
令和２年度

第１３回 鹿児島市新型コロナウイルス感染症対策本部会議

日 時：令和２年５月１５日（金）

    １６時～１６時２０分

場 所：東別館３階 災害対策本部室

議  題

   １ 緊急事態宣言の区域等の変更及び本市への影響について

２ 本市所管施設及び本市主催イベント等の取扱について

   ３ 各対策部の取組について



緊急事態宣言の区域等の変更及び本市への影響等について

１ 緊急事態宣言の区域等の変更（緊急事態宣言が継続される区域）

東京都、大阪府、北海道、埼玉県、千葉県、神奈川県、京都府、兵庫県の８都道府県

※ 鹿児島県を含む３９県は解除

２ 本市への影響について

(1) 全般的な方針（国の基本的対処方針から抜粋）

➣ 地域の感染状況や医療提供体制の確保状況等を踏まえながら、段階的に社会経済の

活動レベルを上げていく。その際、感染状況は地域によって異なることから、各都道

府県知事が適切に判断する必要がある。

➣ 緊急事態宣言が全ての都道府県で解除された場合、外出の自粛や施設の使用制限等

は基本的に解除されることになるが、その場合においても、感染拡大を予防する新し

い生活様式が前提となる。新しい生活様式が社会経済全体で定着するまで、一定の移

行期間を設け、感染拡大のリスクに応じて段階的に移行するものとする。

(2) 緊急事態措置の対象とならない都道府県における取組等（国の基本的対処方針等から

抜粋）

➣ 感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着が図られるよう、あらゆる機会を捉

えて、「（人との接触を８割減らす、）１０のポイント」、「新しい生活様式の実践例」等

について住民に周知を行う。

➣ 特定警戒都道府県をはじめとする相対的にリスクの高い都道府県への人の移動は

避けるよう促す。

これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある場について

も、外出を避けるよう呼びかける。

➣ 全国的かつ大規模な催し物等（一定規模以上のもの）の開催については、リスクへ

の対応が整わない場合は中止又は延期するよう、主催者に慎重な対応を求める。

※ イベント開催の可否を判断する目安（国から県への通知「緊急事態宣言措置を

実施すべき区域の変更等に伴う都道府県の対応について」から抜粋）

屋内であれば 100 人以下、かつ収容定員の半分以下の参加人数

屋外であれば 200 人以下、かつ人と人との距離を十分に確保(できるだけ 2m)

➣ 事業者に対して、人との接触を低減する取組や感染拡大防止のための取組が適切に

行われるよう働きかける。

【裏面へ続く】
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(3) 新しい生活様式の定着に向けた鹿児島県の取組（鹿児島県発表資料から抜粋）

〔県民向けお願い〕

・不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで移動することは当分の間避ける。

・感染拡大を防止する新しい生活様式を徹底する。

〔県外向けお願い〕

・不要不急の帰省や旅行などによる来県を、当分の間自粛する。

・やむを得ず来県した場合は、来県後２週間の不要不急の外出自粛等の感染拡大防止対

策を行う。

〔事業者向けお願い〕

・繁華街の接待を伴う飲食店等については、感染防止対策の徹底を条件に、５月１５日

（金）から休業要請を解除する。

・ホテル・旅館等の宿泊施設においては、５月３１日（日）までの間、県外からの観光・

レジャーなど不要不急の宿泊予約について、延期等日程変更の調整に協力を願う。

・多数の方が参加する全国的なイベントの開催を控える。その他の場合でも、リスクへ

の対応が整わない場合は、中止又は延期する。



本市所管施設及び本市主催イベント等の取扱について

  

本市所管施設及び本市主催イベント等の取扱については、政府新型コロナウイルス感染症対策本部

が令和２年５月１４日付けで示した指針等を踏まえ、次のとおりとする。

１ 本市所管施設の取扱

(1) 本市所管施設の取扱については、利用休止していた１３施設の利用を再開とする。

なお、観光地周遊バス（カゴシマシティビュー、サクラジマアイランドビュー）・定期観光バス

も運行再開とする。

［利用休止していた１３施設］

(2) この取扱は、令和２年５月１８日からとする。

２ 本市主催イベント等の取扱

(1) 本市主催イベント等の取扱については、引き続きこれまでどおりの取扱とする。

(2) この取扱は、令和２年５月３１日までとする。

※ イベント等の取扱については裏面をご参照ください。

No. 施設名 No. 施設名

1 かごしま水族館 11 谷山サザンホール

（ホール）

2 維新ふるさと館 12 サンエールかごしま（講堂）

3 平川動物公園 13 西原商会アリーナ（鹿児島アリーナ）

（メインアリーナ）

4 レインボー桜島

5 桜島溶岩なぎさ公園足湯

6 湯之平展望所

7 有村溶岩展望所

8 旧鹿児島紡績所技師館（異人館）

9 西郷南洲顕彰館

10 川商ホール（鹿児島市民文化ホール）

（第１、第２、市民ホール）
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                           令和２年５月５日開催 第 12 回本部会議資料

