
○報道提供資料一覧

No 局名 事業名

1 健康福祉局
介護施設・障害者福祉施設等におけるクラスター感染に対する事
前対策

2 健康福祉局 医療用物資の備蓄

3 子ども青少年局 新生児臨時給付金

4 教育委員会 学校給食費無償化

5 建築都市局 おでかけ応援利用促進事業

6 文化観光局 堺の魅力再発見キャンペーン

7 建設局 泉北ニュータウン地域における買い物支援事業

8 教育委員会 学校教育ICT化推進事業

9 教育委員会 新型コロナ対応サポーターの配置

10 健康福祉局 保健センターにおける感染予防対策

11 教育委員会 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業

12 教育委員会 学校園における感染予防対策

13 建築都市局 公共交通応援事業

14 建設局 自転車通勤促進補助事業

15 市民人権局 青色防犯パトロール車両への安全運行支援

16 ICTイノベーション推進室 テレワーク環境の拡充

17 健康福祉局
障害支援区分認定審査会、精神医療審査会のオンライン開催
介護認定審査会のオンライン開催

18 南区役所 南区スマート区役所事業

19 健康福祉局 ウィズコロナ時代のフレイル予防の効果検証

20 産業振興局 先端設備等導入支援補助金

21 産業振興局 (仮称)堺市新型コロナウイルス対策を頑張る中小企業応援補助

22 産業振興局 テレワーク導入支援補助金

23 産業振興局 堺市中小企業デジタルトランスフォーメーション(DX)促進補助金

24 産業振興局 キャッシュレス決済を活用した市内消費活性化事業

25 建築都市局 タクシー応援事業



堺市報道提供資料 

令和 2年 7月 20日提供 

問い合わせ先 

（介護等施設について） 

担当課 健康福祉局 長寿社会部 

 介護事業者課 

直 通 072-228-7348 

内 線 3184 

ＦＡＸ 072-228-7481 

（障害者支援施設について） 

担当課 健康福祉局 障害福祉部 

 障害者支援課 

直 通 072-228-7510 

内 線 3160 

ＦＡＸ 072-228-8918 

 

高齢者・障害者施設でのクラスター感染に対応した取組を実施します 

～高齢者・障害者の命を守るために～ 

 

本市では、施設内での感染防止対策を図るための事前対策として、施設職員に対し看護職員に

よる感染防止対策研修や感染防止対策マニュアルの作成を行うとともに、事業者間の協力体制を

構築するための取組を進めます。 

また、実際に施設で感染者が発生した場合においては、感染防止コーディネーターを派遣する

ほか、施設で対応する職員の宿泊先を確保するなど、クラスター感染の拡大を最小限にとどめる

ための取組を進めます。 

  

1. 取組概要 

【事前対策】 

・入所系の施設職員を対象に、看護職員による実技研修を実施。 

・新型コロナウイルス感染症に対応した感染防止対策マニュアルを作成。 

・クラスター等が発生した施設に対し応援職員を派遣する仕組みを構築。 

【発生時対応】 

  ・感染拡大を防止するための感染防止コーディネーター（看護職員）の派遣。 

 ・当該施設で対応する職員が自宅に戻ることができない場合の宿泊先を確保。 

  ・応援職員を派遣した事業所に対して協力金を支給。 

 

2. 実施時期 

 【事前対策】 

  （研修）令和 2年 8月から順次実施 

  （マニュアル作成） 令和 2年 9月完成 

 

