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各対策部の取組（進捗報告）について（令和２年７月２２日現在） 

 

【総務対策部】  

１．事業等の進捗（実施済、実施中） 

〇雇用対策 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、雇止め等となった方を会計年度任用職

員として 100 人採用 

・募集期間：募集中（5 月 1 日～） 

・応募状況：2５件（内２１件採用決定） 

※４件については、民間採用決定(２)、辞退(２)のため。 

○情報発信の充実 

・ホームページ上の専用ページの運用 

  事業活動・市民生活への各種支援、感染拡大防止策等について、随時更新 

・特別定額給付金の重点的周知 

  特別定額給付金の 8 月 31 日申請締切を周知するポスターを市電全車両内に掲出

(7 月 1 日～31 日) 

・夏の感染症予防対策、人権への配慮や相談窓口、事業活動・市民生活への各種支

援の広報 

広報紙「市民のひろば」８月号の特集(8 月 1 日) 

 

２．今後の取組（予定） 

〇雇用対策 

・引き続き募集を継続 

○情報発信の充実 

 7 月専決補正等を受けて開始・拡充される感染拡大の防止、事業活動・市民生活

への各種支援等について、ホームページの専用ページを中心に、各種媒体で広報を

行う 

 

 

【企画財政対策部】 

１．事業等の進捗（実施済、実施中） 

○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（第二次交付分）に係る対応 

 交付金の内容を踏まえ、本市の補正予算を専決（７月２２日） 

 

２．今後の取組（予定） 

○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（第二次交付分）に係る対応 

 引き続き、交付金の内容を踏まえた補正予算編成の検討を進める。 
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【市民対策部】 

１．事業等の進捗（実施済、実施中） 

〇特別定額給付金 

(1)申請・給付状況（Ｒ2.7.21 現在） 

①申請件数：293,786 件  

②給付件数：289,074 件  

給付金額：58,951,900 千円  

③給 付 率：96.8% 

(2)未申請者への勧奨 

①勧奨ハガキ通知（7/17） 

 9,324 件（R2.7.13 時点）※8 月中旬に再度通知予定 

②広報 

 市民のひろば(7･8 月号)、テレビ･ラジオスポット（7･8 月） 

リビングかごしま（7･8 月） 

〇人権啓発チラシ「ＳＴＯＰ！コロナ差別」配布 

「ＳＴＯＰ！コロナ差別」のチラシを作成、ホームページでの掲出をはじめ、 

行政情報掲示板で各課、市所管施設での配布、掲示を促す。 

 

 

【健康福祉対策部】 

１．事業等の進捗（実施済、実施中） 

○住居確保給付金の支給  

・相談件数 1,263 件 

・申請件数   222 件 

〇高齢者福祉施設等に対して、新型コロナウイルス感染防止策等の徹底を周知 

〇介護保険料の減免 

 ・申請件数   40 件（承認済み 28 件） 

〇後期高齢者医療保険料の減免 

 ・申請件数    8 件（承認済み  0 件） 

 

 

【こども未来対策部】 

１．事業等の進捗（実施済、実施中） 

〇子育て世帯への臨時特別給付金 

 （児童手当受給対象世帯に対象児童１人あたり１万円給付） 

 公務員以外の対象者に案内チラシを６／５（金）発送し、（合計４２，３０２件） 

 辞退等を除く支給対象者へ６月２６日（金）に振り込み済。 

 ・振込金額  ７２９，０２０，０００円 

 ・対象世帯数      ４２，２８０世帯 

 ・対象児童数      ７２，９０２人 

※公務員は申請が必要なため、本市居住分については６／１から申請書受付中。

６月末までの申請分を７月末振込予定。（約３，６００件） 

＜次ページに続く＞ 
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〇ひとり親世帯への臨時特別給付金 

 （児童扶養手当受給世帯等へ１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円給付） 

・令和２年６月の児童扶養手当受給者に対する案内チラシを７／２１（火）に発

送し、辞退等を除く支給対象者へ８月２４日（月）に振込予定。 

・公的年金受給者及び家計急変者については８／３（月）から窓口での申請受付

を開始する。 

○地域の飲食店子ども食堂プロジェクト 

 ・実施時期を第１期（７/２１～９/３０）、第２期（１０/１～１２/３１）、第

３期（１/１～３/３１）に分けて実施する。 

 ・第１期参加子ども食堂１２食堂（１５店舗） 

○育児支援家庭訪問事業（新型コロナウイルス対策業務） 

 ・保護者等全員が自宅療養等の指示を受けている子育て家庭を対象に、健康観察 

  や買い物代行等を実施（7/20（月）から事業開始） 

〇保育所等への衛生用品の配付（7/16・7/17 配付済） 

※ただし、一部用品については、現在調整中 

〇地域子育て支援拠点施設等への衛生用品の配布等 

○児童クラブへ小学校が閉鎖した場合の対応等について通知 

 

２．今後の取組（予定） 

○児童クラブへの衛生用品の配布等 

○児童クラブへ熱中症対策を含む感染症対策についての通知送付 

 

 

【産業対策部】 

１．事業等の進捗（実施済、実施中） 

〇金融相談窓口の設置 

・相談件数 8,699 件、認定件数 4,948 件（2/18～7/20） 

〇事業継続支援金の申請受付開始(5/11) 

  新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少し、事業継続に困っている

中小企業者等に対して支援金を給付する(上限 30 万円)。 

・事業継続支援金の制度拡充(6/19) 

  [拡大内容] 

