
る。

12,600 12,600 都市政策課

58 通常交付金 電気バス導入支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響で公共交通機関の利用者が減少していること
に加え、生活様式の変化により短期間での利用回復が見込み難いことから、電
気バスを導入することで利用促進のインセンティブとするとともに燃料費削減
を図り経営不振となっている事業者を支援するため、電気バス購入費用の一部
を補助する。また、電気バスの導入によりポストコロナ時代の持続可能な脱炭
素社会実現を支援するもの。

22,400 22,400 都市政策課

59 － － － － － － － －

60 通常交付金
自動水栓設備整備事業
（小学校）

新型コロナウイルス感染症予防策として、学校の手洗い場に自動水栓設備を整
備する。

22,000 22,000 教育施設課

61 通常交付金
自動水栓設備整備事業
（中学校）

新型コロナウイルス感染症予防策として、学校の手洗い場に自動水栓設備を整
備する。

20,000 20,000 教育施設課

62 通常交付金
自動水栓設備整備事業
（総合支援学校）

新型コロナウイルス感染症予防策として、学校の手洗い場に自動水栓設備を整
備する。

520 520 教育施設課
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令和４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

単位：千円

総事業費

交付対象経費 国庫補助額 その他
事業担当課

※記載内容は実施計画作成時点のものです。

No. 区分 交付対象事業の名称 事業概要

63 重点交付金
学校給食費支援事業（小
学校）

コロナ禍における物価高騰の中で、食材費が高騰しても保護者負担を増やすこ
となく、これまで通りの栄養バランスや量を保った学校給食が実施できるよう
学校給食費を支援する。

49,655 49,655 学務課

64 重点交付金
学校給食費支援事業（中
学校）

コロナ禍における物価高騰の中で、食材費が高騰しても保護者負担を増やすこ
となく、これまで通りの栄養バランスや量を保った学校給食が実施できるよう
学校給食費を支援する。

26,112 26,112 学務課

65 重点交付金
学校給食費支援事業（総
合支援学校）

コロナ禍における物価高騰の中で、食材費が高騰しても保護者負担を増やすこ
となく、これまで通りの栄養バランスや量を保った学校給食が実施できるよう
学校給食費を支援する。

1,103 1,103 学務課

66 通常交付金
学校保健特別対策事業費
補助金

（感染症対策等支援事業費（小学校））
円滑に教育活動を継続することを目的に、保健衛生用品や備品の購入、消毒作
業員を配置することにより、新型コロナウイルス感染症や児童が安全安心に学
ぶことができる体制整備の促進を支援する。

60,750 30,375 30,375 学務課

67 通常交付金
学校保健特別対策事業費
補助金

（感染症対策等支援事業費（中学校））
円滑に教育活動を継続することを目的に、保健衛生用品や備品の購入、消毒作
業員を配置することにより、新型コロナウイルス感染症や児童が安全安心に学
ぶことができる体制整備の促進を支援する。

29,700 14,850 14,850 学務課

68 通常交付金
学校保健特別対策事業費
補助金

（感染症対策等支援事業費（総合支援学校））
円滑に教育活動を継続することを目的に、保健衛生用品や備品の購入、消毒作
業員を配置することにより、新型コロナウイルス感染症や児童が安全安心に学
ぶことができる体制整備の促進を支援する。

5,400 2,700 2,700 学務課

69 通常交付金 英語力向上推進事業
ＪＥＴプログラムによる外国語指導助手（ＡＬＴ）の招致に係る渡航負担金の
うち、検査にかかる経費やや待機期間にかかる経費など新型コロナウィルス感
染症関連経費を負担し、安心・安全な入国及び児童生徒の英語力育成を図る。

896 896 学校教育課

70 通常交付金
教育実習生PCR検査実施
事業

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、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。

891 891 学校教育課

71 通常交付金
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、新型コロナウイルス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。

850 850 学校教育課

72 通常交付金
学習指導推進事業（校外
学習バス借上げ）

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、新型コロナウイルス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。

2,177 2,177 学校教育課

73 － － － － － － － －

7／12



令和４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

単位：千円
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交付対象経費 国庫補助額 その他
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74 通常交付金
馬高・三十稲場遺跡遺跡
管理運営事業

