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市 長 定 例 記 者 会 見 

 
令和２年８月２６日（水） 午前１０時 

  
１. 新型コロナウイルス感染症対策 

～市民生活と地域経済をさらに支援 

２．災害に備えて安心 防災ラジオ 

３．高齢者の健やかな暮らしを応援します 

４．第５回“食の都かごしま”フェアの開催 

５．おすすめイベント情報 ～今だからこそ鹿児島の魅力を味わおう 
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報道提供資料 

市電「ゼロカーボンシティかごしま号」出発式（令和２年８月７日） 
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９月議会補正予算（鹿児島市補正予算（第４号））に盛り込んだ 
新型コロナウイルス感染症対策経費 

総額 約２５億８，３１０万円 

 

 事業名 所管課 補正予算額  

Ⅰ 感染拡大の防止  

 １ 市民サービス提供体制の確保  

 キャッシュレス決済導入事業 ICT推進室 ７，６２５千円 Ｐ3 

災害救助に要する経費 地域福祉課 １８，７８２千円 Ｐ3 

安全衛生管理事務 人事課 １６，８２７千円  

特殊勤務手当（感染症防疫等手当） 
保健政策課 

消防局総務課 
４，０２９千円  

新型インフルエンザ等感染防止対策事業 消防局警防課 ２６，５４３千円  

病院事業に対する繰出し 市立病院経営管理課 ８９，８６３千円  

交通事業に対する繰出し 交通局経理課 １１，３９９千円  

水道事業に対する繰出し 水道局経営管理課 ３，４２７千円  

下水道事業に対する繰出し 水道局経営管理課 １，９１５千円  

船舶事業に対する繰出し 
船舶局総務課 

船舶局営業課 
５，７４５千円  

２ 子育て・介護福祉サービスの提供の確保  

 放課後児童健全育成事業 こども政策課 ２４，９０５千円 Ｐ4 

放課後児童健全育成補助事業 こども政策課 ５，５６７千円 Ｐ4 

保育所等感染予防対策充実事業 保育幼稚園課 １５２，５００千円 Ｐ4 

母子生活支援施設補助事業 こども福祉課 ２，０００千円 Ｐ4 

救護施設慰労金 保護第一課 ９５０千円 Ｐ4 

介護老人福祉施設等整備費補助事業 長寿あんしん課 ２２４，７８６千円 Ｐ4 

３ 学校教育の機会の確保  

 ＩＣＴ環境整備事業 学校教育課 ３８，３５４千円 Ｐ4 

スクール・サポート・スタッフ配置事業 学務課 １１，２６９千円  

学校教育指導事業 学校教育課 １２，５７０千円  

感染症対策・学習保障等対策事業 教委・総務課 １８２，５００千円 Ｐ4 

計 ８４１，５５６千円  

Ⅱ 市民生活への支援  

 子育て世帯への応援給付金支給事業 こども福祉課 ８３６，９９７千円 Ｐ5 

育児応援金支給事業 母子保健課 ４９５，７５０千円 Ｐ5 

計 １，３３２，７４７千円  

 

 

１．新型コロナウイルス感染症対策 

       ～市民生活と地域経済をさらに支援 
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 事業名 所管課 補正予算額  

