
（単位：円）

1
総務課
情報統計係

垂水市光ブ
ロードバンド
整備事業（地
方単独分）

●新型コロナウィルスの感染拡大を踏ま
え、在宅勤務やオンライン診療、また教
育ICT環境を実現するため、情報通信基盤
を早急に整備する。
●電気通信事業者への補助金

104,742,000 104,742,000 0 0

①光ファイバー網の未整備であった1700世帯の地
域を整備できた。
②鹿屋新城ビル、鹿児島垂水ビル、牛根ビルの局
舎設備を行い、高速光通信を可能とした。
③在宅勤務や教育ICT環境の向上など対象地域住
⺠の情報利便性を図ることが出来た。

2
総務課
情報統計係

無線システム
普及支援事業
費等補助金

（高度無線環境整備推進事業）
●新型コロナウィルスの感染拡大を踏ま
え、在宅勤務やオンライン診療、また教
育ICT環境を実現するため、情報通信基盤
を早急に整備する。
●電気通信事業者への補助金

184,533,931 61,511,000 123,022,931 0

①光ファイバー網の未整備であった1700世帯の地
域を整備できた。
②鹿屋新城ビル、鹿児島垂水ビル、牛根ビルの局
舎設備を行い、高速光通信を可能とした。
③在宅勤務や教育ICT環境の向上など対象地域住
⺠の情報利便性を図ることが出来た。

    成果及び評価
    ①成果・効果
    ②成果・効果の測定方法
    ③評価
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（単位：円）

1

教育総務課
庶務係

学校教育課
学校教育課係

学校保健特別対
策事業費補助金

（感染症対策等の学校教育活動継続支援事業）
●学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る
支援事業
●各学校が感染症対策等を徹底しながら、夏季休
業期間の短縮等により研修機会を逸した教職員に
対し研修に必要な経費を支援する取組及び児童生
徒の学習保障をするための取組を実施するに当た
り、校⻑の判断で迅速かつ柔軟に対応することが
できるよう、学校教育活動の円滑な運営を支援す
る。

7,175,139 3,588,139 3,587,000 0

①市内小学校８校・中学校１校
②実測
③学校裁量経費のため、各校の状況に応じた感染症対
策を実施することができた。

2
保健課
健康増進係

疾病予防対策事
業費等補助金

（新型コロナウイルス感染症の流行下における一
定の高齢者等への検査助成事業）
●感染拡大や重症化を防止する観点から、一定の
高齢者や基礎疾患を有する者について、市区町村
において本人の希望により検査を行う場合に、国
が一定の費用を助成することで、重症者の増加抑
制に資するとともに、市区町村における一定の高
齢者等への検査に係る取組を支援することを目的
とする。
●ＰＣＲ検査、抗原定量検査に係る経費

180,000 90,000 90,000 0

①ＰＣＲ検査等の受診を望む、65歳以上の市⺠へ助成
を行うことができた。
②実測
③広報を周知徹底し、重症化するリスクが高い高齢者
へ、ＰＣＲ検査等の助成を行い、感染拡大や重症化の
防止に繋がった。

3
保健課
健康増進係

新型コロナウイ
ルス感染症の自
費検査に係る助
成事業

●新型コロナウイルス感染症に対する不安を抱え
ているにもかかわらず、行政検査の該当とならな
かった市⺠及び本市の産業を支えている市内事業
所に勤務する者を対象として、医療機関で実施
し、医師の診断を伴う検査費用の一部を助成し、
市⺠の不安の軽減及び感染拡大防止を目的とす
る。
●PCR検査、抗原検査に係る自費検査費用の一部

972,000 972,000 0 0

①ＰＣＲ検査等の受診を望む64歳以下の市⺠へ、助成
を行うことができた。
②実測
③広報を周知徹底し、64歳以下で、行政検査や県の無
料検査の対象とならなかった市⺠へ助成を行い、市⺠
の不安の軽減、感染拡大防止等に繋がった。

    成果及び評価
    ①成果・効果
    ②成果・効果の測定方法
    ③評価
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4
水産商工観光課
商工業推進係

