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各対策部の取組（進捗報告）について（令和２年８月５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：2７件（内２２件採用決定） 

※５件については、調整中（１）、民間採用決定(２)、辞退(２)のため。 

○職員への通知 

・国の通知を踏まえた職員の感染防止対策（8 月 3 日） 

 （飲食店等におけるクラスター発生防止のための総合取組） 

○情報発信の充実 

・「新しい生活様式」による夏のすごし方などの感染症予防対策、事業活動の各種支

援等(６月補正・７月専決補正による予算措置分) 

  テレビ・ラジオの企画番組とスポットＣＭ(8 月中各週) 

・交通局の感染症対策・人権啓発の広報 

   市政情報配信システムにより本庁・支所等で動画を配信 

・ホームページ上の専用ページの運用(随時更新) 

 

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 

 感染症予防対策、事業活動・市民生活への各種支援の広報 

・７月専決補正分 

  広報紙「市民のひろば」9 月号など 

 

 

【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。 

 

 

 

 

 

資料２ 
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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（Ｒ2.8.5 現在） 

①申請件数：296,583 件 

②給付件数：292,398 件 

給付金額：59,422,600 千円 

③給 付 率：97.9% 

(2)未申請者への勧奨（申請期限Ｒ2.8.31） 

①勧奨ハガキ通知 

・7.17 送付   9,324 件（R2.7.13 時点） 

・8.11 送付予定 4,790 件（R2.8.3 時点） 

②広報 

 市民のひろば(8 月号)、テレビ･ラジオスポット（8 月） 

リビングかごしま（8 月） 

③個別周知 

  高齢者・障害者福祉施設等への案内を予定 

 

２．今後の取組（予定） 

〇「ＳＴＯＰ！コロナ差別」の啓発 

市政広報番組（９月・KYT） 

 

【環境対策部】  

１．事業等の進捗（実施済、実施中） 

〇非接触型体温計の設置（かごしま環境未来館） 

 入館時に検温を実施（8/4～） 

〇「新型コロナウイルス感染症による死亡者を火葬する場合の対応策」 

 ・4 月に策定した対応策に従って対応している。 

  葬祭業者（24 社）には、対応策の周知文書を 4 月に送付済 

○令和２年４月から６月のごみ排出状況 

 ・計画収集量（家庭ごみ）・・・対前年比 １，１１３トン増 

  ※もやせるごみ、缶・びん・ペットボトル、プラスチック容器類、金属類の 

   排出量が増加している。 

 ・直接搬入量（事業系ごみ）・・対前年比 ２，３３８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。 
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【健康福祉対策部】 

１．事業等の進捗（実施済、実施中） 

〇住居確保給付金の支給  

・相談件数 1,349 件 

・申請件数   302 件 

〇介護サービス事業所等サービス継続支援事業補助金の申請受付開始（７/２２） 

〇高齢者・障害者福祉施設等に対して、新型コロナウイルス感染症対策に係る状況 

調査 

〇介護保険料の減免 

 ・申請件数   63 件（承認済み 29 件） 

〇後期高齢者医療保険料の減免 

 ・申請件数   14 件（承認済み  8 件） 

〇飲食店等の営業許可の申請等の機会を活用した業種別ガイドラインの周知等 

 ８月から食品衛生法に基づく立入調査等の機会を活用して、業種別ガイドライン

の周知及び感染防止策の対応状況について確認する取組を開始。 

 建築物衛生法に基づく報告で、必要換気量が確保されていなかった３３施設に指

導を行い、すべての施設で改善が図られた。 

 

 

【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３０日（木）に振込み済。 

・振込金額   ５９，６８０，０００円 

 ・対象世帯数       ３，４０１世帯 

 ・対象児童数       ５，９６８人 

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 

○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） 
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○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 

○児童クラブへ熱中症対策を含む感染症対策について通知 

〇認可保育所等の登園自粛要請期間中の欠席日数に係る保育料減免の保護者への通

知（施設を通じて、7/13 以降通知） 

〇コロナウイルス感染症の影響による保育認定期間の再延長（8/31 まで） 

 

 

【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 9,088 件、認定件数 5,174 件（2/18～8/4） 

