
　新型コロナウイルス感染症は、全国的に４月後半からのピーク後減少に転じ、緊急事

態宣言が５月下旬に解除されてからは徐々に以前の生活に戻りつつありましたが、６月

下旬から首都圏を中心に、再び増加し、地方にあっても特定の場所においてクラスター

が発生しております。

　７月に入り、この置賜地域において感染者がありましたが、感染経路が特定されてお

り、それ以上の感染の拡大がなく推移しております。

　この間、本市では、感染防止のための注意喚起やマスクの配布などに取り組んだほ

か、特別定額給付金のいち早い支給手続きや、プレミアム付き商品券の販売など、市民

生活や経済活動の維持に必要な対策に取り組んでまいりました。

　市民の皆様には、感染拡大を予防する「新しい生活様式」を引き続き実践していただ

きますようお願い申し上げます。

　新型コロナウイルス感染症は誰しもが感染する可能性があり、有効なワクチンが実用化されるまでの間は、「ウィ

ズ コロナ」、コロナとともに生きていく覚悟が求められ、感染防止に細心の注意を払い、「新しい生活様式」をふまえ

ながら、感染防止と社会経済活動の両立を図っていくことが必要だと考えています。

　８月１５日には、恒例となっております成人式を他の自治体に先がけ、「新しい生活様式」を取り入れたウェブ会議の

手法によるオンラインでの開催を予定しております。オンライン成人式は、新型コロナウイルス感染症がパンデミッ

ク（世界的大流行）となっている現状で、年度内の感染収束が不透明、不確実であることから、新成人者の祝福と激励

のため開催するものです。なお、感染収束後は、新成人の皆さんに生まれ育った長井の地で一堂に会し、従来の盛大

な成人式と成人のつどいを開催したいと考えております。

　市民の皆様と一緒にこの試練を乗り切っていけますよう全力を尽くすとともに、今後とも必要な手立てに取り組ん

でまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

　本号では、この「新しい生活様式」としての取り組みをはじめ最新情報を満載しておりますので、ぜひご覧ください。

発行／山形県長井市

問い合わせ／長井市総合政策課 tel.0238-87-0714

http://www.city.nagai.yamagata.jp

◉長井市が行ったコロナ対策事業

◉長井市新型コロナウイルス感染症関連経済対策

◉農業分野への支援策

◉賃貸住宅の家賃を補助します

◉ひとり親世帯へ臨時特別給付金を給付します

◉国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免について

◉令和時代の学校教育スタンダード「GIGAスクール構想」

◉長井市まち歩き安心サポートシステム事業

◉新しい生活様式の中で地域づくりを

◉Society5.0の実現

◉長井市民文化会館リニューアル～新たな文化の発信地に～

コンテンツ

コロナに負けるな！ ウィズコロナ時代の新しい生活 令和2年（2020年）8月号
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新型コロナウイルス感染症拡大防止や医療現場
へのご支援として、ご寄附をいただきました。