Ⅲ 事業継続への支援  

 路線バス事業維持支援補助金 交通政策課 ４，５４０千円 Ｐ6 

障害福祉サービス事業所等感染症対策支援事業 障害福祉課 １０，０００千円 Ｐ6 

認可外保育施設負担軽減事業 保育幼稚園課 １１，５００千円 Ｐ6 

花めくかごしま応援事業 生産流通課 ４，８２９千円 Ｐ6 

肉用牛肥育経営安定対策事業 生産流通課 １５，７００千円 Ｐ6 

水産加工業の製造施設等整備の緊急支援事業 産業政策課 １０，８５８千円 Ｐ6 

ＥＣサイト・ホームページ導入等支援事業 産業支援課 ９１，２１６千円 Ｐ7 

学校臨時休業に係る給食関係事業者支援補助金 保健体育課 １１，６５７千円 Ｐ7 

計 １６０，３００千円  

Ⅳ 地域経済の活性化の機運づくり  

 かごしま移住支援・プロモーション事業 移住推進室 ２，７３５千円 Ｐ8 

新型コロナ対策に係る市民活動支援セット配付事業 市民協働課 １１，４９２千円 Ｐ10 

新型コロナ対策に係る地域活動支援セット配付事業 地域振興課 ２４，７６６千円 Ｐ10 

文化芸術団体等感染症予防対策支援事業 文化振興課 ５，０００千円 Ｐ10 

フードビジネス推進事業 産業創出課 ２，０４５千円 Ｐ10 

クリエイターマッチング支援事業 産業創出課 ２，０００千円 Ｐ10 

クラウドファンディング活用支援事業 産業創出課 ２，３００千円 Ｐ11 

かごんまのよかもん！あげちゃう！キャンペーン 

事業 
産業支援課 ４６，２００千円 Ｐ8 

Ｗｉｔｈコロナ新観光プロジェクト事業 観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課 １３２，０００千円 Ｐ9 

第４期観光未来戦略策定事業 観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課 ３，９６４千円 Ｐ10 

観光施設感染症対策設備導入事業 

（水族館・動物公園） 
観光振興課 ６，０００千円 Ｐ11 

鹿児島ユナイテッドＦＣ活動支援事業 スポーツ課 ７，５００千円 Ｐ11 

鹿児島レブナイズ活動支援事業 スポーツ課 ２，５００千円 Ｐ11 

計 ２４８，５０２千円  

合   計 ２，５８３，１０５千円  
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１ 市民サービス提供体制の確保に関する主な取り組み 

 

■キャッシュレス決済導入事業 （ICT推進室 ℡216-1115） 

手数料収納件数の多い市役所の窓口において、市民が現金に触れることなく、かつ支払い時間の

短縮を図るため、キャッシュレス決済を導入する。 

事 業 費  ７，６２５千円 

導入対象  手数料収納件数の多い２８窓口 

① 市民課、各支所市民課・総務市民課、市民サービスステーションの窓口におけ 

る住民票の写し等の交付手数料 

② 資産税課、各支所税務課の窓口における所得額証明書等の発行手数料  

決済手段  クレジットカード、デビットカード、電子マネー、モバイルウォレット 

 

 

 

 

 

 

スケジュール 

令和２年１０月  業者選定 

  令和３年 １月  接続テスト 

           関係例規整備 

  令和３年度の早期に運用を開始する 

 

 

■災害救助に要する経費 （地域福祉課 ℡216-1244） 

避難所における新型コロナウイルス感染症対策や運営体制の充実を図るために、パーテーショ 

ンや段ボールベッド等を購入する。 

事 業 費  １８，７８２千円 

購 入 数   

ワンタッチパーテーション ３３８組 段ボールベッド・間仕切り 各１００個 

・第一開設避難所（１０１箇所）各２組 

・他の避難所（１３６箇所）  各１組 

・福祉コミュニティセンターや各支所等に保

管し、必要に応じて使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 感染拡大の防止 
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２ 子育て・介護福祉サービスの提供の確保 

 

事  業 
事業費 

（千円） 
内 容 

放課後児童健全育成事業・ 

放課後児童健全育成補助 

事業 

（こども政策課℡216-1259） 

 

計

30,472 

■児童クラブの職員が勤務時間外に消毒等を実施する 

場合の手当を負担。２０６クラブ 

保育所等感染予防対策充実

事業 

(保育幼稚園課 ℡216-1223） 

 

152,500 ■保育所等の消毒や清掃等に係る人件費や、感染予防の

ための衛生用品・備品購入等に係る経費。３０５施設  

母子生活支援施設補助事業 

（こども福祉課℡216-1261） 

2,000 ■母子生活支援施設（４施設）がマスク・消毒液などの

衛生用品等を購入する経費を補助 

 

救護施設慰労金 

（保護第一課℡216-1281） 

950 ■救護施設（１施設）で感染防止対策を講じながら施設

運営の継続に取り組む職員に慰労金を支給 

 

介護老人福祉施設等整備費

補助事業 

(長寿あんしん課 ℡216-1147） 

 

224,786 ■介護老人福祉施設等の多床室の個室化と簡易陰圧装

置の設置の経費を補助 

 

