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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２６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） 

※差の５件は応募後の辞退等によるもの。 

○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） 

  ・市民と接する際のマスク着用の徹底（住民説明会など） 

  ・接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）のダウンロードの推奨 

○情報発信の充実 

感染症予防対策及び市民生活・事業活動への各種支援 

・７月専決補正分 

 広報紙「市民のひろば」9 月号の特集、テレビ・ラジオの企画番組・スポットＣＭ 

(8 月・９月中各週)など 

・９月補正分 

 市長定例会見での発表（8 月２６日） 

・ホームページ上の専用ページの運用(随時更新) 

○固定資産税等の軽減措置 

・地方税法に基づき新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小

事業者等に対して、令和３年度に限り、固定資産税・都市計画税を軽減する。 

・ホームページに掲出中 

 

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 

  感染症予防対策及び市民生活・事業活動への各種支援について、ホームページの

専用ページをはじめ、各種媒体を効果的に活用して、タイムリーで分かりやすい広

報を実施する。 

○固定資産税等の軽減措置 

・令和 3 年 1 月から申告受付 

 

 

【企画財政対策部】 

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 

 交付金の内容を踏まえた補正予算（第 4 号）を 9 月議会に提案予定 

 

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（Ｒ2.8.24 現在） 

①申請件数：295,757 件  

②給付件数：294,666 件 

給付金額：59,735,300 千円 

③給 付 率：98.7% 

(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） 

・8.12 送付  4,137 件（R2.8.12 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 

 

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 5 日・KYT） 

 

 

【環境対策部】  

１．事業等の進捗（実施済、実施中） 

(1) ごみ収集業務委託業者への感染予防策等 

 ・環境省が作成した「廃棄物の収集運搬作業に伴うコロナ対策の留意点」を 

まとめた動画を委託業者（１７社）に周知（８月６日メール送付） 

 

(2) 新型コロナの影響によるごみの排出状況（令和２年４月から７月） 

 ①計画収集量（家庭系ごみ）…対前年比 １．４％増 

  → 外出自粛に伴い、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 

 ②直接搬入量（事業系ごみ）…対前年比 １１．８％減 

  → 事業活動の自粛に伴い、もやせるごみ、缶・びん・ペットボトルの 

    排出量が減少 
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【健康福祉対策部】 

１．事業等の進捗（実施済、実施中） 

〇帰国者・接触者相談センターにおける相談対応（１１か所） 

 ・相談件数（延べ） ：23,370 件 〔8 月 24 日現在〕 

〇帰国者・接触者外来、PCR センター等での PCR 検査（１７か所） 

・本市取扱分（延べ）： 8,037 件 〔8 月 25 日現在〕 

 ※県全体（延べ） ：14,575 件 〔8 月 24 日現在〕 

〇飲食店への業種別ガイドラインの周知及び感染防止策の対応状況の確認 

 ・周知等件数 160 件〔8 月 25 日現在〕 

〇住居確保給付金の支給  

・相談件数 1,408 件〔8 月 20 日現在〕 

・申請件数   323 件〔   〃    〕 

〇介護保険料の減免 

 ・申請件数   76 件（承認済み 43 件）〔8 月 24 日現在〕 

〇後期高齢者医療保険料の減免 

 ・申請件数   21 件（承認済み  8 件）〔8 月 24 日現在〕 

 

【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。 

・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 

２．今後の取組（予定） 

〇妊産婦寄り添い支援事業 

  新型コロナウイルスの感染症の流行下で、自身だけでなく胎児・新生児の健康

等について、強い不安を抱えて生活している妊産婦の方に対して、感染拡大防止

を図りながら、総合的な寄り添い型の支援（不安を抱える妊婦への分娩前の検

査、オンラインによる保健指導等、育児等支援サービスの提供）を 8 月以降順次

実施する。 

 

【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 9,427 件、認定件数 5,418 件（2/18～8/21） 

 

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 

・事業継続支援金の制度拡充(6/19) 

・8 月 17 日から新たに 6 月～8 月を対象月として、「事業継続支援金」を給付 

■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 

  第１期：上限 30 万円、第 2 期：上限 50 万円 

 ■申請期間 

  令和 2 年 8 月 17 日～11 月 30 日 

【第１期】 

・相談件数 5,560 件、認定見込件数 2,802 件（5/11～8/21） 

【第２期】 

・相談件数件 606 件、認定見込件数 70 件（～8/21） 

 

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 
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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 

・相談件数件 107 件、認定見込件数 33 件（8/7～8/21） 

 

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 44 件（7/1～8/21） 

 

○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） 

 

〇雇用維持支援金の申請受付開始（8/24） 

 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、支援金を給付する（上限

1,000 万円）。 

 ■対象 

  市内の事業所において、令和２年４月～９月に新型コロナウイルス感染症拡大等

の影響により休業を行い、その休業にかかる「雇用調整助成金」の交付決定を受け

た中小企業者等 

 ■支給金額 

  「雇用調整助成金」支給決定額の 15％（最大３月分まで申請可能） 

 

■申請期間 

  令和 2 年 8 月 24 日～令和 3 年 2 月 26 日 
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２．今後の取組（予定） 

〇家賃支援金の申請受付開始（9 月 14 日開始予定） 

 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の事業継続をさらに下支えするため、

国の「家賃支援給付金」に上乗せする本市独自の支援金を給付。 

 ■給付金額 

  支払賃料（月額）に基づき算定した支援金額（月額）の 6 倍 

（法人：最大 150 万円、個人事業者：最大 75 万円） 

 ■申請期間 

  令和 2 年 9 月 14 日～令和 3 年 2 月 26 日（予定） 

 

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ってい

る。 

・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 44 件（8/25 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 22 校（8/25 現在） 
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【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：86 件（4/3～8/21） 

○離職退去者への市営住宅等の提供 

・提供件数：１件（4/28～8/21） 

○大学生等への市営住宅等の提供 

・提供件数：0 件（相談件数：2 件）（5/19～8/21） 

〇非接触型体温計の設置 

（7/１～） 

・かごしま健康の森公園〈入館時〉（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） 

（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２３日までの搬送件数１６６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    ７０件  陽性１４件  陰性５６件 

 

※ 令和２年８月２４日８時３０分までに報告があった件数 

 

【船舶対策部】 

２．今後の取組（予定） 

〇マスク着用徹底のため、電子ホイッスルによる車両等の誘導 

 

 

【教育対策部】  

１．事業等の進捗（実施済、実施中） 

〇学校での対策 

・２学期以降においても、これまで同様に基本的な感染症対策を徹底 

・体調不良等の児童生徒や職員の登校・出勤は控えるよう指導 

・熱中症防止対策の徹底も指導 
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