　1人10万円が支給された国の特別定額給付金では、申請用紙の配布を前倒しする

など早期給付に努め、必要な人にいち早く届けることができました。

　子育て世代向けに、おらんだラジオやアプリを通して、育児サポート情報のほか新型

コロナウイルス感染症についての情報発信を行いました。また、家庭内で過ごすストレ

スでDVや虐待の発生が懸念されるため、ホットライン（専用携帯電話）を設置しました。

　4月13日～5月22日の期間、おらんだラジオで小中学生向け特別番組を放送し、学校から

のお知らせや音読、ALTによる英語学習のほかラジオを通した体操などをお届けしました。

　老朽化した施設の耐震化・長寿命化・ユニバーサルデザイン化工事を進めてい

た長井市民文化会館がリニューアルオープンします。ホール客室はゆったりと大

きな座席幅（55cm）とし、くつろいで舞台鑑賞ができるようになりました。ベビー

ルームやエレベーターの新設、舞台装置の更新、会議室や楽屋の見直しなどを行

い、たくさんの人に利用していただけるよう利便性の向上を図っています。

　「水のまち」と「黒獅子」をイメージした紺青色の外観で、内も外も大きくリ

ニューアルされた文化会館をぜひご利用ください。8月下旬に内覧会を開催し、9

月1日から一般貸出を開始します。

　長井市におけるSociety5.0を実現するため、国の制度を活用して令和2年7月

より東日本電信電話株式会社（NTT 東日本）からデジタル専門人材の派遣を受

けています。東北では長井市を含め3市のみの取り組みで、超高速、低遅延、多数

同時接続を特徴に持つ5GやAI(人工知能)などの先端技術を活用して、同社山形

支店からのサポートも受けながら長井市内のICT化を進めていきます。

　熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節機能がうまく働かず、体内に熱

がこもってしまうことで起こります。子どもや高齢者、障がいのある人などは特に

注意が必要です。新型コロナウイルス感染防止のために「3密」を避けつつ、十分

な対策をとりましょう。

◉屋外で人との距離が確保できる場合（2m以上）はマスクを外す。

◉マスク着用時には負荷がかかる作業や運動を避け、周囲の人との距離を十分に

　とれる場所で気を付けながらマスクを外して休憩する。

◉日頃からの健康管理が大切。体調が良くないと感じたら無理をしない。

◉風通しのいい日陰やエアコンが効いた室内など涼しい場所へ移動。

◉衣服を緩めたり体に水をかけるなど、体から熱を放散させ冷やす。

◉水を飲んだり、大量の汗をかいた場合はスポーツドリンクや塩あめなどで塩分補給を。

◉自分で水が飲めなかったり意識障害がある場合は重症化しているのですぐに病院へ搬送。

Society5.0の実現

◉新庁舎のネットワーク環境整備や行政業務・窓口業務の効率化
◉テレワーク環境の構築による災害時などの円滑な業務の遂行 ◉市営バスの利便性向上
◉eスポーツを活用した地域活性化策 ◉プログラミング教育と教師のサポート
◉エネルギーの地産地消化 ◉製造や農業、観光の活性化

長井市民文化会館リニューアル
～新たな文化の発信地に～

新しい生活様式の中で地域づくりを

「コロナ」と向き合う新しい生活様式

新しい生活様式の中での暮らし

3密を避けながら熱中症予防を！

　ふるさと長井会は、交流や情報交換を通して県外在住者がふ

るさとへの関心を高める事業を展開しています。コロナ禍によ

り、帰省を自粛した長井市出身の大学生や県外在住者などを対

象に地場産品を贈る事業を通して、会員数が487人から1,048

人へと大きく増加しました。

　WEBサイトを新たに立ち上げ情報発信を強化するとともに、

東京などに住む長井市に関係する人を対象として地域課題に関

するワークショップを実施して関係を深める活動を行います。

　（一社）やまがたアルカディア観光局では、コロナ禍に対応した新しいスタイル

の旅行商品「オンラインツアー」の展開を始めています。

オンラインツアーで新しい旅を提供

　オンラインツアーで疑似体験をしてもらうことで、アルカディア地域（長井市・南

陽市・白鷹町・飯豊町）に行ってみたい！その人に逢いに行きたい！につなげ、実際に

来訪してもらえる仕掛けづくりです。また、三淵渓谷や白川湖水没林、十分一山の

VR（仮想現実）撮影を行いオンラインツアーに生かせるよう検討しています。

　観光客の受け入れにあたっては、県内から隣県へと徐々に対象を広げて、感染防

止策の徹底と旅行ツアーの参加条件や実施条件を設定し対応していく計画です。

長井市が行ったコロナ対策事業

【マスク・マスク調整器】

◆遠藤博子様 ◆手塚新作様 ◆五十嵐かつ子様
◆那須建設㈱ 代表取締役社長 那須正様
◆鈴木製作所 代表 鈴木幸一様

【消毒液・除菌用アルコール】

◆ビジネスホテルイズミヤ 代表 後藤一也様
◆㈱鈴木酒造店長井蔵 代表取締役 鈴木大介様

【フェイスシールド・防護服】

◆青木芳治様　◆渡部幸夫様
◆㈱吉田製作所 代表取締役 吉田重成様

【飛沫感染防止パネル・非接触型体温計・金員】

◆米沢信用金庫 理事長 加藤秀明様
◆㈲エコファーム長井 代表取締役 梅津博之様
◆小笠原建設㈱ 代表取締役社長 小笠原和徳様
　（小笠原建設㈱災害防止協議会 会長 安部秀一様）
◆飯鉢工業㈱ 代表取締役 飯鉢文義様
◆西置賜地区保護司会 長井分会分会長 青木芳夫様
◆桑島正孝様