本市所管施設及び本市主催イベント等の取扱について

※イベント等の取扱のみ抜粋

２ 本市主催イベント等の取扱について

新型コロナウイルス感染症対策におけるイベント等の取扱を次のとおりとします。

(1) 本市主催の大規模なイベント等又は市外の方の参加が見込まれるイベント等は、中止又は延期す

る。

(2) 市民のみの参加が見込まれる最大５０人程度のイベント等は、感染リスクの少ないものに限り、

次の対策のもと実施する。

・ 「換気の悪い密閉空間」「多数が集まる密集場所」「間近で会話や発声をする密接場面」の３

つの「密」を徹底的に回避すること。

・ 咳エチケットや手洗いなどの基本的な感染症対策を徹底すること。

・ 具合の悪い方、過去２週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等した方、過去２週間以内に、

県外への訪問歴がある方への参加自粛の呼びかけを行うこと。

・ イベント等の参加者に連絡先の確認と感染が発生した場合の必要な調査への協力をお願いす

ること。

(3) 本市の施設等の利用を既に許可（予約を含む。）した民間主催のイベント等については、国が示す

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に「クラスターが発生するおそれがある催物

や「三つの密」のある集まりについては、開催の自粛の要請等を行うものとする。特に、全国的か

つ大規模な催物等の開催については、リスクへの対応が整わない場合は中止又は延期するよう、主

催者に慎重な対応を求める。」とあることに鑑み、主催者に対し当該イベントの中止又は延期を要

請することとする。

(4) この取扱は、令和２年５月７日から５月３１日までの間の扱いとする。

参 考



各対策部の取組について（令和２年５月１５日現在）

【総務対策部】
１　国の方針（応急対策等）を受けて実施する(した)取組
(1) 実施済のもの
○市税の徴収猶予の特例制度
　・新型コロナウイルス感染症対策として、地方税法が改正され、無担保かつ延滞金なしで１年間、
　　納付を猶予する特例制度を実施（4月30日公布）

２　本市独自に実施する(した)取組
(1) 実施済のもの
　・市ホームページへの新型コロナ対策関連専用ページをリニューアル（5月14日）
　・特別定額給付金や市事業継続支援金など、主な支援に関する新聞広告（5月14日）
○緊急雇用対策の実施
　・新型コロナの影響により、失業及び内定取り消し等となったものを対象とした緊急雇用対策を実施（5月1日～）
○市民協働課・産業政策課の強化（特別定額給付金対応）
　・両課の増員（5月12日～ 各1人）
(2) 検討中のもの
  ・特別定額給付金や市の事業継続支援金など、市民や事業者に向けた各種の支援と相談窓口を広報
    　広報紙「市民のひろば」6月号の巻頭特集、市内4局の市政広報テレビ番組(6月中各週)など

【企画財政対策部】
１　国の方針（応急対策等）を受けて実施する(した)取組
(1) 実施済のもの
〇新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る予算措置
　特別定額給付金など緊急経済対策の補正予算の内容を踏まえ、本市の補正予算を専決（5月1日）
(3) 今後対応を検討・実施するもの
〇追加経済対策に係る予算措置
　国の第２次補正予算（案）における追加経済対策の内容を注視しながら、本市の補正予算編成の検討を進める。

２　本市独自に実施する(した)取組
(1) 実施済のもの
○鹿児島中央駅に設置するサーモグラフィーに係る職員配置
　本市職員が県職員とともに検温や聴き取り調査などを行う。
　　設置期間　4月24日～5月31日（予定）
　　時　　間　６時３０分～２４時１０分
　　体　　制　市職員１名、県職員２名（１日３班体制）
　　内　　容　・サーモグラフィーによる体表温のスクリー二ング
　　 　　　　 ・体表温が高い人への滞在先や滞在時間等について聞き取り調査
　　　　　　　・啓発チラシの配布による注意喚起

