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№ 団体№ 団体名 意見 事業名 対応状況 R3予算額(千円) 関係課

家賃支援金事業 2月補正対応済
228,477

(2月補正)
産業創出課
産業支援課

雇用維持支援金事業 当初予算対応済 373,600 雇用推進課

家賃支援金事業 2月補正対応済
228,477

(2月補正)
産業創出課
産業支援課

雇用維持支援金事業 当初予算対応済 373,600 雇用推進課

新産業創出支援事業 2,000 産業創出課

中小企業資金融資事業 302,850 産業支援課

4

・コロナ禍で昨年創業し、国の持続化給付金
等の対象外となった事業者への給付金等の支
援実施。
・持続化給付金やコロナ関連融資は昨年同時
期との売上比較や直近の数カ月の売上減少が
対象要件である。
・平時の収支計画でスタートした創業者はコ
ロナの影響が売上が想定より大幅に減少して
も受けられる支援はほとんどない。

金融相談事務費 類似事業あり 358 産業支援課

5
・ECサイト・ホームページ導入等支援事業の
拡充・継続実施を。

ECサイト・ホームペー
ジ導入等支援事業

当初予算対応済 20,228 産業支援課

6

・金融支援については、国・県・市の実質無
利子融資が着実に行われており、現時点では
金融相談は落ち着いている。
・売上の低迷が当面続くであろう現況では返
済の必要のある融資よりも返済の必要のない
補助金・助成金のニーズがますます高まる。

中小企業資金融資事業 当初予算対応済 302,850 産業支援課

7

・GO TO EATプレミアム付飲食券事業は、厳し
い経営環境の続く飲食業の需要喚起に役立っ
ているとの声を多く聞いている。
・商品券事業に限らず、特に大きなダメージ
を受けている観光・飲食・サービス業などの
需要喚起につながる支援策をぜひ実施してい
ただきたい。

プレミアムポイント事
業

当初予算対応済 288,450 産業支援課

ECサイト・ホームペー
ジ導入等支援事業

20,228 産業支援課

雇用維持支援金事業 373,600 雇用推進課

9

・プレミアム商品券事業の実施。
・昨年のプレミアム付商品券発行支援事業
は、市民の方々から大好評で、7割近くが年末
を待たずに消費され、天文館地区への売上に
貢献できた。
・次回はぜひ倍の金額で予算を付けてほし
い。

プレミアムポイント事
業

類似事業あり 288,450 産業支援課

家賃支援金事業 2月補正対応済
228,477

(2月補正)
産業創出課
産業支援課

雇用維持支援金事業 当初予算対応済 373,600 雇用推進課

11

・天文館HP活用開発助成金。
・現在、天商連運営を行っているHPにて、各
店舗からここでしか購入できない商品・価
格・セットなどを販売して、来街しなくても
売上拡販できる通販型のサイトを構築し、稼
げるHPを目指す。

ECサイト・ホームペー
ジ導入等支援事業

当初予算対応済 20,228 産業支援課

新型コロナウイルス感染症に係る地域経済対策関係者会議における意見への対応状況

3
天文館商店街振興組合連
合会

・既に申請が終了した事業継続支援金、本年2
月26日までの家賃支援給付金、同じく本年3月
10日までの申請期間となっている雇用維持支
援金の継続を。

当初予算対応済

・「家賃給付金」「持続化給付金」「雇用調
整助成金」の再支給を。

・飲食店や商店街などのプレミアム商品券・
GO TO EAT食事券が利用できる事業所や県の
「新しい生活様式に対応するための感染防止
対策支援」の補助が受けられる事業所に対し
ては補助が拡充されているが、飲食店へ卸し
ている卸売業や建設業・製造業などは対象と
なっていないことから、業種を問わない支援
策を考慮してほしい。

・WEB申請も当然必要ではあるが、高齢者等や
PC操作ができない情報弱者に対応した申請の
簡素化やサポート体制の充実を。

・コロナウイルス拡大を受け、既存事業の見
直しで新業態・新事業展開に取り組む相談も
増えつつある。
・第2創業、両利き経営等のような取組を促進
するための補助金の創設が必要。

類似事業あり

1

1

10

8

鹿児島商工会議所

2 かごしま市商工会

2

3
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12

・空き店舗対策支援。
・従来の空き店舗対策支援事業ではなく、も
う一段階踏み込んで商店街に助成金を入れて
商店街も出資して、経営指導まで行うような
取組の実施を。

頑張る商店街支援事業 類似事業あり 48,652 産業支援課

13

・商店街内においての市道活用の手続き簡素
化（警察への道路使用許可手続きなどの省
略）。
・商店街歩道などでのランチ販売などがコロ
ナ禍では実施できるなど。

検討予定 道路管理課

14

・各個店のいずれかの団体への加入義務。
・個人・法人問わず営業を行っているところ
は必ず業界・商店街・地域などいずれかの団
体に属することを義務化して、営業活動の発
展や防災強化を取り組めるようにしてほし
い。