■対象業種を小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業に加え、

農林水産業、建設業、製造業、卸売業など全業種に拡大 

■対象者の開業基準日を 2019 年 12 月 31 日から 2020 年 2 月 29 日 

に拡大 

■申請受付期限を 6/30 から 8/31 に延長 

・相談件数 4,514 件、申請件数 2,643 件（5/11～7/20） 

〇EC サイト・ホームページ導入等支援事業補助金の申請受付開始(7/1) 

 製造業者等の販路拡大や製品ＰＲを図るため、EC（電子商取引）サイト・ホーム

ページの立ち上げ等に対し助成を行う。(補助率 3/4、上限 40 万円) 

 申請件数 21 件（7/1～7/20） 

＜次ページに続く＞ 
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○雇用・労務相談窓口の開設 

 雇用調整助成金や労務管理についての相談に対応するため、社会保険労務士によ

る相談窓口を開設（5/18～7/31（※6/30 までを延長）） 

・相談件数 32 件（5/18～7/21） 

 

３．その他（課題、市民からの意見等） 

〇事業継続支援金 

・５月１１日から事業継続支援金の専用ダイヤルを設置し、対象業種の確認や申請

書類についての相談等の問い合わせに丁寧に対応しているところである。 

・認定件数 2,142 件（7/20 現在）。 

・事業継続支援金の対象外である売上減少が５０％以上の事業者からの申請に対し

ては、国の持続化給付金を案内しているところである。 

 

 

【観光交流対策部】 

１．事業等の進捗（実施済、実施中） 

〇宿泊施設等新型コロナ対策支援補助金の申請受付開始(7/1) 

・本市観光の早期回復につなげるために実施する衛生対策強化などの取組に対し、

補助金を交付（補助率 10/10） 

【補助額】 

宿泊事業者  ：合計収容定員数に応じた金額（最大 100 万円） 

貸切バス事業者：3 万円×保有台数(最大 50 万円) 

タクシー事業者：1 万円×保有台数(最大 50 万円) 

・申請件数 23 件（7/22 現在） 

○県外観光客宿泊キャンペーン事業 

・企画提案競技による事業者選定中 

○修学旅行誘致に向けた取組（かごしま水族館、平川動物公園、鹿児島ぶらりまち

歩きなど計９観光施設等無料化） 

・7/14 校長会にて説明 

・申請件数 ３校（7/22 現在） 

 

 

【建設対策部】 

１．事業等の進捗（実施済、実施中） 

○窓口カウンターへの防護材（透明アクリル板、透明ビニールカーテン）の設置 

・公園緑化課追加（計 12 課） 

○市営住宅等家賃減免 

・実施件数：81 件（4/3～7/21） 

○離職退去者への市営住宅等の提供 

・提供件数：１件（4/28～7/21） 

○大学生等への市営住宅等の提供 

・相談件数：1 件（5/19～7/21） 

＜次ページに続く＞ 
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〇非接触型体温計の設置（7/１～） 

・かごしま健康の森公園〈プール利用時〉（2 個）、八重山公園〈有料施設利用

時〉（1 個）、甲突川左岸緑地幼児プール〈プール利用時〉（1 個）、錦江湾公園

〈有料施設利用時〉（1 個） 

〇検温サーモカメラの設置（7/20～） 

・鹿児島ふれあいスポーツランド〈入館時〉（1 台） 

（※指定管理者が自主的に設置） 

２．今後の取組（予定） 

〇非接触型体温計の設置（8/1～） 

・かんまちあ〈利用者からの申し出時に対応〉（１個） 

 

 

【消防対策部】  

１．事業等の進捗（実施済、実施中） 

〇新型コロナウイルス感染症（疑い含む）の救急搬送件数について 

2 月～7 月２１日までの搬送件数６９件 

2 月～6 月中 ３８件  陰性３８件 

7 月中    ３１件  陽性 １０件   陰性２１件 

※ 令和２年７月２１日１８時までに報告があった件数 

 

 

【医療対策部】 

１．事業等の進捗（実施済、実施中） 

〇院内感染防止対策 

・院内感染の防止に万全を期すため、平日の７時半から１７時の間、正面玄関、

東玄関において来院者の検温を行うとともに、１７時以降は正面玄関を閉鎖す

るもの。 

※正面玄関の通常の通行可能時間：７時～２１時 

※東玄関は警備員が常駐しているため、２４時間通行可能。 

・体温チェック等の職員の健康管理は引き続き実施している。 

〇全身麻酔による手術予定の患者に対するＰＣＲ検査の実施（７月１日から） 

 ・新型コロナ感染症の無症状の患者が、感染に気付かないまま全身麻酔で手術を

受けた場合に、肺炎の発症など重症化する恐れがあることから、これを防止す

るとともに院内感染を防止するもの 

 

 

【交通対策部】 

２．今後の取組（予定） 

○「ＳＴＯＰ！コロナ差別」のポスターを市電車内及び主要電停、路線バス車内に掲

示 

 

 

 



 

6 

 

【船舶対策部】 

１．事業等の進捗（実施済、実施中） 

○現在の輸送量等を踏まえ、現行の減便ダイヤを当面継続する。 

 

 

【教育対策部】  

１．事業等の進捗（実施済、実施中） 

〇 夏季休業期間を短縮しての授業実施 

 ・【期 間】 7 月２１日（火）から３１日（金）までの 7 日間（祝日等を除く） 

・【目 的】 臨時休業による学習の遅れを補うことなど 

・【概要等】 ・午前 3 時間の授業を行う。（概ね 11 時 30 分頃終了） 

・引き続き、手洗いの徹底やマスクの適切な着用、エアコン使用時 

 の換気など、感染症対策に努める。 

 

 

 