3. 令和 2年度 7月補正予算額    2,481千円 



高齢者施設・障害者施設等における新型コロナウイルス感染症のクラスター感染対策

感染の収束

■事前対策
・感染を防止するために
・感染を拡大させないために

■クラスター拡大防止策

① 施設等職員に対する感染防止対策研修
の実施

・感染防止対策研修の実施・マニュアルの作成

② 応援職員を派遣する仕組みの構築
・クラスター等で一時的に職員が不足する施設

に対し応援職員を派遣する仕組みを構築

③ 職能団体との連携による看護師等の派
遣調整

・クラスター発生時、看護師団体等から応援職
員を派遣する仕組みを構築

・さらなる感染拡大を防ぐために

ク
ラ
ス
タ
ー
対
応

感染者
の

発 生

① 入所者、職員等へのPCR検査、施設内の消毒

・陽性者の入院調整、陰性者のグループ分け及びゾーニングの実施

・施設内消毒等、初期対応の実施

② クラスター拡大防止の体制の構築
・感染拡大コーディネーターの派遣
・必要に応じ支援対策本部の設置（医師・看護師・法人職員・
市職員等）

・応援職員の派遣、ゾーニングの再実施

③ 施設で対応する職員への宿泊施設の確保

・対応職員が帰宅できない場合、必要に応じて

宿泊先をあっせんし、宿泊費の一部を補助。

④ 人材及び物資供給の支援体制の確保

・自法人の職員で支援体制が確保できない場合の職員の派遣調整

・応援職員を派遣する事業所に協力金を支給

・必要な物資（防護服、マスク等）、連絡用の通信機器の確保

クラスター化

感染発生後

感染防止研修

感染発生前 7月補正予算案上程 ※感染発生時迅速に対応



堺市報道提供資料 

令和 2年 7月 20日提供 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス対策にかかる医療用物資の確保について 
 

堺市では、新型コロナウイルス感染症の今後の感染拡大時における医療用物資の逼迫に備えるため、

必要な医療用物資を確保します。 

 

 

 

1. 事業概要 

新型コロナウイルス感染症の今後の感染拡大時における医療用物資の逼迫に備えるため、N95マス

ク、フェイスシールド、消毒液等の物資を確保する。 

 

2. 令和 2年度 7月補正予算額      65,787千円 

うち 

市内医療機関用確保分  59,787千円 

本市備蓄分    6,000千円 

 

問い合わせ先 

担当課 健康福祉局 健康部保健所 保健医療課 

直 通 072-228-7582 

内 線 3420、3440 

ＦＡＸ 072-222-1406 



クラスター

医療用物資の確保

堺市

市内医療機関における円滑な医療提供体制を確保

Ｎ95マスク 約25,600枚
防護服・ガウン 約76,000着
フェイスシールド 約33,000個
消毒液 約4,800リットル
医療用グローブ 約1,443,000双

備蓄見込量

感染拡大

必要な物資
を供給支援

補正予算 59,787千円で購入
Ｎ95マスク 約16,400枚
フェイスシールド 約16,000個
消毒液 約3,600リットル
医療用グローブ 約1,440,000双

市内医療機関

第２波への備え

＜市内協力医療機関の1.5～2か月分使用量に相当＞

＜市内協力医療機関の2～3か月分使用量に相当＞



堺市報道提供資料 

令和 2年 7月 20日提供 

問い合わせ先 

担当課 子ども青少年局  

子ども青少年育成部 子ども企画課 

直 通 072-228-7104 

内 線 3310 

F A X 072-228-7106 

 

「堺市新生児臨時給付金」の実施について 

～4月 28日以降に出生した新生児一人につき 5万円を給付します～ 

 

堺市では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、子育て世帯の生活

を支援するため、国の特別定額給付金の対象にならなかった（基準日の翌日以降に

生まれた）新生児の保護者に対して、市独自の給付金を支給します。 

 

 

1. 事業概要 

  以下の要件をすべて満たす方に対して、対象となる新生児一人につき 5 万円を給

付します。 

 （給付対象者の要件） 

・令和 2年 4月 28日から 12月 31日の間に出産された方（又はその配偶者） 

・対象となる新生児の出生時から申請日まで継続して本人（申請者）及び新生児

の住民登録が堺市にある方 

 

2. 令和 2年度 7月補正予算額   217,909 千円  

 



