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■  Go  To  しずおかキャンペーン事業
　　　　　　　　　　　…  1 億 2,500 万円（臨時交付金・予備費）

■  消費喚起の取組への支援  …  1 億 1,000 万円（臨時交付金）

■  補充学習による学びサポート事業  …  1,586 万円

■  ICT を活用した学習環境の整備  …  14 億 1,100 万円

「エール静岡コロナ対策基金」が創設されました

（1）国の実施する「Go  To  キャンペーン事業」に合わせ、静岡市に宿泊する観光客
　に対し、飲食・土産物の購入等に利用できる 2,000 円のクーポン券を配布する。
　　【対象者数】　4万人を予定　【実施時期】　令和 2年 7月下旬以降を予定

商店街や消費者グループ等が実施するイベントの経費や、クーポン券のインセンティブ付与に係る経費を助成。
　【対象者】　商店街団体、消費者グループ　20 団体程度
　【対象事業】　「新しい生活様式」を取り入れたイベント等
　【補助率】　①事業経費　補助率：2/3　上限額：50 万円
　　　　　　②インセンティブ付与　補助率：10/10　上限額：300 万円
　　　　　　③イベント等実施時の新しい生活様式への対応経費　補助率：2/3　上限額：150 万円　　

臨時休校の影響により、学習に不安を感じている児童生徒に対する正規授業以外の補充的な学習指導を実施。
　【小学校】　対象者：5・6年生のうち希望児童　　指導教科：算数
　　　　　　日程：令和 2年 9月～令和 3年 1月　授業日の放課後、週 1時間の指導を毎週実施。
　　　　　　＊各学校に指導員を配置
　【中学校】　対象者：希望生徒　　指導教科：数学・英語
　　　　　　日程：令和 2年 9月～令和 3年 1月　隔週土曜日  半日単位で 2.5 時間の指導を実施。
　　　　　　＊各区に会場を設け、学年毎に指導員を配置　

小中学校における 1人 1台端末の実現に向け、学習用情報端末を整備する。
　・学習用情報端末購入　31,354 台（小学校 21,451 台、中学校 9,903 台）
　＊小中学校における配備状況
　　配備予定数　9,139 台（現在）+31,354 台＝40,493 台
　　令和 2年度全児童生徒数見込　47,030 人　不足台数分については、別途配備を検討。

（2）県の実施する「バイ・シズオカ  ～今こそ ! しずおか !! 元気旅 !!!」に合わせ、県
　民を対象に、静岡市への宿泊客に対し、上記 1 と同じ実施内容のクーポン券を配布
　する。　　【対象者数】　1万人を予定　【実施時期】　令和 2年 6月中旬以降

「Go To キャンペーン事業」

「バイ・シズオカ～今こそ !
　　しずおか !! 元気旅 !!!」

旅行代金の 1/2 相当分の宿
泊割引等を含むクーポンを
付与（最大 1 人あたり 1 泊
2万円分を目途）

県内宿泊施設に宿泊する県
民を対象とし、宿泊料金を
助成（最大 5,000 円 / 人）

6 月補正予算一般会計 31億 780 万円

新型コロナ感染症対策や社会基盤整備に

新型コロナウイルス感染症関連施策
に活用するため、「エール静岡コロ
ナ対策基金」が創設されました。個
人及び法人・団体の皆さまからの寄
付金を募集しています。
基金は、医療・福祉・介護及び子育
て教育に係る感染症関連施策に財源
充当し、活用されます。
（詳細は市 HP「新型コロナに関する情報」
   内でご覧ください）

令和 2年 6月議会が 6月 16 日～ 7月 13 日まで会期 28 日間で開催されました。
今回は、池邨政調会長が会派を代表して質問を行い、新型コロナウィルスへの
対応策や総合計画等の事業見直しについて問い質しました。

法人・団体

エール静岡コロナ対策基金

個　人

寄付申込書

充当

しぞ～かふるさと応援寄付金
（ふるさと納税）

医療、福祉、介護及び子育て・教育に係る感染症関連施策
  ・医療   ：   医療機器の導入（重症患者等の受入体制強化等）
  ・福祉、介護   ：   衛生用品（マスク、手袋、消毒液）の購入
  ・子育て   ：   乳幼児検診における感染症対策等
  ・教育   ：   学校休校の影響による学力確保・維持施策