市独自の持続化
給付金（商工
業）

●新型コロナウイルス感染拡大の影響により、特
に大きな影響を受けている市内事業者に一事業者
５万円を持続化給付金として給付することにより
事業の継続を下支えすることを目的とする。
●事業者への支援経費5万円

11,789,460 11,789,460 0 0

①商工業者
 対象世帯 473事業者
 申請件数 235事業者（49.7%）
②実測
③申請は約5割だったが、申請漏れが無いよう事業者
へ連絡を取り、対象事業の継続を下支えすることが出
来た。

5
水産商工観光課
水産係

市独自の持続化
給付金（水産
業）

●新型コロナウイルス感染症の影響により、出荷
量が減少し大きな影響を受けている市内水産業者
に一事業者５万円を持続化給付金として給付する
ことにより事業の継続を下支えすることを目的と
する。
●水産業者への支援経費5万円

3,571,384 3,571,384 0 0

①水産業者
 対象世帯 284事業者
 申請件数 71事業者（25%）
②実測
③申請は25％だったが、申請漏れが無いよう事業者へ
連絡を取り、対象事業の継続を下支えすることが出来
た。

6
水産商工観光課
水産係

水産物ＰＲ販売
促進対策事業

●新型コロナウィルス感染拡大の影響を受け、出
荷量が減少している本市の特産品である養殖魚
（カンパチ・ブリ）について、販売促進の取組に
支援を行う必要があり、本市の観光拠点施設及び
漁協直営店舗と連携し、「ブリ・カンパチ丼」の
販売に向け原材料の供給を行うことで、新たな集
客による消費拡大を図る。
●水産物購入経費

1,818,274 1,818,274 0 0

①販売：3店舗・42回
 販売数量（丼）：3,280食
 カンパチ購入費：640,440円
 ブリ購入費：706,536円
 付帯事務費：471,305円
 合計事業費：1,818,281円
②実測
③本市の特産品である養殖魚（カンパチ・ブリ）を丼
として観光拠点施設店舗で販売することで、PR販売促
進の支援と新たな集客による消費拡大を図ることがで
きた。
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7
水産商工観光課
水産係

垂水市水産物給
食食材供給事業

●新型コロナウィルス感染拡大の影響を受け、出
荷量が減少している本市の特産品である養殖魚
（カンパチ・ブリ）を学校給食へ供給することに
より児童生徒へ魚食普及活動と水産業への理解を
深めてもらうことで、家庭での消費喚起による販
売促進を図る。
●水産物購入経費

1,954,693 1,954,693 0 0

①提供回数：17回
（カンパチ8回・ブリ9回）
 食数：15,894食
（カンパチ7,184食・ブリ8,710食）
 カンパチ購入費：901,228円
 ブリ購入費：1,053,465円
 合計事業費：1,954,693円
②実測
③本市の特産品である養殖魚（カンパチ・ブリ）を学
校給食へ供給したことで、児童生徒へ魚食普及活動と
水産業への理解を深めてもらい、販売促進を図ること
ができた。

8
水産商工観光課
商工業推進係

支え合おう垂水
市プレミアム付
き商品券

●地域振興に貢献する商店等において共通して使
用できるプレミアム付商品券を発行することによ
り、新型コロナウィルス感染拡大の影響による景
気の低迷に対する地域経済の活性化、地元消費の
拡大に資することを目的とする。
●プレミアム付き商品券のプレミアム分の経費、
事務費、換金手数料

27,910,650 27,910,650 0 0

①販売実績 100,800枚
換金実績 100,630枚（99.8%）
②実測
③9割以上の世帯が使用し、地元商店街の消費活性化
を図ることができた。

9
保健課
病院老人保健
施設管理係

介護老人保健施
設感染対策構築
事業

●令和3年1月にクラスターが発生した介護老人保
健施設コスモス苑において、集団感染収束後、更
なる感染対策を徹底しつつ、介護サービスを継続
的に提供するための体制構築を行う。
●感染症対策品等購入経費