(3) 今後対応を検討・実施するもの
○市所管施設の利用休止に伴う行政財産目的外使用料等の減免措置
　施設の利用休止により、行政財産の使用等が物理的に困難な場合、当該期間中、使用料等は全額免除する。

【危機管理対策部】
２　本市独自に実施する(した)取組
(1) 実施済のもの
○市所管施設等の取扱について
  緊急事態宣言が延長された中で、地域の実情に応じて判断するよう示されたこと等に鑑み、市所管１３施設を５月
７日から５月３１日まで利用休止とし、また、市主催イベント等も同期間内は、大規模なイベント等又は市外の参加
者が見込まれるイベント等は、中止又は延期とした。
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【市民対策部】
１　国の方針（応急対策等）を受けて実施する(した)取組
(1) 実施済のもの
○国保税の徴収猶予の特例制度
  ・新型コロナウイルス感染症対策として、地方税法が改正され、無担保かつ延滞金なしで１年間、
　　納付を猶予する特例制度が創設（4月30日公布）
〇新型コロナウイルス感染症に関する緊急経済対策（令和２年４月７日閣議決定）
　・国民年金保険料の免除等（5月1日）
〇特別定額給付金
　・感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため支給されるもの。
　　対 象 者：基準日（令和2年4月27日）において、住民基本台帳に記録されている方
　　給 付 額：対象者１人につき10万円
　　申請期間 :（オンライン申請）5月7日～8月31日
　　　　　　  （郵送申請）      6月1日～8月31日
　　申請件数：オンライン申請　7,555件（5/14 24時現在）
  　※給付金コールセンターの開設（5/21予定）
(3) 今後対応を検討・実施するもの
〇新型コロナウイルス感染症に関する緊急経済対策（令和２年４月７日閣議決定）
　・国民健康保険税の減免

２　本市独自に実施する(した)取組
(1) 実施済のもの
〇新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮
　・市民のひろば５月号に「新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について」の記事を掲載。
〇転入者への新型コロナウイルス感染症対策チラシの配布（5月12日）

【環境対策部】
１　国の方針（応急対策等）を受けて実施する(した)取組
(1) 実施済のもの
○「新型コロナウイルス対策におけるアルコール検知器の使用に当たっての留意事項について」環境省事務連絡
　 の送付（5/13）
　 送付対象：市が許可している廃棄物許可業者（232業者）

【健康福祉対策部】
１　国の方針（応急対策等）を受けて実施する(した)取組
(1) 実施済のもの
○新型コロナウイルス感染症に関する緊急経済対策（令和２年４月７日閣議決定）
　・後期高齢者医療保険料の減免等
〇新型コロナウイルス感染症に関する緊急経済対策（令和２年４月７日閣議決定）
　・介護保険料の減免
○住居確保給付金の支給　申請受付件数　30件（4/1～5/8）
　・離職者に加えて、休業等で収入を得る機会が減少した方を対象とする拡充（4/20～）
　・公共職業安定所での求職登録を不要とする、支給要件の緩和（4/30～）
○ＰＣＲセンターの設置
　市保健所を介さず、医師が市医師会へ依頼し、検体採取を行う（5/15～）

２　本市独自に実施する(した)取組
(1) 実施済のもの
○不織布マスクを全世帯に配付
　配付枚数　１世帯５枚
　配付期間　５月１１日～１７日
○避難所における新型コロナウイルス感染症対策
　・避難所における「３密」回避の徹底を図るために十分なスペースの確保や定期的な換気の実施を行う。
　・避難所内の衛生環境や健康チェック体制を整えるために必要な消耗品などを購入する。
　・体調不良者への対応として福祉コミュニティセンター等に集約して対応する。
(3)今後対応を検討・実施するもの
〇「新型コロナウイルス感染症対策支援・相談事業一覧」の作成
　・市民や事業者向けの支援・相談等の問い合わせ先一覧を作成し、市民への案内用として各対策部へ配布するとと
　　もに、本市ホームページにおいても公表する。
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【こども未来対策部】
１　国の方針（応急対策等）を受けて実施する(した)取組
(1) 実施済のもの
〇子育て世帯への臨時特別給付金の支給
　令和２年４月分(３月分を含む)の児童手当の受給者へ，対象児童一人あたり１万円を支給する。
　６月上旬に案内を送付し６月末支給を予定。
〇保育所等への手指用エタノールの配布（5/7～）（国10/10補助）
　国を通じて市が一括購入し、配布した。
〇妊婦への布製マスクの配布
　国の事業で妊婦に対して、月２枚の布製マスクを配布するもの
(3) 今後対応を検討・実施するもの
〇保育所等へのマスクの配布（配布時期未定）
　市がマスク等を一括購入し、配布する。