新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、AI体温測定器を馬高縄文館内に
設置する。

96 96 科学博物館

75 通常交付金 寺泊水族博物館整備事業

新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、不特定多数の人が訪れる寺泊水
族館において、外部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）への交換等を実施するとともに、外気温調整機能付きAI
体温測定器を館内に設置する。

854 854 科学博物館

76 通常交付金 科学博物館管理運営事業

新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、空気清浄機交換部品の購入や、
展示解説動画を作成し、ホームページ上で公開することにより、新しい生活様
式に対応した情報発信を強化する(来館せずとも博物館の学習支援を行うことが
可能となる)。

1,918 1,918 科学博物館

77 通常交付金 子育て世帯家計支援事業
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、原油価格や物価高騰
の影響を受けている子育て世帯への経済的な負担軽減の一助として給付金を支
給するもの。

798,151 798,151 子ども・子育て課

78 通常交付金 子ども食堂応援事業

新型コロナウイルス感染症の対応により、弁当容器や衛生管理に要する費用負
担が大きい「子ども食堂」の安定的な運営を支援するため、新型コロナウイル
ス感染症の流行に係る措置として、補助金を５万円から７万円に増額するも
の。

400 400 子ども・子育て課

79 通常交付金
実習生PCR検査実施業務
（柿が丘学園、双葉寮）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実習を希望する学生にPCR検査を実
施し、実習生及び実習生を受入れる園が安心安全に保育実習を行える環境を整
備する。

446 446
子ども家庭セン
ター

80 通常交付金
保育実習生PCR検査実施
事業（保育園等）

保育実習生及び受入れ園が安心安全に保育実習できるようにするため、実習生
にPCR検査を実施してもらう環境を整備する。

6,386 6,386 保育課

81 通常交付金
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、新型コロナウイルス感染症対策をしつつ、保育
所等の運営を継続する。

27,892 27,892 保育課

82 通常交付金
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）
新型コロナウイルス感染症対策をしつつ、保育所等の運営を継続するため、マ
スク・消毒液等の購入や園職員が感染症対策の徹底を図りながら事業を実施す
るために必要な経費を補助する。

41,070 20,535 20,535 保育課

83 通常交付金
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）
新型コロナウイルス感染症対策をしつつ、幼稚園運営を継続するため、マス
ク・消毒液等の購入に必要な経費を補助する。

400 200 200 保育課
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84 通常交付金
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）
新型コロナウイルス感染症対策をしつつ、保育所等の運営を継続するため、マ
スク・消毒液等の購入や園職員が新型コロナウイルス感染症対策の徹底を図り
ながら事業を実施するために必要な経費を補助する。

28,750 9,584 9,583 9,583 保育課

85 通常交付金
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、Wi-Fiやパソコン等を導入す
ることで、子育て相談をオンラインでも受けられるようにし、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止に配慮した相談支援体制の構築・強化を図る。

2,500 834 833 833 保育課

86 通常交付金 救急業務感染対策事業
安全な救急業務を行うため、新型コロナウイルス感染防止用消耗品、応急手当
普及啓発用資器材（新型コロナウイルス感染防止対策）及び新型コロナウイル
ス感染防止用資器材を配備する。

13,893 13,893 消防本部総務課

87 通常交付金 休日診療運営補助事業
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。

4,336 4,336 健康課

88 重点交付金
化学肥料等低減対策支援
事業

コロナ禍における化学肥料高騰に伴い、国際市況の影響を受けにくい鶏ふん等
の有機質資材を使用した土づくりを支援することで、化学肥料使用量の低減を
目指す。

91,320 91,320 農水産政策課

89 通常交付金
物価高騰等対策農地維持
支援事業

水害や土砂災害防止の役割を担う農地や農業用排水路の維持継続を目的とし
て、公益性の観点から、コロナ禍における電気料金高騰の影響を受ける農業者
に対して、農業経営維持を支援するため、農業水利施設(排水施設を目的とする
施設を除く）にかかる電気料金の高騰分について補助をする。

26,250 26,250 農林整備課

90 重点交付金
フードバンク応援補助事
業

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、原油価格や物価高騰
の影響を受けている「フードバンクながおか」の安定的な運営を支援するた
め、補助金を60万円から100万円に増額する。