長井市長　内谷 重治

POINT

オンラインツアーの例

長井の地場産品を飲んで食べて応援するツアー

熱中症の症状が見られたら

長井市東京事務所・ふるさと長井会を中心とした活動

◉長井のほんわか蔵 新野さんが教える「オンライングラスアート教室」

◉オンラインワークショップ「深山和紙カーネーション作り」

◉オンラインお寺でボードゲーム

◉オンラインツアー自宅で郷土料理プラン「ご自宅で土鍋からお米を炊いて、美味しいおにぎりを作ろう」

◉事前に届く特産品を自宅で楽しみながら長井の生産者と交流するプラン

◉おきたま五蔵会と連携して伍連者（180ml×5本）と蔵元セレクトおつまみセット

　を楽しみながら蔵元杜氏とのオンライン飲み会プラン

マスクや消毒液の配布や経費補助

特別定額給付金の迅速な支給

子育て世帯へ支援

子育て世帯への情報発信

「ラジオでホームルーム」を放送

　各学童クラブで地域おこし協力隊によるけん玉教

室を行いました。㈲山形工房様より寄付していただ

いたけん玉200個を使って子ども達もけん玉を楽し

み、達成感や集中力アップにもつながりました。

　経営に影響を受け売上が大きく減少している飲食店などの事業者に、店舗や事務

所に係る賃借料を支援しました。また、新たにデリバリーやテイクアウトに取り組む事

業者に給付金を支給しました。

　外出自粛中に自宅で気軽にけん玉を楽しんでもらおうと、演歌歌手・三山ひろしさ

ん出演のけん玉PR動画を「YouTube」で発信。抽選で1,000名にけん玉をプレゼン

ト、さらにアンケートに回答で抽選で100名に米沢牛が当たる企画を実施しました。

5,000件以上の応募があり、長井市のPRと米沢牛の消費拡大の後押しとなりました。

　(一社)やまがたアルカディア観光局では、地元（長井市・南陽市・白鷹町・飯豊町）の

お店にエールを送るべく、自宅から食事代や宿泊代を先払いできる「アルカディア

エールチケット」を販売しました。チケットを先払いで購入することで、今資金を必要と

しているお店を支援できる仕組みです。

学童クラブでけん玉教室

事業者への経済支援

けん玉動画配信で全国に長井をPR！

やまがたアルカディアエールチケット販売

市民の
皆さんからの声この度は新型コロナウイルス感染症に関して、長井市

独自にマスク1人5枚の送付をしていただきました。マ

スク不足の時期であり大変ありがたかったです。今回の

長井市の対応はグッドでした。さまざま事象に対応でき

るよう今後共、英知を結集して取り組んでいただきた

いと思います。ありがとうございました。

この度は定額給付金の早期配布に向け、多くの職員の皆様

が休日返上で対応して頂いていることに対して感謝の気持

ちを伝えたくメールを送信させていただきました。一市民

として、今後も感染予防にできる限り協力していこうと強く

思いました。職員の皆様方は通常の業務に加え、多大な業

務負担になると思いますが、お体には十分お気をつけくだ

さい。この度はありがとうございました。

長井市の対策について市民の皆さんから
たくさんの感謝の声をいただきました。

その一部をご紹介します。

　自粛要請に基づいて保育所や認定こども園、学童クラブなどの利用を控えた家庭

には、保育料や利用料の減額を行いました。子育て世代へ臨時特別給付金として、児

童手当受給者に児童1人あたり１万円を支給しました。

　マスクを緊急調達し1人につき5枚を全市民に配布しました。妊婦には5枚、3歳

児～小学生の子どもには2枚ずつを追加配布したほか、福祉施設や医療機関へも

届けました。介護・障がいサービス事業所にはマスクと消毒液を届け、保育所など

が感染防止のために購入したマスクや備品などの経費補助を行いました。

マスクなどのご寄附
ありがとうございました

地域づくりと魅力発信

　新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を得て、しっかりした対策を行

いながら暮らしていくために、置賜保健所長に講話をしていただきます。講話を

録画したものを動画配信して、誰でもいつでも見られるようになっています。

災害時の避難所などでの対策

　昨年は大型で強い台風19号が、東日本各地に甚大な被害をもたらしました。

長井市内でも、最上川の水位上昇や土砂災害の危険が高まったことによる避難

勧告も発令されるなど、市民生活に影響を及ぼしました。

　コロナ禍においても、命を守る行動を最優先し避難をためらうことはあっては

なりません。そのため長井市では、災害時における避難所などの新型コロナウイ

ルス感染症防止対策を行い、避難者の感染予防に努めていきます。フェイスシー

ルド・パーテーションのほか、消毒液やペーパータオルなどの消耗品も確保し、安

全・安心な避難生活ができるようにしていきます。

　これまで長井で地域実習などを実施した学生などと地域の課題解決に向けた

取り組みを実施します。令和2年度は致芳地区、伊佐沢地区を設定し、オンライン

でのやりとりを中心に実施していく予定です。

関係人口の創出・拡大により、地域の活性化を図ります

関係人口とともに、各地域の課題解決に向けた活動を実施

　長井市は、総務省の「関係人口創出・拡大モデル事業」に採択されました。これま

でに地域実習などで長井を訪れた学生・学生OBやふるさと長井会など、いわゆる

関係人口との連携をさらに強化し、地域の活性化を図っていきます。

NTT東日本による支援例

おきたま五蔵会オンライン飲み会ローカル線で山形長井の生産者を
訪ねる旅！ オンラインツアー

オンラインワークショップ
「深山和紙カーネーション作り」

こまめな
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マスク熱中症に
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日傘や帽子を
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塩分補給を