【産業対策部】
１　国の方針（応急対策等）を受けて実施する(した)取組
(1) 実施済のもの
〇金融相談件数　5,138件、認定件数　2,743件(2/18～5/14)
　鹿児島商工会議所経営指導員（1名）による窓口応援（3/30～5/29　4/30までの予定を期間延長）
　会計年度任用職員2名増員(5/12～,5/18～)

２　本市独自に実施する(した)取組
(1) 実施済のもの
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)。
　申請件数　130件（5/11～5/14）
(3) 今後対応を検討・実施するもの
〇雇用・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（5/18～6/30）

【観光交流対策部】
２　本市独自に実施する(した)取組
(1) 実施済のもの
○「かごしま市観光ナビ」等による「おうちで鹿児島」の取組
　・「STAY HOME 週間」におうち時間を楽しく過ごしてもらう趣旨で、観光ホームページ「かごしま市観光ナ
　　ビ」に「維新dancin’鹿児島市」の振付の紹介による運動の勧めや、ふるさと納税等特産品のお取り寄せな
　　どを紹介する特集ページを作成し、フェイスブック広告により誘引を図った。
　　5月1日（金）～
〇かごしま国体・かごしま大会鹿児島市実行委員会ＳＮＳを活用した「おうちde缶バッジ」プロジェクトの実施
　・「STAY HOME 週間」におうち時間を楽しく過ごしてもらう趣旨でホームページに掲出した塗り
　　絵台紙に色を塗りＳＮＳで投稿すると作品を缶バッジにして自宅等にお届けするイベントを実施した。
○観光事業者によるコロナウイルス感染拡大防止啓発キャンペーンの支援
　・新型コロナウイルス感染症の影響で運行を中止しているオープンバス「かごんま そら バス」を活用した観
　　光事業者による、車体への啓発メッセージの掲出や、市チラシ「３つの密を避けましょう！」の配布等を行
　　うキャンペーンを支援。
　　5月1日（金）、7日（木）於：みなと大通り公園
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【建設対策部】
２　本市独自に実施する(した)取組
(1) 実施済のもの
〇各課窓口への飛沫感染防止板等の設置
　・来庁者と接する機会が多い窓口に、飛沫感染防止を目的としたアクリル板やビニールシートを設置。（12課）
○新型コロナウイルス感染症の影響による離職退去者の市営住宅等の提供
　解雇により住宅の退去を余儀なくされた方に、再就職が決まるまでの間、一時的に市営住宅等を提供する。
・感染拡大防止のため、当面の間、対象者を市内居住者とする。
・入居の際、必要な連帯保証人の補償限度額を緩和する。

【消防対策部】
１　国の方針（応急対策等）を受けて実施する(した)取組
(1) 実施済のもの
○表題・・・消防スケッチ大会
　概要・・・新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から中止。

【交通対策部】
２　本市独自に実施する(した)取組
(1) 実施済のもの
○運転士及び乗客の飛沫感染防止のため、運転席周辺への透明フィルムの設置
(3) 今後対応を検討・実施するもの
○運転士等の健康管理徹底のため、非接触型体温計による検温の実施
○運転士の新型コロナウイルス感染を想定した市電・市バスの運行計画の策定

【水道対策部】
２　本市独自に実施する(した)取組
(3) 今後対応を実施するもの
○水道料金の減額
　上水道の基本料金を免除
　・対象者：全ての給水契約者
　・期間：6/1から9/30使用分までの4か月間

【船舶対策部】
２　本市独自に実施する(した)取組
(3) 今後対応を検討・実施するもの
○船員の健康管理徹底のため、非接触型体温計による検温の実施予定

【教育対策部】
２　本市独自に実施する(した)取組
(1) 実施済のもの
〇５月１１日から、小・中・高等学校を再開
　・手洗い時間確保等のため、５分間短縮の授業を実施。
　・その他、感染症対策の継続。
(2) 検討中のもの
〇臨時休業に伴い実施できなかった授業や学校行事等への対応の在り方
〇家庭と連携した「新しい生活様式」の定着の在り方
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新型コロナウイルスの影響によるごみ排出量の推移等について（環境対策部）