1,309,000 1,309,000 0 0

①更なる感染対策の徹底に繋がった。
②指定管理者への状況確認
③垂水市立介護老人保健施設コスモス苑において、本
交付金を活用し更なる感染対策を徹底しつつ、介護
サービスの継続的な提供を行えた。
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10
保健課
病院老人保健
施設管理係

病院事業会計へ
の補助金

●新型コロナウィルス感染拡大の第4波が発生し、
変異ウイルス株の感染も拡大している中、院内感
染対策をより強化する必要がある。そのために昨
年度実施した感染対策を強化することを目的と
し、院内整備を行おうとするものである。このこ
とにより、通常の患者が安心して診療を受けられ
ることにつながり、併せて医療従事者も安心して
診療が行えることにつながることとなる。
●垂水市病院事業会計へ繰り出し、垂水市立垂水
中央病院へ超音波画像診断装置、ノータッチ式
ディスペンサーの整備、自動水栓工事、検体採取
の際に使用する専用通用口に風除室設置工事を行
う。

9,161,185 9,161,185 0 0

①更なる感染対策の徹底に繋がった。
②指定管理者への状況確認
③垂水市立医療センター垂水中央病院において、昨年
度実施した感染対策を更に強化する院内整備を行うこ
とができた。

11
学校教育課
学校教育係

新型コロナウイ
ルス感染症に備
えた市内小・中
学校「学びの保
障」推進事業

●新型コロナウイルス感染症の蔓延による学校の
臨時休業等を円滑に進めるための環境整備とし
て、教師がタブレットの操作ではなく、電⼦⿊板
で操作できるようにすることで、できるだけ効率
よく授業を進めることも期待でき、また臨時休業
時には、授業の様⼦をオンラインで配信する際、
電⼦⿊板に直接書き込み、ポイントをわかりやす
く示すことができるので、新型コロナウイルス感
染症による臨時休業等を実施する際にも、本市の
⼦供たちの「学びの保障」にとっても大きな効果
が期待できるものである。
●電⼦⿊板ユニット、画⾯保護フィルタの購入経
費

6,465,360 6,465,360 0 0

① ・電⼦⿊板ユニット等
   設置台数６２台
   （普通教室１００％）
  ・オンライン授業対応100％
② ・実測
③ 全ての普通教室の大型モニターを１００％電⼦⿊
板化できた。
 オンライン授業等でもスムーズに活用できた。

12
農林課
振興係

営農継続緊急支
援給付金

●新型コロナウイルス感染症の影響を克服するた
め、市内で農業を営む法人及び個人を対象に、営
農継続と回復、並びに経営の維持発展を図る。
●農業を営む法人及び個人への支援経費5万円

912,512 912,512 0 0

①申請 18経営体
②確定申告書等により減収を確認
③コロナの影響により減収したことが農業者へ確実に
支援を図ることができた。
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13
財政課
契約管財係

公共施設感染予
防対策事業

●垂水市本庁舎及び出先機関における感染症防止
のため消毒液を購入するもの
●消毒液購入経費

354,200 354,200 0 0
①17L×92缶購入
②全庁に配布
③消毒作業に活用できた。

14
保健課
介護保険係
健康増進係

新型コロナウイ
ルス感染拡大防
止対策事業

●市内医療機関・介護事業所において、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大と収束が反復する中
で、それぞれの機能・規模に応じた必要な医療や
事業提供を継続するため、施設内等での感染防止
対策等に係る費用の支援を行い、今般の感染再拡
大の要因となっている変異株への対策強化を図る
ことを目的とする。
●令和3年4月1日から12月31日までの新たに感染
を防止するための取組に要した又は要する費用
（人件費除く）

6,783,197 6,783,197 0 0

①対象事業所（申請件数）
医療 6か所
介護 8か所
②事業実績報告書で測定
③事業所の感染拡大防止対策のための物品に対する補
助金交付を行うことで、市内の感染拡大防止の一助と
なった。