堺市新生児臨時給付金の概要

■事業趣旨

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、子育て世帯の生活を支援するため、国の
特別定額給付金の対象にならなかった（基準日以降に生まれた）新生児一人につき5万円を
保護者に対して給付します。

■給付対象者（申請者）の要件

次の要件をすべて満たす方
1 令和2年4月28日から12月31日の間に出産された方（又はその配偶者）
2 対象となる新生児の出生時から申請日まで継続して本人（申請者）及び新生児の住民登録
が堺市にある方

■申請方法

※対象期間の新生児数見込み 約4,200人

■予算額

217,909千円

■給付額

対象となる新生児一人につき5万円

令和2年7月27日臨時議会提案 補正予算案

堺市 対象となる
新生児の保護者

①案内・申請書等を順次送付

②申請（令和3年2月末まで）

③支給（申請から1か月程度）



 
堺市報道提供資料 

令和 2年 7月 20日提供 

問い合わせ先 

担当課 教育委員会事務局 

学校管理部 保健給食課 

直 通 072-228-7489 

内 線 7730・7739 

ＦＡＸ 072-228-7256 

 

学校給食費の無償化について 

～保護者の経済的負担を軽減します～ 

 
堺市では、新型コロナウイルス感染症の影響による保護者の経済的負担を軽減するた

め、市立小学校及び特別支援学校の 8月から 10月までの学校給食費を無償化します。 

 

 

1. 事業目的 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、子育て世代の生活支援として、市立小学校 

及び特別支援学校に通う児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため。 

 

2. 対象 

 ・市立小学校に通う児童の保護者（令和 2年 5月 1日現在 42,693人） 

 ・市立特別支援学校に通う児童生徒の保護者（令和 2年 5月 1日現在 339人） 

 

3. 期間 

  令和 2年 8月 3日(月)から令和 2年 10月 30日(金)まで 

 期間中の給食実施回数 小学校 53回 特別支援学校 48回 

 

4. 令和 2年度 7月補正予算額    535,461千円 
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令和 2年 7月 20日提供 

 

 

 

 

 

 

「おでかけ応援利用促進事業」について 

～期間限定でおでかけ応援制度が無料でご利用いただけます～ 

 

 期間限定で「おでかけ応援カード」の使用により路線バスや阪堺電車などを無料でご利用いただくこ

とで、新型コロナウイルス禍において、通院や買い物などの外出を自粛していた高齢者の日常生活を取

り戻し、健康増進を図ります。また、この施策を実施することにより、公共交通の利用促進も図ります。 

 

1．概要 

おでかけ応援制度は市内の路線バス、阪堺電車および堺市乗合タクシーを 1 乗車 100 円でご利用いた

だける制度です。今回、本事業実施期間中は無料でご利用いただけます。 

 

2．対象者 

 おでかけ応援カード保有者  

 

3．実施期間 

 令和 2年 9月 1日（火）～令和 2年 11月 30日（月）（3か月間）（予定） 

 

4．ご利用方法 

 ・乗車時と降車時（堺シャトルでは乗車時のみ）に『おでかけ応援カード』を読取機に 1 秒以上しっ

かりとタッチして下さい。 

※堺市乗合タクシーをご利用の際は、乗務員にカードを提示して下さい。 

 ・利用運賃 100円は必要ありません。 

  

5．令和 2年度 7月補正予算額  

  163,008千円 

 

問い合わせ先 

担当課 建築都市局 交通部  

公共交通課・交通政策課 

直 通 072-228-7549・072-228-7756 

内 線 5520・5420 

F A X 072-228-8468 

おでかけ応援カード 



おでかけ応援利用促進事業

おでかけ応援カード

おでかけ応援制度

満65歳以上の堺市民が「おでかけ応援カード」を使うことにより、市内の路線バスや阪堺電車
を1乗車100円で利用できる制度。

乗車時

読取機にカードをタッチ

降車時

読取機にカードをタッチ 現金100円支払い

おでかけ応援利用促進事業

利用方法

通常100円で利用できる「おでかけ応援制度」が、令和２年9月～11月の3か月間、無料
で利用できる。

乗車時

読取機にカードをタッチ

降車時

読取機にカードをタッチ 現金100円支払い

利用方法

お支払いは、
いりません。

※申請があった65
歳以上の堺市民の
方に対し発行して
いる。
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堺市では、市民のみなさまに「世界遺産 百舌鳥・古市古墳群」や「中世に繁栄した環濠都市」をはじ