中小企業振興条例に基
づく助成事業（組織化
助成）

類似事業あり 産業支援課

雇用維持支援金事業 373,600 雇用推進課

宿泊施設等新型コロナ
対策支援事業

37,800 観光プロモーション課

16
・県民向け（離島含む）宿泊クーポン事業の
継続を。

県外観光客宿泊キャン
ペーン事業

類似事業あり 92,000 観光プロモーション課

17
・宿泊施設のほか飲食店・観光施設などでも
使用可能な割引クーポン事業の実施。

かごしまワクワク体験
推進事業

当初予算対応済 50,000 観光プロモーション課

宿泊施設新観光ビジネ
ス支援事業

20,000

県外観光客宿泊キャン
ペーン事業

92,000

第４期観光未来戦略策
定事業

4,706

修学旅行誘致事業 4,623

桜島火の島祭り開催事
業

11,700

おはら祭り推進事業 37,890

かごしま錦江湾サマー
ナイト大花火大会開催
事業

30,500

天文館ミリオネーショ
ン開催事業

29,729

鹿児島マラソン開催事
業

90,000 スポーツ課

宿泊施設新観光ビジネ
ス支援事業

当初予算対応済 20,000

“美味のまち鹿児島”
づくりイベント支援事
業

当初予算対応済 8,090

21
・県と市の連携を強化し、鹿児島一体となり
コロナ終息後の積極的観光客誘致活動と速や
かに実行するための準備を。

観光かごしま大キャン
ペーン推進事業

当初予算対応済 4,000 観光プロモーション課

3
天文館商店街振興組合連
合会

20

19

18

15

観光振興課

・鹿児島の食・味をテーマにした定期的イベ
ントの実施。
・県内地域の食材をテーマに開催。
・観光ツアーなど県内周遊の需要を高め、そ
の後県外へ広げる。

観光プロモーション課

・イベント（鹿児島マラソン・花火大会・お
はら祭）の実施。
・参加者はPCR検査実施や宿泊施設との連携
で、施設待機しながら参加するなど、コロナ
対策と規模を調整しての実施を。

当初予算対応済

4 鹿児島市ホテル旅館組合

当初予算対応済

・県内宿泊の需要を増やす施策、その後九州
域内との交流そして県全体全てを含んだ交流
喚起のための施策。
・ロードマップの想定など速やかに実行する
ための準備を。

当初予算対応済 観光プロモーション課

・観光需要回復までの補償（補助金や助成
金、雇用確保など）の継続を。
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22

・GO TO EATなどのプレミアム食事券の継続を
お願いしたい。
・ただし、割増率を段階的に落としていただ
く２５％→２０％などしないと終了時の反動
が心配でもある。

プレミアムポイント事
業

当初予算対応済 288,450 産業支援課

23

・飲食業組合への組織率が低く、ほぼアウト
サイダーのため、ガイドラインや補助金関係
などの情報が事業者の手元に届かないことは
大きな問題である。
・営業許可証交付の際に組合加入の促進が図
れるように保健所とも連携して加盟率を引き
上げたいので、協力をお願いしたい。

検討予定 生活衛生課

農林水産物PR事業 3,250 生産流通課

“美味のまち鹿児島”づ
くりイベント支援事業

8,090

宿泊施設新観光ビジネス
支援事業

20,000

25 6
鹿児島県社交飲食業生活衛
生同業組合

・店舗の経費で毎月決まった金額で出ていく
家賃の負担が大きい。支援をお願いしたい。
・ビルオーナーは固定資産税を払わないとい
けないため、家賃の引き下げにも限界がある
との意見があり、今年度だけ固定資産税の免
除は考えられないか。

家賃支援金事業 2月補正対応済
228,477

(2月補正)
産業創出課
産業支援課

農業担い手育成対策事
業

595 農政総務課

野菜価格安定対策事業 269 生産流通課

27

・メリハリの効いた、タイムリーかつ柔軟な
政策実行が要求される。
・小さい行政単位だからこそできる、全ての
業界末端にまで配慮の行き届いた支援・金銭
的補助に大きな予算配分を求めたい。

― 当初予算対応済 ―

財政課
（コロナ対
策総合調整
室）
地方創生推
進室

28 ・ワクチン接種に全力で取り組んでほしい。
新型コロナウイルスワク
チン接種事業

1月補正対応済
3,190,077
(1月補正)

感染症対策課
(保健予防課)

29 9 鹿児島大学病院
・情報共有は重要。今日はこの場に参加して
情報共有することができて大変良かった。

コロナ対策関係者会議
経費

当初予算対応済 364

コロナ対策
総合調整室
(政策推進
課)