15 消防本部
コロナウイルス
感染症対策事業
（消防）

●消防職員の新型コロナウイルス感染症対策用の
資器材等を整備することで、消防行政が滞ること
のない体制を構築する。
●資器材購入経費

10,159,600 10,159,600 0 0

➀消防行政が滞ることのない体制構築
②実測
③感染対策資器材を整備したことで、未然に救急隊員
への感染防止対策を講じることができた。

16
総務課
情報統計係

ウェブ会議環境
構築事業

●新型コロナウイルス感染症対策での移動制限に
より対⾯での打ち合わせが困難な状況の中、オン
ラインでのミーティングの環境を構築する。
●ウェブ会議に必要な機器の購入経費

537,900 537,900 0 0

①対象：職員等
 ※実績の購入品をウェブ会議に活用した。
②実測
③大型ディスプレイと会議用カメラを利用することで
複数人参加のウェブ会議を開催することが出来て、対
⾯での会議や研修会を回避することが出来た。

17
水産商工観光課
観光推進係

おもてなしキャ
ンペーン第2弾

●新型コロナウイルスの影響により、宿泊キャン
セルが相次いでいる宿泊業者を中心とした観光関
連企業に対する支援対策を行うことで経済停滞を
払拭する。
●特産品購入経費、送料、委託事務費

15,300,000 15,300,000 0 0

①932組に対し、2,200個の返礼品をプレゼント
②実測
③参加施設８ヶ所の内、6ヶ所で宿泊数が前年度と比
較して増加している。
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18
総務課
安心安全係

避難所空調設備
設置事業（市中
央運動公園体育
館）

●新型コロナ対策として特定の避難所に住⺠が集
中することを防ぐため、分散避難を推進する観点
で、市指定避難所の空調設備を設計、整備し、環
境を改善する。
●空調設備設置費用

63,995,000 55,151,838 0 8,843,162

①換気を一層促進する機能を持つ指定避難所として整
備できた。
②発災時、災害警戒時の必要に応じて避難所を開設し
避難者を受け入れる。
③三密を回避して避難することのできる施設が整備で
きた。

19
水産商工観光課
商工業推進係

「きばいやん
せ」プレミアム
付商品券

●地域振興に貢献する商店等において共通して使
用できるプレミアム付商品券を発行することによ
り、新型コロナウィルス感染拡大の影響による景
気の低迷に対する地域経済の活性化、地元消費の
拡大に資することを目的とする。
●プレミアム付き商品券のプレミアム分の経費、
事務費、換金手数料

28,309,008 28,309,008 0 0

①販売実績 127,670枚
換金実績 127,335枚（99.7%）
②実測
③9割以上の世帯が使用し、地元商店街の消費活性化
を図ることができた。

20
水産商工観光課
商工業推進係

新型コロナウイ
ルス感染症対策
時短要請協力金
負担金

●鹿児島県からの時短要請に基づき、営業時間の
短縮に協力した飲食店に対し、協力金を支払うも
の。
●鹿児島県から飲食店に対し支払われる協力金の1
割

4,861,000 4,861,000 0 0

①対象事業者
8/20〜9/12時短要請分（24日間） 申請件数 39事
業者
9/13〜9/30時短要請分（18日間） 申請件数 41事
業者
②実測
③時短要請の対象となる飲食店の9割以上が申請し、
時短要請の協力に応じた飲食店への支援を図ることが
できた。

21
福祉課
⼦育て支援係

⼦ども・⼦育て
支援交付金

（放課後児童クラブ等におけるＩＣＴ化推進事
業）
●パソコンを導入しウェブ会議に参加できる環境
を整備する。Zoom等によりオンラインで⼦育てに
関する相談に対応できるようにする。保護者等に
メール等で連絡できる体制を整備する。
●パソコン等の購入経費

333,113 88,800 222,000 22,313

 ①2施設（⼦育て支援センター、垂水児童クラブ）
 ②実測
 ③⼦育て支援センター及び垂水児童クラブで利用者
との連絡をメール等でできるようになったほか、WEB
会議等に参加できるようになった。
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22
学校教育課
学校教育係