400 400 子ども・子育て課

91 重点交付金
子ども食堂運営費補助事
業

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、原油価格や物価高騰
の影響を受けている「子ども食堂」の安定的な運営を支援するため、補助金を7
万円から10万円に増額する。

600 600 子ども・子育て課

92 通常交付金
デジタル地域通貨導入支
援事業（プレミアムポイ
ント）

コロナ禍における、原油価格・物価高騰による売上減少の影響が大きい飲食店
や小売店等への需要喚起策として、デジタル地域通貨協議会が運営するデジタ
ル地域通貨稼働に合わせプレミアムポイント及び取扱店キャッシュバックの付
与を行うことで利用者・決済額の拡大を図るとともに、消費喚起、物価高騰に
おける生活支援・事業者支援を図る。

38,000 38,000 産業支援課

93 重点交付金
エネルギー価格高騰対策
支援事業（障害者施設
等）（福祉分）

コロナ禍における障害者施設等のエネルギー価格高騰による負担軽減を図るた
め、燃料費及び光熱費を支援することで、利用者へのサービス低下を抑える。

31,200 31,200 福祉課
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94 重点交付金
エネルギー価格高騰対策
支援事業（介護保険施設
等）（介護分）

コロナ禍におけるエネルギー価格高騰による影響を受けた事業者の負担軽減を
図るため、燃料費及び光熱費を支援することで利用者へのサービス低下を抑え
る。

102,050 102,050 介護保険課

95 重点交付金
エネルギー価格高騰対策
支援事業（介護保険施設
等）（長寿分）

コロナ禍におけるエネルギー価格高騰による影響を受けた事業者の負担軽減を
図るため、燃料費及び光熱費を支援することで利用者へのサービス低下を抑え
る。

1,210 1,210 長寿はつらつ課

96 通常交付金
基幹病院物価高騰対策補
助事業

コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響を受けた基幹3病院の電気料金及
びガス料金を支援することで救急医療の提供体制を堅持し、新型コロナウイル
ス感染症病床の確保を図る。

243,000 243,000 健康課

97 重点交付金
物価高騰等対策農業支援
事業

コロナ禍及び国際情勢の影響による原油及び物価の高騰により、生産コストが
増加している農業経営体の経営の安定化を図るため、燃油使用料又は肥料費を
低減するため必要な機械等の導入を支援する。

3,937 174 3,763 農水産政策課

98 通常交付金
長岡市食肉流通安定化事
業

新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰等の影響による電気料の値上
げにより、食肉センターの健全な運営に支障をきたしているため、上昇分の電
気料について支援を行い、安定的なと畜体制を確保することで、畜産業の維持
及び安全な食肉供給を図る。

18,000 9,000 9,000 農水産政策課

99 重点交付金
物価高騰等対策水産業支
援事業

コロナ禍及び国際情勢の影響による電気料金高騰等により、影響を受けている
漁協等が導入する省エネルギー施設・機器に対し支援を行うことにより、経営
改善を図るもの。

3,474 315 3,159 農水産政策課

100 重点交付金
学校給食費支援事業（小
学校）(追加分)

コロナ禍における物価高騰の影響により米飯や牛乳の価格が年度途中で増額改
定されるなど、当初の物価高騰見込みを上回る状況に対応するため、一食当た
り10円分を追加支援する。また、新潟大学附属長岡小学校に対しても、市立学
校と同様に保護者負担を増やすことなくこれまで通りの栄養バランスや量を
保った学校給食が実施できるよう支援する。

13,199 13,199 学務課

101 重点交付金
学校給食費支援事業（中
学校）(追加分)

コロナ禍における物価高騰の影響により米飯や牛乳の価格が年度途中で増額改
定されるなど、当初の物価高騰見込みを上回る状況に対応するため、一食当た
り10円分を追加支援する。また、新潟大学附属長岡中学校に対しても、市立学
校と同様に保護者負担を増やすことなくこれまで通りの栄養バランスや量を
保った学校給食が実施できるよう支援する。

7,645 7,645 学務課

102 重点交付金
学校給食費支援事業（総
合支援学校）(追加分)