 

３ 学校教育の機会の確保に関する主な取り組み 

 

■ＩＣＴ環境整備事業 （学校教育課 ℡227-1941） 

臨時休業時等に児童生徒が家庭にいても学習を継続できるよう、ＩＣＴ環境の整備を進める。 

事 業 費  ３８，３５４千円 

内  容  家庭向けに貸し出すモバイルＷｉ－Ｆｉ、学校で使用するマイクなど遠隔学習に 

対応した設備の整備 

  整備時期  令和２年９月～令和３年３月（令和３年４月運用開始） 

 

 

■感染症対策・学習保障等対策事業 （教委・総務課 ℡227-1922） 

感染症対策等を徹底しながら児童生徒の学習保障のための取り組みを実施するに当たり、学校長

の判断で迅速かつ柔軟に対応できるよう、学校教育活動に必要な経費を計上し、学校に配当する。 

事 業 費  １８２，５００千円 
 児童数 配当額 対象校数 

小学校 

中学校 

１～３００人 １００万円 小２８校・中１２校 

３０１～５００人 １５０万円 小２２校・中１４校 

５０１人以上 ２００万円 小２８校・中１２校 

高等学校 ４０１～７００人 ２５０万円  １校 

７０１人以上 ３００万円  ２校 
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■子育て世帯への応援給付金支給事業 （こども福祉課 ℡216-1261） 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、子育て世帯への継続的な支援策として、市独

自の給付金を支給する。 

 

事 業 費  ８３６，９９７千円 

 

支給対象  令和２年１０月分の児童手当の受給者 約５１，６００人 

・特例給付（所得制限対象者）は除く 

      ・単身赴任等で他市町村で児童手当を受給している人であっても、対象児童が 

      本市市民であれば対象とする。 

 

支 給 額  対象児童１人につき１０千円 

※支給対象児童数 約８２，６００人 

 

申請方法  原則申請は不要（本市から児童手当を受給していない人は申請が必要） 

 

支給時期  令和２年１１月下旬から支給開始予定 

 

 

 

■育児応援金支給事業 （母子保健課 ℡216-1485） 

新型コロナウイルス感染症の影響下において、国の特別定額給付金の基準日（令和２年４月２７ 

日）の翌日以降に生まれた子どもの育児を支援するため、市独自の育児応援金（１０万円）を支給 

する。 

  

事 業 費  ４９５，７５０千円 

 

支給対象  次の要件を満たす産婦 

①令和２年４月２８日から令和３年４月１日までに生まれ、出生により初めて本市  

に住民登録される子どもを出産した産婦 

②令和２年４月２７日から申請日までの間、継続して本市に住民登録されている 

産婦 

 

支 給 額  対象児１人につき１００千円 

      ※支給対象児数 約４，９００人（令和２年度分） 

 

申請方法  令和２年１０月から順次案内状を発送予定 

 

 

 

 

 

Ⅱ 市民生活への支援 
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■路線バス事業維持支援補助金 （交通政策課 ℡216-1113） 

外出自粛等により利用者減少などの影響を受けている路線バス事業者に対し、補助金を給付し、

感染拡大防止の徹底及び路線バス事業の維持を図る。 

 

事 業 費  ４，５４０千円 

 

 対 象 者  本市に本店又は営業所を置く民間の路線バス事業者 

         

支援条件  ・関係団体が作成する感染予防対策ガイドラインの実践等、感染拡大防止の徹底  

に取り組むこと 

       ・路線バス事業の維持に努めること 

 

 支援内容  本市域内の営業所に配置する路線バス事業用車両１台につき３万円（上限２００万円） 

    

  申請期間  令和２年１０月上旬受付開始予定 

 

 

■その他の事業継続への支援 

   

事  業 
事業費 

（千円） 
内 容 

障害福祉サービス事業所等 

感染症対策支援事業 

（障害福祉課℡216-1272） 

10,000 ■新型コロナウイルス感染症拡大により生産活動収入が

減収している就労継続支援事業所に対し、生産活動の

存続や新たな販路拡大に要する費用を補助 

 