めとした堺が誇る歴史・文化に改めて触れていただく機会を創出するとともに、高齢者の健康増進及び

新型コロナウイルスの影響により厳しい経営状況にある様々な事業者を支援するため、「堺の魅力再発見

キャンペーン」を下記のとおり実施します。 

 

記 

 

１ 施策名 

堺の魅力再発見キャンペーン 

 

 

２ 事業概要 

市民の皆さまに、堺市内の様々な観光スポットを訪れていただき、改めて地元・堺の魅力を発見し

ていただく市民限定の特典付観光キャンペーンを実施。 

 

 

３ 事業期間 

令和 2年 9月 1日～11月 30日 

 

 

４ 令和 2年度 7月補正予算額 

24,064千円 

 

 

５ 事業イメージ 

別紙参照 

問い合わせ先 

担当課 文化観光局 観光部 観光推進課 

直 通 072-228-7493 

内 線 4530、4532 

F A X 072-228-7342 



 



堺市報道提供資料 

 令和 2年 7月 20日提供 

問い合わせ先 

（本事業の実施について） 

担当課 ニュータウン地域再生室 

直 通 072-298-1300 

ＦＡＸ 072-298-1331 

（スマートシティについて） 

担当課 政策企画部 

先進事業担当 

直 通 072-228-7480 

ＦＡＸ 072-222-9694 

（買い物困難者支援について） 

担当課 南区役所 

企画総務課 

直 通 072-290-1800 

ＦＡＸ 072-290-1814 

 

移動スーパーやキッチンカーが出店する 
実証プロジェクトを実施します 

～泉北ニュータウン地域における買い物の支援～ 

 

南区内の泉北ニュータウンをはじめとした地域において、身近な場所で買い物や食事

のできるサービス環境を実験的に提供します。 

また、この実証プロジェクトを通じ、新型コロナウイルス対策として移動販売による

新しい生活様式への対応や近隣センター等のにぎわい創出、ＩＣＴを活用した幅広い世

代での利用促進について効果検証を行います。 

 
 

1. 施策・事業名、施設名など 

    泉北ニュータウン地域物販飲食サービス提供支援事業 

 

2. 事業概要、事業目的など 

泉北ニュータウン地域における買い物などの生活者支援や、新型コロナウイルス

の感染症拡大を防ぐ新しい生活様式である「堺スタイル」への対応を図るため、Ｉ

ＣＴを活用しながら、近隣センターなど住民の身近な場所において、生鮮食料品や

本格的な料理を気軽に購入できる移動販売の実証プロジェクトを実施します。 

この実証プロジェクトを通じ、移動販売による新しい生活様式への対応や近隣セ

ンター等のにぎわい創出、ＩＣＴを活用した幅広い世代での利用促進について効果

検証を行います。 

 

3. 令和 2年度 7月補正予算額   3,000千円 



○ 新しい生活様式『堺スタイル』への対応

「泉北ニュータウン地域における買い物支援事業」

移動スーパー
・

キッチンカー

○ ICTを活用して幅広い世代の利用を促進

× ICT

○ 近隣センター等のにぎわい創出

7月公募、10月頃実施予定

時間
位置
Menu



堺市報道提供資料 

令和 2年 7月 20日提供 

問い合わせ先 

担当課 教育委員会事務局 

    教育センター 企画情報課 

直 通 072-270-8120 

ＦＡＸ 072-270-8130 

 