コロナ禍における物価高騰の影響により米飯や牛乳の価格が年度途中で増額改
定されるなど、当初の物価高騰見込みを上回る状況に対応するため、一食当た
り10円分を追加支援する。

262 262 学務課

103 通常交付金
エネルギー価格高騰対策
支援事業（障害者施設
等）（家庭センター分）

コロナ禍におけるエネルギー価格高騰による影響を受けた事業所の負担軽減を
図るため燃料費及び光熱費を支援することで、利用者へのサービス低下を抑え
る。

2,470 2,470
子ども家庭セン
ター
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104 通常交付金
原油価格・物価高騰対策
補助事業（私立保育園
等）

コロナ禍における今般の物価上昇を受けた公定価格（国が定める保育所等の運
営費）の増額改定が行われないため、物価上昇分を補助するもの。

83,775 83,775 保育課

105 通常交付金
路線バス運行維持支援事
業

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）を維持するため、運行補助金により支援する。

8,500 8,500 都市政策課

106 通常交付金
介護施設等職員PCR検査
費用補助事業（追加分）

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新型コロ
ナウイルス感染拡大の防止を図るため、職員を対象に実施したPCR検査等の自主
検査費用に対して補助を行う。

2,340 2,340 介護保険課

107 通常交付金
休日診療運営補助事業
（追加分）

長岡休日急患診療所において、多くの医療機関が診療を縮小する年末年始期間
中に発熱外来検査体制の拡充に要する人件費を追加交付することで、新型コロ
ナとインフルの同時流行（ツインデミック）に対応する。

1,580 1,580 健康課

108 通常交付金
平日夜間診療運営補助事
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。

2,959 2,959 健康課

109 通常交付金
自主PCR検査等費用補助
事業（追加分）

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新型コロナウイ
ルス感染拡大防止に資する。

3,564 3,564 健康課

110 通常交付金
デジタル地域通貨導入支
援事業（プレミアムポイ
ント）(追加分)

コロナ禍における、原油価格・物価高騰による売上減少の影響が大きい飲食店
や小売店等への需要喚起策として、デジタル地域通貨協議会が運営するデジタ
ル地域通貨稼働に合わせプレミアムポイント及び取扱店キャッシュバックの付
与を行うことで利用者・決済額の拡大を図るとともに、消費喚起、物価高騰に
おける生活支援・事業者支援を図るもの。

100,000 100,000 産業支援課

111 重点交付金
下水道事業会計繰出・補
助事業

コロナ禍における原油価格・物価高騰等により、経営に大きな影響を受けてい
る公営企業（下水道事業）に対して、高騰した汚水処理に要する費用（電気料
金）を対象とした操出金を交付するもの。

100,553 100,553 下水道課

112 重点交付金
簡易水道事業会計繰出・
補助事業

コロナ禍における原油価格・物価高騰等により、経営に大きな影響を受けてい
る公営企業（簡易水道事業）に対して、高騰した浄水処理等に要する費用（電
気料金）を対象とした補助金を交付するもの。

4,580 4,580
水道局業務課経営
企画室

113 通常交付金
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、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、支援金を支給するもの。

9,475 9,475 観光事業課

114 通常交付金
休日調剤薬局運営補助事
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
いる休日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。

1,361 1,361 健康課
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115 重点交付金
妊娠出産子育て支援交付
金

妊娠期から出産・子育てまでを一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即
した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を充実し、新型コロナウイルス感染
拡大や物価高騰等の影響に対する経済的支援を一体として実施するもの。

244,266 40,467 163,590 40,209 子ども・子育て課

116 重点交付金
妊娠出産子育て支援交付
金

新型コロナウイルスの感染拡大や物価高騰等の影響を受けている全ての妊婦や
子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、見通しを立てるための面談
を行い、必要な支援につなぐもの。

150 25 100 25 子ども・子育て課

117 重点交付金
物価高騰等対策農業支援
事業（追加分）

コロナ禍及び国際情勢の影響による原油及び物価の高騰により、生産コストが
増加している農業経営体の経営の安定化を図るため、燃油使用量又は肥料費を
低減するため必要な機械等の導入を支援する。

16,400 743 15,657 農水産政策課
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