新型コロナウイルスに伴う外出自粛による、令和２年２月から４月のごみ排出量

（ごみ・資源物）及びＧＷ期間中の粗大ごみ等の持ち込み状況は、以下のとおりと

なっている。

１ 令和２年２月から４月のごみ排出状況

    〇計画収集量（家庭ごみ）・・・対前年比 ４３５トン増

      ※缶・びん・ペットボトル、古紙、プラスチック容器類の排出量が増

加している。もやせるごみは横ばい。

    〇直接搬入量（事業系ごみ）・・対前年比 ７５８トン減

      ※事業活動の自粛に伴い、特にもやせるごみが減少している。

２ ＧＷ期間中（４／２９～５／６のうち７日）の粗大ごみ等持ち込み状況

    北部清掃工場への粗大ごみ等の家庭からの搬入量は、対前年比５８トン増

（２１．０％増）、搬入に係る車両台数は、対前年比１，４４７台増

（２６．５％増）で、最大１時間程度の待ち時間が発生した。

【参考】

  〇計画収集量の比較                     （単位：トン）

〇直接搬入量の比較                     （単位：トン）

資料３－２



対象 区分 事業名 内      容 事業主体 問い合わせ先

特別定額給付金

１人につき１０万円を支給
【申請期間】
オンライン申請　5月7日～8月31日
郵　送　申　請　6月1日～8月31日

国 ■給付金コールセンター専用ダ
イヤル

※5月21日開設予定

子育て世帯への臨時特
別給付金支給事業

児童手当を受給する世帯へ対象児童１人につき１万
円の臨時特別給付金を支給
※原則申請は不要

国 ■こども福祉課児童給付係
216-1261

住居確保給付金

【概要】
　離職またはやむを得ない休業等により、
　経済的に困窮し、住居を喪失した者また
　は失うおそれがあり、収入、預貯金等の
　条件に合致する者等に対して、家賃相当
　額を原則３ヶ月、最大９ヶ月支給する。
【支給上限額】
　単身世帯　　　３１，６００円
　２人世帯　　   ３８，０００円
　３人以上世帯   ４１，１００円
【支給方法】
　市より家主等の金融機関口座に直接
　支給する。
【申込方法】
　・窓口受付
　・郵送受付

国 ■生活自立支援センター
803-9521

（国民健康保険）
傷病手当金

新型コロナウイルス感染症に感染、又は感染が疑わ
れる方で、その療養のために労務に服することがで
きなかった国保加入者の被用者に傷病手当金を支給

市 ■国民健康保険課給付係
216-1228

（後期高齢者医療保
険）
傷病手当金

新型コロナウイルス感染症に感染、又は感染が疑わ
れる方で、その療養のために労務に服することがで
きなかった被保険者に傷病手当金を支給

その他 ■鹿児島県後期高齢者医療広域
連合
206-1398
■長寿支援課後期高齢者医療係
216-1268

国民健康保険の被保険
者資格証明書の取扱い

新型コロナウイルス感染症の疑いで帰国者・接触者
外来を受診、または新型コロナウイルス感染症患者
が医療機関を受診(訪問診察、往診を含む。)される場
合は、国民健康保険の被保険者資格証明書を提示す
ることで、通常の被保険者証と同様の窓口負担割合
（3割または2割）で受診可能

市 ■国民健康保険課納税係
216-1230

鹿児島市　新型コロナウイルス感染症対策　支援・相談事業一覧

市
民
向
け

給
付
・
助
成
等

■令和２年５月１５日時点で鹿児島市新型コロナウイルス感染症対策本部が作成。

資料３－３
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対象 区分 事業名 内      容 事業主体 問い合わせ先

生活福祉資金（特例貸
付）
①緊急小口資金

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合
に、貸付を行う
【申込方法】
・窓口受付（電話予約が必要）
・郵送受付（市社協のほか九州ろうきんでも取扱い
有）
【貸付上限額】
・２０万円以内

民間 ■鹿児島市社会福祉協議会
相談予約専用ダイヤル
210-7105
■九州労働金庫取次センター
0120-631-125
■鹿児島市社会福祉協議会
市役所分室
223-0704
■厚生労働省コールセンター
0120-46-1999

生活福祉資金（特例貸
付）
②総合支援資金（生活
支援費）

生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行う。
【申込方法】
・窓口受付（電話予約が必要）
・郵送受付
【貸付上限額】
・（二人以上）月２０万円以内
・（単身）　　月１５万円以内
※貸付期間 ３か月

民間 ■鹿児島市社会福祉協議会
相談予約専用ダイヤル
210-7105
■鹿児島市社会福祉協議会
市役所分室
223-0704
■厚生労働省コールセンター
0120-46-1999