公立学校情報機
器整備費補助金

（学校からの遠隔学習機能の強化事業及びGIGAス
クールサポーター配置支援事業に限る）
●各学校等で行う県域ドメインアカウントの進
級・進学・異動等の処理の仕方やAIドリルや各種
クラウドサービスの進級・新規登録処理等の作業
をすすめるためのマニュアル等を作成し、実際に
処理を進める学校等について、週３回程度、現地
や電話でのサポート等を行う。
●GIGAスクールサポーター業務委託費

1,938,750 776,000 969,000 193,750

①・年度更新マニュアル（職員用、児童生徒用）一式
作成
 ・市教委・学校訪問等によるサポート：計１３回
② 成果物、年度更新対応状況
③ 端末の個人データのクラウド保存やデータ移行、
端末の引継、転出処理等がスムーズに実施できた。

23
福祉課
⼦育て支援係

保育対策総合支
援事業費補助金

（保育環境改善等事業のうち新型コロナウイルス
感染症対策支援事業に限る）
●職員が感染症対策の徹底を図りながら保育を継
続的に実施していくために必要な経費のほか、保
育所等の消毒に必要となる経費を補助する。
●感染症対策に関する業務の実施に伴う手当、職
員個人が施設や日常生活において必要とする物品
等の購入支援、マスクや消毒液等の衛生用品や感
染防止のための備品購入

2,591,000 1,296,000 1,295,000 0

①対象施設 ８施設
 申請施設 ６施設
②実測
③感染症対策に係る消毒作業の実施や物品・備品等の
購入による環境整備を行い、保育体制の強化ができ
た。

24
保健課
健康増進係

疾病予防対策事
業費等補助金

（健（検）診結果の利活用に向けた情報標準化整
備事業及び特定感染症検査等事業（緊急風しん抗
体検査等事業に限る）に限る）
●健（検）診結果等の情報について、国が定める
標準的な様式に対応できるようにシステム整備を
行うことを目的とする。
●システム整備費用

40,000 16,000 20,000 4,000

①国が定める標準的な様式に対応したシステム改修を
行った。
②システム操作を行い確認
③新型コロナウイルス感染拡大に伴う不安感から窓口
訪問等に不安を抱える受診者等が健（検）診情報を閲
覧できる体制を整備することで感染予防対策を図るこ
とができた。
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25
保健課
健康増進係

疾病予防対策事
業費等補助金

（健（検）診結果の利活用に向けた情報標準化整
備事業及び特定感染症検査等事業（緊急風しん抗
体検査等事業に限る）に限る）
●個人がマイナポータルを通じて健（検）診情報
を閲覧できるために必要なシステム改修を行うこ
とを目的とする。
●システム改修費

275,000 74,000 183,000 18,000

①マイナポータルを通じて健（検）診情報を閲覧する
ことに対応したシステム改修を行った。
②システム操作を行い確認
③新型コロナウイルス感染拡大に伴う不安感から窓口
訪問等に不安を抱える受診者等が健（検）診情報を閲
覧できる体制を整備することで感染予防対策を図るこ
とができた。

26
保健課
健康増進係

新型コロナウイ
ルス感染症セー
フティネット強
化交付金

（令和２年度補正予算分に限る）
●新型コロナウイルス感染症による経済活動や社
会生活への影響から、自殺の要因となりかねない
経済、雇用、暮らしや健康問題等の悪化による自
殺リスクの高まりを踏まえ、電話相談、ＳＮＳに
よる相談を実施することにより、自殺を未然に防
ぐことを目的とする。
●電話相談事業、LINE相談事業

730,000 146,000 547,000 37,000

①成果・効果（相談件数）
 電話相談 50件
 LINE相談 54件
②実測
③新しい相談体制の構築により、潜在的な相談ニーズ
に対応することができた。

27
市⺠課
相談係

地方消費者行政
強化交付金

●新型コロナウイルス感染症拡大等に伴い増加し
た消費者問題や国の重要政策に係る新たな課題に
対する研修会等へ参加し、消費生活相談員等の相
談対応能力の向上を図り、消費生活相談窓口の機
能強化を図る。
●旅費、負担金

3,300 800 1,000 1,500

①オンデマンド配信による研修参加
②実測
③消費生活相談員の相談対応能力の向上が図られた。