認可外保育施設負担軽減 

事業 

（保育幼稚園課℡808-2662） 

11,500 ■登園自粛要請に伴い、認可外保育施設（企業主導型を除

く）が保育料の減免を行う場合の減免相当額を補助 

 ※本市の令和 2 年 4 月 25 日~5 月 31 日の登園自粛要

請期間についても、遡って対象とする。 

 

花めくかごしま応援事業  

（生産流通課 ℡216-1388） 

4,829 ■新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた花生産

者を支援するため、切花や鉢花等を本庁、各支所、市立

病院に展示して市民に花の魅力を体感してもらい、日

常生活での花の消費拡大を促進する。 

 

肉用牛肥育経営安定対策 

事業 

（生産流通課 ℡216-1499） 

15,700 ■新型コロナウイルス感染症拡大により経営が悪化して

いる肉用牛肥育農家に対し、国の「肉用牛肥育経営安定

交付金制度（牛マルキン制度）」の補填額が減少する期

間、補填されない部分の一部を市が独自に助成 

 

水産加工業の製造施設等 

整備の緊急支援事業 

（産業政策課℡216-1319） 

10,858 ■新型コロナウイルス感染症の影響による輸出先国の市

場変化や食品衛生等の規制に対応するため、水産加工

業者が行う施設整備等に要する経費を補助 

 

Ⅲ 事業継続への支援 

※次のページに続きます。 
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事  業 
事業費 

(千円) 
内 容 

ＥＣサイト・ホームページ 

導入等支援事業 【拡充】 

（産業支援課 ℡216-1323） 

91,216 ■EC（電子商取引）サイト・ホームページの立ち上げ等

に対する助成（7 月から開始）について、対象業種を製

造業から全業種に拡大し、市内事業者の事業活動の PR

をさらに支援。上限４０万円（補助率３／４） 

 

 

 

 

学校臨時休業に係る給食関

係事業者支援補助金 

（保健体育課 ℡227-1952） 

11,657 ■学校の臨時休業により、給食食材の発注のキャンセル

が生じ、その影響を受けた事業者等に対し、廃棄した食

材に係る費用及び発注のキャンセルに係る費用を   

支援。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※GMO ペパボ㈱と連携したセミナーも開催予定 

（11 月・12 月・2 月） 
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■かごしま移住支援・プロモーション事業 （移住推進室 ℡803-3074） 

「新しい生活様式」等への対応を図り、地方都市での新たな暮らしを希望する者に対して支援措 

置を講じ、本市への移住を促進する。 

 

  事 業 費  ２，７３５千円 

  内  容  ・ＷＥＢ会議システムを活用したオンライン相談 

・「鹿児島市ＩＪＵ(いじゅう)倶楽部会員特典サービス」制度 

県外の移住検討者が一時的に本市を訪れた際に、宿泊施設やレンタカー利用等       

の特典サービスが利用できる。 

・「移住奨励金」制度 

県外から本市への移住世帯に対して、引っ越し費用等を対象に奨励金を交付  

交付対象 引っ越し業者に支払った運送費用、移住世帯の交通費 

         交 付 額 ・基準額 １世帯１０万円 

・加算額 １８歳未満の子がいる世帯 ５万円    上限２０万円  

三大都市圏からの移住世帯 ５万円   交付率１／２ 

 

 

■かごんまのよかもん！あげちゃう！キャンペーン事業 （産業支援課 ℡216-1323） 

新型コロナの影響で来鹿を延期した県外在住の学生に対して、特産品の詰め合わせとＥＣサイト  

等の案内チラシを送付することにより、学生の支援並びに特産品の周知及び販路拡大を行うととも 

に、学生によるＳＮＳ等での情報発信を促し、地場産業の活性化を図る。 

 

事 業 費  ４６，２００千円 

対 象 者  県外に在住し、鹿児島市内に住む家族等がいる学生（国内に限る） 

送付内容  ５，０００円相当の本市特産品の詰め合わせセット（３種類のうちから１種類）  

① 焼酎・おつまみ中心セット（２０歳以上限定） 2,020個 

② 工芸品中心セット              2,020個 

③ 鹿児島のオリジナル食品・菓子セット     2,020個  計 6,060個 

※送付後、ＳＮＳで商品やこの取り組みのＰＲを行っていただきます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   申込方法  １人１回のみ、郵送・ファクス・メール等で（応募多数の場合は抽選） 