税の徴収猶予の特例制
度

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に
係る収入に相当の減少があった場合は、徴収を猶予
※最長1年間、無担保かつ延滞金なし

国・県・
市

(国税）
■鹿児島税務署　255-8111
(県税）
■鹿児島県地域振興局
　自動車税関係　805-7246
　それ以外　805-7242
(市税）
■納税課
216-1191～1194
ほか各支所税務課

税の猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、税を一時
に納付することができない場合は、徴収や換価の猶
予

国・県・
市

(国税）
■鹿児島税務署　255-8111
(県税）
■鹿児島県地域振興局
　自動車税関係　805-7246
　それ以外　805-7242
(市税）
■納税課
216-1191～1194
ほか各支所税務課

国民年金保険料免除等
の臨時特例

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保
険料の納付が困難な場合は、一定の要件を満たせ
ば、国民年金保険料の納付を免除又は猶予

国 ■ねんきん加入者ダイヤル
0570-003-004
■鹿児島北年金事務所
225-5311
■国民年金課
216-1224
ほか各支所国民年金担当係

国民健康保険税徴収猶
予の特例制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に
係る収入に相当の減少があった場合は、国民健康保
険税を徴収猶予
※最長１年間、無担保かつ延滞金なし

市 ■国民健康保険課納税係
216-1230

市
民
向
け

支
払
の
猶
予
・
減
免

貸
付

2



対象 区分 事業名 内      容 事業主体 問い合わせ先

国民健康保険税の猶予
制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、国保税を
一時に納付することができない場合は、徴収や換価
を猶予

市 ■国民健康保険課納税係
216-1230
■谷山支所市民課国民健康保険
係
269-8414
■吉田支所、桜島支所、喜入支
所、松元支所、郡山支所の市民
係

後期高齢者医療保険料
の減免、徴収猶予

事業又は業務の休廃止、失業、長期入院等で収入が
著しく減少した場合は、減免、徴収猶予

その他 ■鹿児島県後期高齢者医療
広域連合
206-1398
■長寿支援課後期高齢者医療係
216-1268

後期高齢者医療一部負
担金の減免

世帯主が、事業又は業務の休廃止、失業、長期入院
等で収入が著しく減少し、住民税が減免、又は、非
課税等で収入が低い方の場合、減免

その他 ■鹿児島県後期高齢者医療
広域連合
206-1398
■長寿支援課後期高齢者医療係
216-1268

介護保険料の減免 新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の収
入が減少するなど介護保険料の納付が困難な場合
は、介護保険料を減免

市 ■介護保険課保険料係
216-1279

介護保険料の納付猶予 新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の収
入が減少するなど介護保険料の納付が困難な場合
は、介護保険料の徴収を猶予

市 ■介護保険課保険料係
216-1279

保育所等の登園自粛に
伴う保育料の減額

施設を利用しなかった日数分の保育料を減額
※申請不要
【期間】4月25日～5月31日(変更の可能性あり）

市 ■保育幼稚園課給付指導係
808-2662

市営住宅等家賃減免

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が著しく低
下した市営住宅等の入居者について、家賃減免
※申請日当月分家賃から適用

市 ■（公財）鹿児島県住宅・
建築総合センター
808-7502

水道料金の減額

上水道の基本料金を免除
【対象】
全ての給水契約者
【期間】
6月1日～9月30日使用分までの４ヶ月間

市 ■水道局お客様料金センター
812-6171

水道料金及び下水道使
用料の支払猶予

新型コロナウイルス感染症の影響で水道料金及び下
水道使用料の支払が困難な場合、猶予等について相
談に応じる

市 ■水道局お客様料金センター
812-6171

帰国者・接触者相談セ
ンター

市内１１か所に、相談窓口を設置し、医療機関等の
案内を行う。

市 ■帰国者・接触者相談センター
216-1517

妊産婦のための帰国
者・接触者外来の設置

妊産婦からの相談内容に応じて、帰国者・接触者相
談センターと連携を図りながら、産科医療機関との
調整、帰国者・接触者外来の案内を行う。

市 ■母子保健課
216-1485
■帰国者・接触者相談センター
216-1517

市
民
向
け

支
払
の
猶
予
・
減
免
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対象 区分 事業名 内      容 事業主体 問い合わせ先