「学校教育 ICT化推進事業」について 

～「GIGAスクール構想」の加速により学びを保障します～ 

 

堺市では、「GIGAスクール構想」の実現に向け、家庭でも繋がる通信環境の整備や学校を

支援する人材の配置などを行い、災害や感染症の発生等による緊急時においても ICTを活用

できる環境整備を行います。 

今後も「GIGA スクール構想」を推進し、支援が必要な児童生徒など全ての子どもたちに対

して学びを保障できる ICT環境整備を進めていきます。 

 

 

 1. 事業概要 

「家庭学習のための通信機器整備支援」として Wi-Fi 環境を整えられない家庭に対し

て家庭学習が可能となるようにモバイル Wi-Fiルーターを貸与します。 

また、学校における ICT 環境整備に関する初期対応などの支援を行う「GIGA スクール

サポーター」を学校に配置します。 

 

 

2. 令和 2年度 7月補正予算額       322,050千円 

うち 

家庭学習のための通信機器整備支援      244,000千円 

GIGAスクールサポーターの配置         78,050千円 



家庭学習のための通信機器整備支援

Wi-Fi環境を整えられない家庭に対して家庭学習が可能となる
ようモバイルWi-Fiルーターを貸与

家庭 学校

モバイルWi-Fiルーター
を貸与

オンラインによる家庭学習のイメージ

宿題の配付、生活状況の確認
など

教育センター

【令和２年度７月補正予算額 ２４４，０００千円】



ＧＩＧＡスクールサポーターの配置

学校におけるICT環境整備に関する初期対応などの支援を行う
GIGAスクールサポーターを学校に配置

GIGAスクールサポーター

GIGAスクールサポーターの業務例

使用マニュアル作成・周知

授業支援

教員支援

機器管理

教育センター

【令和２年度７月補正予算額 ７８，０５０千円】



 
堺市報道提供資料 

令和 2年 7月 20日提供 

問い合わせ先 

担当課 教育委員会事務局 

学校教育部 学校指導課 

直 通 072-228-7436 

内 線 7706 

F A X  072-228-7421 

 

 

新型コロナ対応サポーターの配置について 

～令和 2年度第 2次補正予算を活用した学習指導員の追加配置をします～ 

 

 
堺市では、子どもたち一人ひとりの学習定着度に応じたきめ細かな指導を図るための TT

（ティーム・ティーチング）指導、家庭学習の準備・チェックの実施等の学級担任の補助

や、習熟度別学習などを実施するため、国の令和 2 年度第 2 次補正予算を活用し、学習指

導員を配置します。 

 

 

1. 事業目的 

コロナ禍における学校園での業務のサポートをするために新型コロナ対応サポーター

を配置します。 

 

2. 拡充内容 

     小・中学校 配置回数 100回 

     支援学校  配置回数 60回 

     高等学校  

全日制  配置回数 100回 

定時制  配置回数 60回 

 

3. 令和 2年度 7月補正予算額  33,360千円 

 



新型コロナ対応サポーターの配置 令和2年度7月補正予算額 33,360千円
 目的
• コロナ禍における学校園での業務のサポートをするために新型コロナ対応サポーターを配置します。（文部科学省「補習等のための指導員等
派遣事業」を活用）

 サポート活動の例
• 子どもたち一人ひとりの学習定着度に応じたきめ細かな指導を図るためのＴＴ指導

• 家庭学習の準備や実施、提出状況の確認などの学級担任の補助

• 休憩時間等の児童・生徒の見守り

• 登校時の児童・生徒の健康観察チェック

• 使用後の学習用具の消毒など後片付けの支援

 学習指導員について
• 教師志望の学生をはじめとする大学生や地域在住の方を広く募集する。

 配置回数
• 小・中学校 配置回数 100回 ・高等学校（全日制） 配置回数 100回

• 支援学校 配置回数 60回 ・高等学校（定時制） 配置回数 60回

 予算
• 33,360千円

サポーター募集チラシ



 
堺市報道提供資料 

令和 2年 7月 20日提供 

問い合わせ先 

担当課 健康福祉局  

健康部 健康医療推進課 

直 通 072-222-9936  

内 線 3406、3423 

ＦＡＸ 072-228-7943 

 