   申請期間  令和２年１１月上旬から１２月上旬（予定） 

 

 

Ⅳ 地域経済の活性化の機運づくり 

<イメージ> 
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■Ｗｉｔｈコロナ新観光プロジェクト事業 （観光プロモーション課 ℡216-1510） 

新型コロナウイルス感染症の影響下における新たな視点での観光プロジェクトを各面から展開す

ることにより、当面の観光振興を図るとともに、コロナ収束後の需要回復を見据えた観光メニューの

充実につなげる。 

事 業 費  計１３２，０００千円 

 

① かごしまワクワク体験推進（事業費 １１２，０００千円） 

鹿児島市民（３万人）に、３，０００円分のお試し体験クーポンを発行し、本市観光の活性化を

図るとともに、アンケートによるニーズの把握・分析を行うこと等により、体験型観光メニューの

充実を促進する。 

体験メニューの例  着付体験、陶芸体験、果実狩り、クルージング、民間の観光施設での体験 

時 期  令和２年１１月から（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② マイクロツーリズムモニターツアー（事業費 １４，０００千円） 

「新たな生活様式」を踏まえながらマイクロツーリズムの観点からモニターツアー（４種類）を

実施し、ニーズの把握・分析を行うこと等により、着地型旅行商品の充実を促進する。 

モニターツアーの例  ・新たなタクシー・バスツアー 

・観光施設でのプライベートツアー など 

時 期  令和２年１１月から（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

③ オンライン観光支援（事業費 ６，０００千円） 

オンラインの旅行や宿泊体験等のインターネットを活用した観光の取組を実施する民間事業者

等に対する補助 

補 助 額  上限２０万円（補助率３／４） 

  申請受付  令和２年１０月から（予定） 
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■第４期観光未来戦略策定事業 （観光プロモーション課 ℡216-1510） 

第４期観光未来戦略策定に向け、新型コロナウイルス感染症を踏まえた中長期的な観光トレンド 

等を考慮する必要があることから、調査・研究などを前倒しで行う。 

  事 業 費  ３，９６４千円 

 

 

■市民活動等への支援 

 

事  業 
事業費 

（千円） 
内 容 

新型コロナ対策に係る 

市民活動支援セット配付

事業 

（市民協働課℡216-1204） 

11,492 ■新型コロナウイルスの感染拡大防止と市民活動の両立

を図るため、ＮＰＯ法人に対し、非接触型体温計や消毒

液、マスクを組み合わせた「市民活動支援セット」を配

付 

新型コロナ対策に係る 

地域活動支援セット配付

事業 

（地域振興課℡216-1214） 

24,766 ■新型コロナウイルスの感染拡大防止と地域活動の両立

を図るため、町内会及び地域コミュニティ協議会に対

し、非接触型体温計や消毒液、マスクを組み合わせた

「地域活動支援セット」を配付。 町内会７８３団体、

地域コミュニティ協議会７９団体 

文化芸術団体等感染症予

防対策支援事業 

（文化振興課℡216-1501） 

5,000 ■新型コロナウイルス感染症の影響下で、市内に主たる

事務所や活動拠点を有する文化芸術団体等が活動を継

続・再開するに当たり、予防対策に必要とする物品の購

入費用を助成。１団体あたり上限５万円 

 

 

■事業所の新たな取り組みへの支援 

 

事  業 
事業費 

（千円） 
内 容 

フードビジネス推進事業 

（産業創出課℡216-1319） 

2,045 ■新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い厳しい状況下

にある事業者が、現下の危機を乗り越えるため、また、

来たる回復期に備えるため、新たな視点を加えて取り

組む、新メニュー等の開発に要する経費の一部を助成。 

上限１０万円（補助率２／３）  

クリエイターマッチング 

支援事業 

（産業創出課℡216-1319） 

2,000 

 