市民の行動制限の判断根拠となる市独自の指標や
基準を定めて、市民に周知すべきであると思うが、
その必要性について、どのように考えるか。

県内中部地域の産業、経済の中枢都市としての機
能を有している静岡市においては、市独自の行動
制限よりも、周辺の市町を含めた広域での統一的

な対策が必要である。
　この観点から、県が定めた「ふじのくに基準」は、県内
市町の住民の行動制限を統一的に行うものである。本市と
しては、市独自に指標や基準を設定するのではなく、県の「ふ
じのくに基準」に基づき対応していくべきと判断した。
＊「ふじのくに基準」は 6 段階の警戒レベルとそれに対応した
行動制限の内容を示している。

危機管理の基本は減災にあると考えている。
本市においては、危機発生時に各所管におい
て迅速で的確な対応を取ることができるよう

危機管理指針を策定している。
　現在の危機管理体制は、地震や台風などの自然災害
への備えを中心に考えており、今回の新型コロナウィ
ルス感染症のような社会的リスクへの備えは十分でな
かった。そこで全庁的に危機管理体制の見直しを進め、
6月1日から危機管理総室の職員を増員し、強化を図っ
た。さらに各部局において、市民の社会経済活動に対
する支援策についても検証を進めている。
　新型コロナウイルスの第 2 波や新たな感染症が発生
した場合でも、大きな波としないよう全庁一丸となっ
て減災に取組み、市民の 2つのライフ（いのち、くらし）
を守り、安全・安心なまちの推進に向け取組んでいく。

景気予測調査では、従業員数について製造業を中心
に過剰感が増している。「産業雇用安定センター」
では、コロナの影響を受け一時的に雇用過剰となっ

た企業と人手不足気味の企業とのマッチングに取組始めて
いる。本市でも同センターの活用を促進することで雇用の
維持に努めていく。

Q
新型コロナウイルス感染症の発生を受け、本
市の危機管理指針を見直していく必要がある
と思うが、どのように考えるのか。

Q

雇用維持が困難な企業と人手が不足している企業
間における、人材マッチングの取組を進める必要
があると考えるがどうか。

Q

新型コロナウイルス感染症状況を示す指標について

継続して事業が行える支援策について

静岡市の危機管理についてA

A

A



■  文化活動への支援  …  800 万円

■  スポーツへの支援  …  700 万円

■  ひとり親世帯への臨時特別給付金  … 5 億 4,000 万円

■  妊産婦への支援  … 7,751 万円

■  自主防災組織の感染症対策への支援  … 2,700 万円

■  障害福祉サービス継続提供への支援  … 900 万円

■  道路新設改良事業  … 2 億 7,070 万円

文化活動の自粛縮小を余儀なくされている市内文化団体等の活動を支援するため、ホール等の施設
使用料を助成する。
　【対象者】　住所が市内にある個人又は団体。
　　　　　　H29 年から R元年の間に対象施設の利用実績が 1回以上あること。　
　【対象分野】　演劇、舞踊、音楽、民俗芸能、伝統芸能、大衆芸能等、その他静岡市文化の振興に寄与するもの。
　【補助額】　補助率：1/2　上限額：20 万円（1団体あたり 1回限り）

スポーツ活動の自粛縮小を余儀なくされている市内スポーツ団体等の活動を支援するため、スポーツイ
ベントの施設使用料を助成する。
　【対象者】　入場料等を徴収する場合などのスポーツイベントを実施する個人又は団体
　【対象経費】　入場料等を徴収する場合などの施設使用料　　【補助額】　1/2

新型コロナウィルス感染症への不安を抱える妊産婦に対する PCR 検査を実施する。
　1．分娩前の PCR 検査の実施
　　【対象者】　検査を希望する妊婦で、発熱などの感染を疑う症状のない者
　　【検査時期】　原則、分娩予定日の 2週間前　　【開始時期】　令和 2年 9月以降
　2．PCR 検査に係る検体採取体制の整備　　3．新型コロナウィルス感染時の支援