エアコンを
上手に活用

こまめに
休息をとろう

声を
かけ合おう



長井市まち歩き安心サポートシステム事業

◉応援セールの開催

　道の駅川のみなと長井と菜なポートで

は、市内農産物や加工品の応援セールが

開催されました。農家の皆さんを支える

とともに、市民の生活を支えるライフラ

インとしての役割も果たしています。

令和時代の学校教育スタンダード「GIGAスクール構想」

コロナに負けるな！ ウィズコロナ時代の新しい生活 令和2年（2020年）8月号

長井市新型コロナウイルス感染症関連経済対策

◆問い合わせ／子育て推進課子ども家庭係 ☎0238（87）0687

　Society5.0時代の子ども達にとって、教育におけるICT（通信技術を活用した

コミュニケーション）を基盤とした先端技術の活用は必須です。

　長井市では新型コロナウイルス感染症対策の一環として、児童生徒1人1台

の学習用端末と高速大容量の通信ネットワークを整備し、多様な子ども達を誰1

人取り残すことなく、個性に合わせた学習を実現するためのICT環境を整備する

「GIGAスクール構想」の目標達成を前倒しで進めています。本年度中にタブ

レット端末（予備機を含む）1859台を配備する計画で、感染の第2波による臨時

休校時には、オンライン授業も想定しています。

　通信環境の整備にあたっては、クラウドファンディング「長井市応援プロジェク

ト」や国の補助金などを活用し、子ども達の学びの機会を確保していきます。

◆GIGAスクールによる学びのイメージ

ICT環境が充実すると…

農業分野への支援策

【対 象 者】 ❶新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の人 ➡ 保険税（料）を全額免除

 ❷新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の人 ➡ 保険税（料）の一部を減額

【申請期限】 令和3年3月31日（水）まで

◆詳しい内容はお問い合わせください。 問い合わせ／税務課市民税係 ☎0238（87）0683

◉長井市プレミアム付商品券 第2弾販売! 追加発行総額 2億4000万円

◉長井市内の全市民への商品券配布
第3弾は年末年始に向けた商品券を配布する予定です(11月頃)。 詳細は決まり次第お知らせします。

地域の消費喚起のために、市内のお店や事業所で使用できるプレミアム付商品券の第2弾を販売します。

【販売日時】 令和2年8月8日（土）9:00～12:00、9日（日）9:00～12:00
　　　　　　　 ※以降、道の駅 川のみなと長井で販売します。

【購入場所】 タス、市役所1階、致芳・西根・平野・豊田・伊佐沢の各コミュニティセンター

【購入方法】 広報ながい8月1日号に印刷された購入券をご持参ください。

【有効期限】 令和2年8月8日（土）～令和2年12月26日（土） 旅館・ホテル、飲食店、タクシー、
運転代行で使えます。

スーパーやコンビニなどの小売店や
各種サービス業で使えます。

5,000円

10,000円

(           )500円券×13枚
=6,500円分

(           )1,000円×12枚
=12,000円分

道の駅 川のみなと長井

おらんだ市場 菜なポート

賃貸住宅の家賃を補助します
住民税所得割非課税のひとり親世帯のうち、民間の賃貸住宅に住む人へ家賃を支援します。

【支給額】 月額10,000円　【支給対象月】 令和2年4月～12月分　【支給日】令和2年7月・8月・10月・12月および令和3年1月の各月11日

ひとり親世帯へ臨時特別給付金を給付します

【支給対象者】 ❶令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている者

 ❷公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者
     ※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る

 ❸新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、

 　直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった者

【給　付　額】 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円

【支給対象者】 左記❶・❷の支給対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を

 受けて家計が急変し、収入が大きく減少していると申し出があった者

【給　付　額】 1世帯5万円

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免について

1人1台タブレットと教育ICT環境の充実

　長井市では、事業者による「安心宣言」と県デジタルコンテンツ協議会が運営

する「Wi-Fi YAMAGATA」を活用した、独自の「まち歩き安心サポートシステ

ム」を導入します。お客側もお店側もお互いに安心して、営業したり買い物や飲

食などを楽しんだりできるネットワーク環境取り組みます。

次の要件を満たす人が減免の対象となります。

◆問い合わせ／子育て推進課子ども家庭係 ☎0238（87）0687

児童扶養手当受給世帯等への給付 収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付

取り扱い加盟店はポスターが目印です。

最新の加盟店は長井商工会議所ホームページまたは各会場でご確認ください。

◆問い合わせ／商品券販売について （一財）置賜地域地場産業振興センター ☎0238（88）1815
　　　　　　　取り扱い加盟店について 長井商工会議所 ☎0238（84）5394