■新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者のブ

ランド力の強化及び製品の高付加価値化並びにクリエ

イティブ人材の発掘・育成等の促進を図るため、マーク

メイザンのビジネスマッチング専用サイトに登録した

事業者とクリエイターとの間でビジネスマッチングが

成立した場合の契約金額の一部を助成。上限１０万円

（補助率１０／１０） 

※次のページに続きます。 
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事  業 
事業費 

（千円） 
内 容 

クラウドファンディング 

活用支援事業 

（産業創出課℡216-1319） 

2,300 ■新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う課題解決に資

する起業や新製品・新サービスの開発などに取り組む

市内の起業家や中小企業等が、テストマーケティング

や資金調達のためクラウドファンディングを活用する

際に支払う手数料の一部を助成。上限２０万円（補助率

１／２） 

 

 

 

■観光分野の地域経済の活性化対策 

 

事業名 
事業費 

（千円） 
内 容 

観光施設感染症対策設備 

導入事業 

（水族館・動物公園） 

（観光振興課℡216-1327） 

計 

6,000 

■かごしま水族館及び平川動物公園で観光客が安心して

利用できるよう、感染拡大防止のための設備を導入 

①かごしま水族館の入退館者数監視装置 

  リアルタイムに館内人数を把握できるシステム 

②平川動物公園の食堂オープンテラス屋根設置 

 食飲食スペースの「３密」回避 

 

鹿児島ユナイテッドＦＣ

活動支援事業 

（スポーツ課℡803-9622） 

7,500 ■スポーツを通じた観光交流の促進を図っていくため、

「鹿児島ユナイテッドＦＣ」の新型コロナウイルスの

感染防止対策や「新しい生活様式」への対応に係る費用

を補助。補助率１／２ 

  

鹿児島レブナイズ活動支

援事業 

（スポーツ課℡803-9622） 

2,500 ■スポーツを通じた観光交流の促進を図っていくため、

「鹿児島レブナイズ」の新型コロナウイルスの感染防

止対策や「新しい生活様式」への対応に係る費用を補

助。補助率１／２ 
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災害時等に、市の発令する避難情報などの緊急放送を、フレンズＦＭ（コミュニティＦＭ「鹿児島

シティエフエム」）の電波を通じて受信し、電源が自動的に入って最大音量で放送する「鹿児島市防災

ラジオ」の有償提供の受付を開始する。 

 

 

受付期間  ９月１日（火）～９月３０日（水）    

     

申込方法  危機管理課、各支所総務課・総務市民課へ必要書類を 

持参 ※危機管理課のみ郵送受付可能 

<必要書類> 

①申込書（危機管理課、各支所等に設置。市のホームページからダウンロード可） 

②申請者の住所・氏名が確認できる本人確認書類の写しなど 

 

提供条件  ・申し込みは、１世帯（１事業所等）につき 1台まで 

・設置予定場所でフレンズＦＭ（76.2MHz）を受信できること 

     ※防災行政無線戸別受信機の貸与対象世帯及び事業所等（吉田・桜島・喜入・松元・ 

郡山支所管内及び磯・竜ヶ水地区）を除く 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対 象 価 格 台 数 

市内在住の個人  １，０００円 １，９００台 

市内の事業所等（町内会等含む） １０，０００円   １００台 

２．災害に備えて安心 防災ラジオ 

 

 今年度中に指定が見込まれる「土砂災害警戒区域（イエローゾーン）」及び「土砂災害特別警戒

区域（レッドゾーン）」について、県砂防課による住民説明会を開催 

 

■対象地域・開催日程（主催者：鹿児島県砂防課） 

対象地域 開催日時 会 場 

松元地域 9月 23日（水）、9月 27日（日） 10時～16時 松元支所３階大会議室 

桜島地域 10月 2日（金）、10月 4日（日） 10時～16時 桜島公民館大研修室 

※開催時間中は自由に来場可能で、個別の質問等にも対応します。 

11時・13時・15時から概要説明があります。 

 

■内容 ・新たな土砂災害警戒区域等の指定の目的などの説明 

・関係資料の閲覧 など 

■ 問い合わせ 

危機管理課 

０９９－２１６－１２１３ 

 

「土砂災害警戒区域」・「土砂災害特別警戒区域」の指定に関する住民説明会 

価格・台数 
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１ 敬老訪問  

  永年にわたり社会のために貢献してこられた高齢者に

敬意と祝意を表するとともに、更なる長寿を記念して、

市職員が民生委員とともに訪問し、お祝い状と敬老祝い

金を贈呈する。 

   