特別労働相談窓口

新型コロナウイルス感染症の影響による解雇、休業
に関する相談

国 ■鹿児島労働局雇用環境・均等
室
223-8239
■鹿児島労働基準監督署
803-9637
■ハローワークかごしま
250-6090

新卒者内定取消等特別
相談窓口

新型コロナウイルス感染症の影響による内定取消
し・入職時期繰下げに関する相談

国 ■鹿児島新卒応援ハローワーク
（ヤングハローワークかごし
ま）
224-3433

ＤＶ相談＋（プラス）
（DV相談体制の拡
充）

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛、休
業等が行われる中、ＤＶの増加・深刻化が懸念され
ることから、緊急的に実施する（4月20日開始）。
【内容】
・24時間電話相談
・ＳＮＳ相談、メール相談
・同行支援、保護、緊急の宿泊提供

国 ■24時間電話相談
0120-279-889

新型コロナウイルス感
染症緊急人権相談対応
事業（ＤＶ・人権相談
窓口「With̲You」）

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染者や
医療・福祉関係者及びそれらの家族、その他関係者
に対する、インターネット上における悪質な差別的
書込みや差別的言動等が増加・深刻化が懸念される
ことから、緊急的に実施する。
【事業期間】
・5月13日～8月12日
【内容】
・人権相談（電話相談）
　受付日時：週５日（月～金曜日）
　　　　　　10時から16時まで
・ＤＶ相談（SNS相談）
　受付日時：週４日（月、水、金、土曜日）
　　　　　　17時から22時まで
※「With̲You」：相談窓口の総称

県 ■人権相談窓口
286-3043
■ＤＶ相談窓口
県女性相談センター
222-1467
県男女共同参画センター
221-6630

市
民
向
け

相
談
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対象 区分 事業名 内      容 事業主体 問い合わせ先
国 ■みんなの人権１１０番

0570-003-110
国 ■子ども人権１１０番

0120-007-110
国 ■女性の人権ホットライン

0570-070-810
国 ■外国人人権相談ダイヤル

0570-090911
県 ■新型コロナウイルス感染症に

かかる人権相談窓口
286-3043

学校でのいじめ等に関する相談 市 ■教育相談室
教育全般：226-1345
いじめ相談：224-1179

児童虐待や夫からの暴力に関する相談 市 ■こども支援室
家庭児童相談：216-1262
■こども福祉課
女性相談：216-1263

県 ■SNSによるDV相談
https://snskagoshima.jp

市 ■男女共同参画推進課
813-0853

生活困窮者自立相談支
援

生活の困りごとや不安を抱えている方の相談を支援
員が受け、生活の状況と課題を分析し、関係する部
署や機関と連携しながら解決に向けて支援する。

国 ■生活自立支援センター
803-9521

生活保護制度

病気や身体の障害、思いがけない事故等様々な事情
により真に生活に困ったすべての国民に対し、国が
困窮に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を
保障するとともに、自立の助長を目的とした制度。

国 ■市保護第一課
相談窓口
216-1495、216-1281
■市谷山福祉部保護課生活支援係
269-2147
■市伊敷福祉課保護係
229-2112
■市吉野福祉課保護係
244-7380

多言語相談窓口
日本に居住/滞在する外国人の不安・相談に対応し、
適切な情報を提供する。

民間 ■AMDA国際医療情報センター
03-6233-9266

新型コロナウイルス感
染症対策マスク配付事
業

不織布マスクを全世帯（約２８万５千世帯）に５枚
ずつ配付
【配付期間】
　5月11日（月）～17日（日）

市 ■健康総務課
216-1239

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】
令和2年5月1日から採用が予定者数に達するまで

市 ■人事課人事研修係
216-1137

離職退去者への市営住
宅等の提供

解雇等により住居の退去を余儀なくされる者（離職
退去者）が再就職先が決まるまでの間、一時的に市
営住宅等への入居を希望する場合、行政財産の目的
外使用を認める。
※入居期間は、原則１年以内