※長井市民が対象です。 ※購入は1世帯7万円まで、その内小売・サービスの券は5万円までとなります。

※各種商品券や切手、不動産など一部の商品やサービスには使用できません。

iOSAndroid

Wi-Fi YAMAGATAアプリのダウンロードはこちらから

◉「安心宣言」のお店

　衛生面などの対策を行い一定の基準を満たした店舗は「安心宣言」のお店と

なり、まち歩き安心サポート加盟店のステッカーなどを店頭に掲示します。

◉Wi-Fi YAMAGATAを登録してクーポンをゲット

　山形県内のWi-Fiスポットへ自動で接続することができるアプリで、登録する

と現在位置周辺店舗のクーポンが自動表示されたり、観光情報を入手できま

す。各店のクーポンは電話番号を登録することで使用できるようになります。

◉Wi-Fi YAMAGATAのコロナにおける活用

　万が一、新型コロナウイルス感染者が発生し、発症者が市内店舗への来店履

歴がある場合、Wi-Fi YAMAGATAのGPSデータを活用して接触の疑いがあ

る人々への連絡が可能となり、いち早い危機管理対策の実施やクラスター発

生の早急な遮断へとつなげることができます。

挿絵や写真などを拡大・縮小、画面への

書き込みなどを活用して分かりやすく

説明することにより、子ども達の興味・

関心を高めることが可能となります。

一斉学習
教員による
教材の提示

デジタル教材などの活用により、自らの

疑問について深く調べることや、自分に

合った進度で学習することが容易とな

ります。また、一人一人の学習履歴を把

握することにより、個々の理解や関心の

程度に応じた学びを構築することが可

能になります。

個別学習

タブレット端末や電子黒板などを活用

し、教室内の授業や他地域・海外の学校

との交流学習において子ども同士によ

る意見交換、発表などお互いを高めあう

学びを通じて、思考力、判断力、表現力

などを育成することが可能になります。

協働学習

画面の拡大表示や書き込み、
音声、動画などの活用

教科書が紙から

デジタルに変わって

ランドセルが軽くなる？

東京オリ・パラホストタウン

相手国の皆さんとの交流を

続けるツールに。

中学生が修学旅行で毎年訪問

している大田区の皆さんとも

よりつながりやすく！

❶発表や話合い

❷協働での意見整理

❸協働制作

❹学校の壁を越えた学習
遠隔地や海外の学校などとの交流授業

グループでの分担、協働による作品の制作

グループや学級全体での発表・話合い

複数の意見・考えを議論して整理

❶個に応じる学習

❷調査活動

❹表現・制作

❺家庭学習

❸思考を深める学習

マルチメディアを用いた資料、作品の制作

情報端末の持ち帰りによる家庭学習

シミュレーションなどのデジタル教材を用いた思考を深める学習

インターネットを用いた情報収集、写真や動画などによる記録

一人一人の習熟の程度などに応じた学習

◉〈長井市民限定企画〉食べて応援 米沢牛！

　例年行っている「黒べこまつり」の開催が困難であ

ることから、「おうちで美味しく黒べこまつり」が企画さ

れました。A5ランクの米沢牛焼肉セットを特別価格で

購入できる取り組みで、自宅で気軽に長井産の米沢牛

を味わっていただき、消費拡大を図ります。

　また、学校給食でも米沢牛を使ったメニューがふる

まわれる予定です。8月・9月・11月の合計3回を予定