期 間  ９月１日（火）～１８日（金） 

対象者  市内の男女最高齢者 

男性：１０９歳、女性１０８歳  

  満８８歳を迎えた約３，０００人 

 

 

２ 第９回すこやか長寿まつり  

 

期 日 内 容 会 場 参加予定 

９月１０日（木）～１５日（火） 高齢者作品展 イオン鹿児島鴨池店 ４５０点 

９月２３日（水） ゲートボール大会 鹿児島ふれあいスポー

ツランド 

１００人 

９月２７日（日） 

 

ねんりんステージ 

・市民参加ステージ 

・野口たくおさん（ＭＢＣ

タレント）による講演 

・健康トークショー 

ゲスト：鹿児島大学大学

院教授 西順一郎氏 

宝山ホール 

 

３００人 

９月２９日（火）～ 

１０月１日（木） 

グラウンド・ゴルフ大会 かごしま健康の森公園 ８００人 

１０月１７日（土） 「さつまの歴史探訪！」 

ウォークラリー大会 

天文館公園（受付会場） １００人 

※手洗い・消毒・マスク着用や「３密」回避など新型コロナ感染症対策を徹底して開催します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．高齢者の健やかな暮らしを応援します 

昨年のすこやか長寿まつり（左：グラウンド・ゴルフ、右：ねんりんステージ） 

■ 問い合わせ 

長寿支援課 

０９９－２１６－１２６６ 

 

昨年の市長による敬老訪問 
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首都圏の飲食店で鹿児島の食材を用いた期間限定メニューの提供など“食の都かごしま”の魅力を

発信するイベントを開催し、本市のシティプロモーションを行う。 

 

期 間  ９月１日（火）～３０日（水） 

 

場 所  ①浅草の「まるごとにっぽん」内の５店舗 

 和牛ダイニング ぱんが、 

ＧＯＴＯＵＣＨＩ＆ｋｉｔｃｈｅｎ、 

創彩イタリアン 神楽、 

Ｃａｆｅ Ｍ／Ｎ、いなほ新潟 

②浅草エリアの飲食店２店舗 

    トンテキ元気×浅草ちゃんこ場、 

九州居酒屋一丁目一番地 西浅草店 

③上野・御徒町エリアの飲食店３店舗 

    厳選洋食さくらい、 

海鮮料理 薩摩魚鮮 ＵＥＮＯ３１５３店、 

キッチンさくらい 

 

 

鹿児島黒牛、かごしま黒豚、桜島大根などを使用した期間限定メニューの提供、 

本市のＰＲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①豪華景品が当たる！スマホアプリ「かごぷり」でスタンプラリー（広報戦略室 ℡803-9547） 

フェア参加各店や都内にある鹿児島ゆかりのスポットを訪ねて「かごぷり」でスタンプを集め  

ると、抽選で鹿児島の特産品詰め合わせなど、豪華景品が当たるスタンプラリーを開催 

 ②アンケートキャンペーン 

  フェアメニューを注文し、アンケートに回答いただいた方の中から抽選で鹿児島の特産品を

プレゼントするキャンペーンを実施 

 ③薩マルシェ 

  フェア開催にあわせて、鹿児島の特産品販売と観光ＰＲを行う薩マルシェを開催 

  期 間  ９月 1日（火）～３日（木） 

  場 所  まるごとにっぽん 

 

４．第５回 “食の都かごしま” フェアの開催 

創彩イタリアン 神楽 

「かごしま黒豚のロースト」 

キッチンさくらい 

「かごしま黒豚のロースカレー」 

※各参加店舗において、手洗い・消

毒・マスク着用や「３密」の回避

など、新型コロナ感染症対策を徹

底し、東京都「感染防止徹底宣言

ステッカー」を取得・掲示します。 

■ 問い合わせ 

東京事務所 

０３－３２６２－６６８４ 

 

今回の内容 

期間中イベント 

<オープニングセレモニー> 

日時 ９月１日１０時３０分～ 

場所 まるごとにっぽん 