感染症予防に配慮した避難所運営を行うため、自主防災組織に対し、感染症対策に必要な物品の
購入に係る経費を助成。
　【対象者】　自主防災組織　【補助額】　補助率：1/2 以内　上限額：20 万円
　【対象経費】　感染防護資機材の購入経費を追加（非接触型体温計、消毒液等）

子育ての負担の増加や収入の減少に対する支援をするため、児童扶養手当受給世帯等に対し、臨時特別
給付金を支給する。
　【対象要件】　①令和 2年 6月分の児童扶養手当受給者　
　　　　　　　②公的年金給付等の受給により児童扶養手当の支給を受けていない者
　　　　　　　③直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった者。
　【給付額】　・基本給付（1回限り）1世帯 5万円、第 2子以降 1人につき 3万円（対象要件①~③該当する者）
　　　　　　・追加給付（1回限り）1世帯 5万円（対象要件①②該当者で、家計が急変し収入が大きく減少している者）

障害福祉サービス等事業所等において、サービスを継続して提供するために実施する消毒・清掃、衛生
用品購入等に必要な経費を助成する。
　【対象者】　障害福祉サービス等事業所　30 事業所　　
　【対象経費】　事業所等の消毒・清掃経費、衛生用品購入経費、事業継続に必要な人件費等

国際拠点港湾清水港から日本平久能山インターチェンジまでの東西、国道 150 号から新東名高速道路までの南北のア
クセス向上を図るため、道路新設改良事業などを実施する。
　・（国）150 号久能拡幅（清水区蛇塚～駿河区大谷）
　　2車線→4車線　4.2 ㎞
　・（主）山脇大谷線（駿河区小鹿→駿河区宮川）
　　バイパス整備 1.5 ㎞　　　　　　　　等 11 路線

→

（国）150 号久能拡幅整備の様子

静岡市シェアサイクル事業
「PULCLE（パルクル）」が始まりました！

「静岡はいいねぇ。」スタンプラリーが開催されます！

PULCLE は静岡を中心にシェアサイクリングを利用出来るサービスです。まち乗りから観光まで、さま
ざまなシーンで気軽にご利用頂けます。サイクルポートは、JR 主要駅周辺、公共施設、公園、民間施設
等に設置されており、今後順次拡大していく予定です。

さくらももこさんのイラストにまつわる、市内 10 箇所の観光スポットを「スタンプポ
イント」としたスタンプラリーが開催されます。スタンプラリーを 1 コース以上クリア
した方に、さくらさんオリジナルイラスト入りのノベリティがプレゼントされます。
3密を避けつつ、是非ご参加下さい。

【利用方法】   1．スマートフォン用アプリ「HELLO  CYCLE」をダウンロードし、会     
　　　　　　　員登録を行ってください。
　　　　　　2．アプリで自転車を予約（IC カード登録をすれば不要です）
　　　　　　3．予約した場所で自転車を借りる。
　　　　　　4．自転車を返す。（HELLO  CYCLING のロゴがあるステーションなら
　　　　　　　どこでも可）
　　　　　　5．自転車を返すと登録したクレジットカード等より自動で決済
【利用料金】　15分　70 円　　12 時間　1,000 円　（電動アシスト自転車）

【実施期間】　令和 2年 7月 1日（水）～ 8月 31 日（金）
【実施場所】　スタンプラリーポイント  ：   3 コース 10 ヶ所　
　　　　　　台紙配布場所   ：    ラリーポイント 10ヶ所　　　ノベリティ引換所   ：   3 ヶ所　

アプリで簡単に自転
車を予約できます。

A  家族団欒コース

B  歴史探訪コース

C  潮風満喫コース

市営温泉（5 カ所中 1 カ所） 日本平動物園

駿府城公園（坤櫓）

東海道広重美術館 ドリームプラザ 清水港遊覧船 みほしるべ

久能山東照宮 登呂遺跡

→

→

→ → →

→

→

ホビースクエア

HELLO  CYCLING の ロ
ゴがあるステーション
ならどこでも返せます。

お手持ちの IC カードとアプ
リを連携すれば、次回から予
約なしで利用できます。

スタンプイメージ

アプリで、利用状況が一目で
わかります

TOP ICS

＊回る順番は自由です。ポイントによっては入館料等が必要です。