していますので、楽しみにしていてくださいね！

◉地場産品を送る際の送料を支援します

　長井市への帰省を自粛している県外在住者に、地場産品を送る際に1,000

円を上限として送料を支援します。長井のおいしい食べ物などを送って“ふる

さと”を感じてもらうとともに、生産者を応援する取り組みです。

◉学校で県産の花に触れよう！

　農林水産省の「公共施設などにおけ

る花きの活用拡大支援事業」を活用し

て、令和2年7月～令和3年1月の期間

に長井市内の小中学校・高校などで県

産の花を飾花、展示する取り組みを

行っています。

★GPSデータは、動向調査や観光客の動向、市外の人がどこから長井市に来訪し、どこへ

移動したなどのデータ解析を主目的としており、個人情報を取得せずに分析できます。

※長井市内に住所を有するなどのほか、支給要件がありますので詳しくはお問合せください。

◉長井市コロナ対応経営計画支援事業

　長井市内に事業所を持つ個人事業主と法人を対象に、

ウィズコロナを前提とした経営計画の立案とその実行を

サポートし、事業が継続できるよう支援します。

子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、国から臨時特別給付金を支給します。

学校に飾られた花。華やかで明るい雰囲気に。

　ビジネスホテルをテレワークなどの拠点として、利活用を

進める事業者に一律5万円を支給します。また、この商品プ

ランを利活用してテレワーク導入を検討する事業者にお試

し費用を支援します。さらに導入する事業者には機器など

の整備費を助成します。【ビジネスホテル等事業者向け】、

【テレワーク導入検討事業者向け】、【テレワーク導入事業者

向け】の支援を準備。詳しくはお問い合わせください。

◉テレワークを推進する事業を支援します

【支援内容および支援額】

❶経営計画立案を支援するコンサルタントなどの専門家の費

用負担を1事業者につき25万円を上限に支援します。

❷立案した経営計画の実行に必要な事業費の2/3（上限100

万円）を支援します。

「おうちで美味しく黒べこまつり」で

購入できるA5ランク米沢牛

山形県を代表する果実であるさくらんぼや、外食需要の低下によって販売が不調となり、価格下落が激しい和牛、花卉などの分野について、県と市が協調して支援を進めていきます。
か  き

◉花を飾ろう！花を贈ろう！運動

　多くのイベントが中止・縮小の影響で県産花卉の消費落ち込みを受け、山

形県では花卉産業を応援する取り組みを行いました。

か  き

か  き

※❶の対象者は申請不要、❷・❸の対象者は申請が必要です。

※対象者は申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。 OTAGAISAMA NETWORK

おたがいさま

ネットワーク

長井市まち歩き安心サポートシステム事業

おたがいさま

ネットワーク

登録者

参加店 市役所

利用 返信

クーポン・
広告配信

感染者確認の連絡

連絡

確認

◉第2弾!帰省自粛者応援事業を実施します!
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、今年のお盆の帰省を自粛する人で希望者に対し、少しでも
ふるさとを感じていただけるよう、地場産品をお贈りします。詳しくはチラシをご覧ください。