ＩＣＴ環境整備事業 778,377

学校ＩＣＴ推進セン
ター管理運営・機材整
備事業

8,349

教育の情報化推進事業
95,930

学校ＩＣＴ
推進セン
ター（学校
教育課）

10 志學館大学30

【その他の教育機関】
ICT関連
・ICT環境整備については、学校によってさま
ざまな事情を抱え、保護者の経済的事情で教
育格差が徐々に広がっている印象。
・県外・都市圏では特に、私立学校や塾など
の方が公立学校よりもオンライン対応が丁寧
なため、格差拡大のスピードが非常に速い印
象だが、市内ではまだ緩やか。
・ただし、GIGAスクール化も念頭に置けば、
機材等の整備はもちろんだが、教職員・各教
委の最も大きな懸念は、教職員のICTツール活
用技術の課題。
・それらの研修や、ＩＣＴ専門人材の派遣の
補助等が必要。

当初予算対応済

当初予算対応済

8 鹿児島市医師会

26 7 鹿児島みらい農業協同組合

・新型コロナウイルス感染症の再拡大、気候
変動や長雨等の影響を受けて、過剰野菜や価
格暴落に悩む生産者に対して十分な支援を
行っていただきたい。

24
・地産地消の推進を。地元のものを食べよう
とういうキャンペーンの展開など。

当初予算対応済

観光プロモーション課

5
鹿児島県飲食業生活衛生同
業組合
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教育相談の充実 53,797

フレンドシップ支援事業 52,278

特別支援教育体制推進事
業 255,018

学校教育課

【その他の業界等への私見】
医療従事者・関連領域・飲食業・観光業・エ
ンターテインメント業・スポーツ業
・これらの業界の逼迫した状況にはまだ、教
育業界はとても及ばないほどで、優先順位は
ぜひこれらの業界の補助を増やしてほしい。
・ただし、教育業界は目に見えにくく誤解も
生まれやすいものの、どの業界にも徐々に影
響が広がり、その後の社会を創る根幹の分野
なので、非常に苦しい業界を短期的には強力
に補助しつつ、教育関係も同時に補助のあり
方の戦略を中長期で練る必要がある。

第二次教育振興基本計画
策定事業

類似事業あり
709

教委総務課

33
・学生の地元志向が強まっている。就職先の
確保をお願いしたい。

若年者就職サポート事
業

当初予算対応済 144 雇用推進課

34
【飲食業、ホテル・旅館等への支援】
・オンラインツアーの実施

外国人観光客受入事業 当初予算対応済 3,300 観光プロモーション課

クリエイティブ産業創
出拠点施設企画運営事
業

類似事業あり 71,681 産業創出課

宿泊施設新観光ビジネ
ス支援事業

当初予算対応済 20,000 観光プロモーション課

36
【飲食業、ホテル・旅館等への支援】
・テイクアウト・デリバリー等への支援

プレミアムポイント事
業

当初予算対応済 288,450 産業支援課

ECサイト・ホームペー
ジ導入等支援事業

20,228

「メイドインかごし
ま」支援事業

4,947

38
【デジタル化の促進】
・税制優遇等によるデジタル関連企業の誘致
促進、企業支援

企業立地推進事業 類似事業あり 239,052 産業創出課

検討中
①再生可能
エネルギー
推進課

ゼロカーボンシティか
ごしまPR事業

当初予算対応済 9,201
②環境政策
課

新産業創出支援事業 類似事業あり 2,000
①産業創出
課

40

＜中長期的施策＞
地域経済の好循環の仕組みづくり
・鹿児島市の産業連関表を作成し、地域経済
の構造分析を行い、市外への資金流出を防ぐ
対策の立案

商工業振興プラン推進
事業

類似事業あり 8,216 産業政策課

「メイドインかごし
ま」支援事業

類似事業あり 4,947 ①産業支援課

中小企業資金融資事業 当初予算対応済 302,850 ②産業支援課

39

＜中長期的施策＞
脱炭素社会構築に向けた支援
①再エネ・新エネ関連産業の振興
②市民意識の向上・啓発

41

＜中長期的施策＞
①事業承継、M&Aの支援
②金融機関との連携強化（相談業務、マッチ
ング支援、制度融資等）

11 九州経済研究所

37
【EC支援の強化】
・商品開発、ブランディング、PR・広告宣伝
等

産業支援課当初予算対応済

32

35
【飲食業、ホテル・旅館等への支援】
・ワーケーションの拠点整備

10 志學館大学

31

【その他の教育関連】
メンタルヘルス
・遠隔授業期間の増加や、マスコミ・SNSの影
響も強い社会全体のネガティブなトーンに、
児童・生徒・学生たちもマインドが縮こまっ
ている印象。
・現に、中学・高校の各校長会や現場同士の
交流でも、子ども達の自己効力感が下がって
おり、不登校が増加していることが話題に
なっている。
・健常者も不安が大きい中で、障がい者のサ
ポートがどうなっているか、現状把握が必要
なのでは。
・コロナ禍から一年経ち、メンタルケアや心
理臨床的支援等の戦略もそろそろ検討を始め
た方が良い。

類似事業あり

青少年課