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令和元年 12 月 31 日から令和２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 5,231 件、申請件数 2,923 件（5/11～8/4） 

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 33 件（7/1～8/4） 

○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 36 件（5/18～7/31） 
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２．今後の取組（予定） 

〇事業継続支援金(売上減少対象月:6 月～8 月)の申請受付開始(8 月 17 日開始予定) 

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中小企業等の事業継

続を下支えするため、新たに 6 月から 8 月を対象月として、「事業継続支援金」を給

付する。 

 ■対象 

 ・全業種 

・現行(対象月：3 月～5 月)の受給者も、要件を満たせば受給可能 

■支給金額 

  上限５０万円 

 ■申請期間 

  令和 2 年 8 月 17 日～11 月 30 日(予定) 

 

〇コロナに負けない商店街づくり応援金の申請受付開始(8 月 7 日開始) 

 新型コロナウイルス感染症対策に会員と一体となって取り組む商店街・通り会、同

業団体等に対し、まちのにぎわいの創出や商店街の活性化を図るため、その取組の広

報ＰＲ経費について助成を行う。(補助率 10/10、上限 50 万円) 

 ■申請期間 

  令和 2 年 8 月 7 日～令和 3 年２月 26 日 

 

〇休業協力支援金の申請受付開始(8 月 7 日開始) 

 鹿児島県の休業協力要請(7/8～7/21 の計 14 日間)に応じて市内の対象施設を休業

し、県から「鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策休業協力金（7 月 8 日からの休

業要請版）」を支給された中小企業等および個人事業主に対して、要請解除後の事業

継続を下支えするため本市独自の支援金を給付する。 

■対象 

  ・県の 7 月 8 日からの休業要請に応じて、市内の対象施設において休業を実施

し、県の協力金を交付された中小企業等および個人事業主 

  ・今後も事業を継続する意思があること 等 

■支給金額 

  ・法人２０万円 ・個人１０万円 ※複数施設を有する事業者には１０万円を上乗せ 

■申請期間 

  令和 2 年 8 月 7 日～10 月 30 日 

 

〇雇用維持支援金の申請受付開始（8 月下旬） 

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、国の「雇

用調整助成金」の支給決定を受けた中小企業者等に対して、支給決定額の 15％の額

を支給 

 

〇家賃支援金の申請受付開始（9 月中旬） 

 新型コロナウイルス感染症のクラスター発生など感染の拡大等に伴い、売上が減少

し、家賃の負担が重くなっている中小企業者等に対して、国の「家賃支援給付金」に

上乗せする支援金を給付（法人：最大 150 万円、個人事業者：最大 75 万円）。 
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３．その他 

〇事業継続支援金、休業協力支援金の問い合わせについて 

・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。 

・8/7 からは休業協力支援金についても同様に、専用ダイヤルにて対応を行う。 

・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 35 件（8/5 現在） 

○県外観光客宿泊キャンペーン事業 

・実施時期について検討中 

○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） 

・申請件数 9 校（8/5 現在） 

・修学旅行を取り扱う大手旅行社への直接説明 

 

 

【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：82 件（4/3～7/31） 

○離職退去者への市営住宅等の提供 

・提供件数：１件（4/28～7/31） 

○大学生等への市営住宅等の提供 

・相談件数：1 件（5/19～7/31） 

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） 
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（8/1～） 

・かんまちあ〈利用者からの申し出時に対応〉（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） 

 

【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～８月４日までの搬送件数１１０件 

2 月～6 月中 ３８件  陰性３８件 

7 月中    ５８件  陽性１７件  陰性４１件  

8 月中    １４件  陽性 ７件  陰性 ７件 

 

※ 令和２年８月４日１７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 

 

 

【船舶対策部】 

１．事業等の進捗（実施済、実施中） 

〇よりみちクルーズ運航再開（8/1～  122 便→124 便） 

 ・乗船前の非接触型体温計による検温の実施 

〇乗船者向けソーシャルディスタンス表示ステッカーの設置(桜島港及び鹿児島港) 

３．その他 

〇繁忙対応のため、8/8～8/16 は通常ダイヤで運行(124 便→130 便) 

 

 

 