市 ■住宅課住宅管理係
216-1362

人権に関する相談

市
民
向
け

そ
の
他

不当な差別、いじめ、暴力に関する相談

配偶者やパートナーからの暴力などに関する相談相
談

5



対象 区分 事業名 内      容 事業主体 問い合わせ先

避難所における新型コ
ロナウイルス感染症対
策

十分なスペースの確保、換気など「３密」回避の徹
底を図ることとし、避難所受付時には健康チェック
を行うこととしている。

市 ■地域福祉課地域福祉係
216-1244

妊婦用布製マスクの配
布

新型コロナウイルス感染症対策として妊婦へ布製マ
スクを月２枚配布する
【対象】布製マスクを希望する妊婦
【配布期間】4月～出産予定月まで（終期は未定）

国 ■市母子保健課
216-1485

雇用調整助成金
（特例）

事業主が労働者に支払った休業手当等の一部を助成
・支給額　最大１０割
（対象労働者１人１日当たり８，３３０円が上限）

国 ■鹿児島労働局職業対策課
219-8713

持続化給付金

前年同月比で50%以上減少の中小企業者(法人)に
200万円、個人事業者に100万円を上限に給付
【申請期間】
令和2年5月1日～令和3年1月15日

国 ■持続化給付金事業コールセン
ター
0120-115-570
■持続化給付金相談ダイヤル
0570－783183
■申請サポート会場(鹿児島県)
鹿児島商工会議所
225-9533
※5/13∼5/18まで

小学校休業等対応助成
金
（労働者を雇用する事
業主の方向け）

２月２７日から６月３０日までの間に、小学校等の
臨時休業に伴い、子どもの世話を行うために、労働
者に有給休暇（年次有給休暇を除く）を取得させた
事業主に対し、賃金相当額（８，３３０円／日が上
限）を助成
【申請期限】9月30日まで

国 ■学校等休業助成金・支援金、
雇用助成金コールセンター
0120-60-3999

小学校休業等対応支援
金
（委託を受けて個人で
仕事をする方向け）

２月２７日から６月３０日までの間に、小学校等の
臨時休業に伴い、子どもの世話を行うために、契約
した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者
に対し、４，１００円／日を助成
【申請期限】9月30日まで

国 ■学校等休業助成金・支援金、
雇用助成金コールセンター
0120-60-3999

フリーランス生活安定
支援事業（委託を受け
て個人で仕事をする方
向け）

小学校等の臨時休業に伴い、子どもの世話をするた
め就業できないフリーランスの方に対し、国の定額
支援に加え、県単独で１日１，０００円（１５日が
上限）を上乗せ助成

県 ■県商工政策課
286-2935

働き方改革推進支援助
成金（新型コロナウイ
ルス感染症対策のため
のテレワークコース）

テレワーク用通信機器の導入・運用や就業規則・労
使協定等の作成等を行い、テレワークを実施した場
合、経費の一部を助成
【支給額】対象経費の１／２（１００万円が上限）
【申請期限】5月29日まで

国 ■テレワーク相談センター
0120-91-6479

新型コロナウイルス感
染症対策休業等協力金

中小企業20万円、個人事業主10万円、複数店舗を有
する事業者に10万円を上乗せして給付
【申請期間】5月11日～6月30日　消印有効

県 ■新型コロナウイルス感染症対
策休業等協力金専用相談窓口
286-2580

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、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(上限30万円)
【申請期間】5月11日～6月30日　消印有効

市 ■事業継続支援金専用ダイヤル
803-8670給

付
・
助

市
民
向
け

そ
の
他

事
業
者
向
け

給
付
・
助
成
等
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対象 区分 事業名 内      容 事業主体 問い合わせ先

学校臨時休業対策費補
助金

学校給食の食材を扱う事業者等が、衛生管理の徹
底・改善を図るために設備の更新にかかる経費等に
ついて補助
※５月中に補助金交付

国 ■市保健体育課保健給食係
227-1952

政府系金融機関による
融資

日本政策金融公庫
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルス対策マル経融資
商工中金
・危機対応融資
※いずれも特別利子補給制度（別途要件あり）によ
り、3年間実質無利子

国 ■日本政策金融公庫
0120-154-505

■商工組合中央金庫
0120-542-711

県新型コロナウイルス
関連緊急経営対策資金

融資限度額4,000万円
保証料全額補助
利子補助（3,000万円まで3年間、3,000万円超の部
分は1年間）

県 ■県中小企業支援課
286－2946

金融相談

新型コロナウイルス感染症により経営に支障をきた
している中小企業者の資金繰り等に対する相談
危機関連保証・セーフティネット保証（4号・5号）
の認定

市 ■産業支援課金融係
216-1324

雇用・労務相談窓口

社会保険労務士による雇用調整助成金をはじめとす
る雇用・労務に関する相談

市 ■鹿児島働き方改革推進支援セ
ンター
0120-221-255

農林水産業への影響に
ついて相談窓口

農林水産業への影響に対する相談
（国・県等の支援内容及び資金の紹介）

市 ■農政総務課企画係
216-1334
ほか谷山農林課又は各農林事務
所

事
業
者
向
け

助
成
等

貸
付

相
談
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