保健センターにおける感染予防対策について 

 
堺市では、妊産婦や乳幼児が多く来庁する保健センターでの集団感染を防止するため、

保健センターにおける感染予防対策を実施します。 

 

 

1. 実施場所 

各区保健センター 

 

2. 対象 

保健センターに来庁する市民 

 

3. 実施方法 

サーモグラフィー等による検温 

  

4. 令和 2年度 7月補正予算額    14,000千円 

           



堺市報道提供資料 

令和 2年 7月 20日提供 

問い合わせ先 

担当課 教育委員会事務局 

学校教育部 学校総務課 

直 通 072‐228‐7436 

内 線 7710 

ＦＡＸ 072‐228‐7421 

 

「学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業」について 

～学校再開に対応する学校現場を支援します～ 

 

堺市では、学校における新型コロナウイルス感染症対策や児童生徒の状況に応じた教育活

動を支援するため、下記の事業を実施します。 

 

1．事業概要 

〇学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業 

学校再開に伴い、新型コロナウイルス感染症対策の徹底や児童生徒の状況に応じた学校

での教育活動等を実施するため、学校で必要となる物品購入のための予算を追加します。 

 

 

2．令和 2年度 7月補正予算額   440,000千円 



学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業（学校管理運営事業）
令和2年度7月補正予算 440,000千円

事業概要

学校ごとの配当予算額 予算の執行方法

学 校

教育委員会事務局

【学校が必要と考える物品等】
校長判断で購入

【各校共通で購入が想定される物品等】
教育委員会事務局で一括して購入

学校における感染症対策や学習保障の取組に活用

予算を追加配当

配当予算を活用 配当予算を活用
（事務局に購入を依頼）

＜小学校＞
1校当たり：200万円～400万円

＜中学校＞
1校当たり：200万円～400万円

＜高等学校＞
1校当たり：500万円

＜特別支援学校＞
1校当たり：500万円

■市立学校園では、堺市立学校園における新型コロナウイルス感染症に関する対応マニュアル～「学校の新し
い生活様式」に基づき、感染症対策の徹底を図りながら、教育活動を実施している。

■学校に追加の予算措置（予算配当）をすることにより、校長の判断で迅速かつ柔軟に対応を図ることがで
きるよう支援する。



 
堺市報道提供資料 

令和 2年 7月 20日提供 

 

 

 

 

 

「学校トイレ清掃委託事業」について 

 

 
堺市では、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策の一環として、学校トイレ清掃委託

事業を以下のとおり実施します。 

 

 

 

1. 背景 

従来、教育活動の一環として児童・生徒が行っていた学校トイレ清掃について、新型コ

ロナウイルス感染拡大を防止するため、現在は教職員や技術職員（用務担当）等が対応し

ています。 

 

 2．事業目的 

   新型コロナウイルス対応により教職員の負担が増大している中、教職員の負担及び感染 

リスクを軽減し、児童・生徒への教育活動に注力できる環境を整えます。 

 

3. 内容 

  技術職員（用務担当）等が配置されていない学校トイレの清掃を業務委託します。 

  ＜対象校＞ 

小学校 91校・中学校 2校・高等学校 1校・特別支援学校 3校 

 

 4. 令和 2年度 7月補正予算額   48,550千円 

問い合わせ先 

担当課 教育委員会事務局 総務部 総務課 

直 通 072-228-7435 

内 線 7410 

F A X  072-228-7890 

 



堺市報道提供資料 

令和 2年 7月 20日提供 

 

 

 

 

 

 

「公共交通応援事業」について 

～新型コロナウイルス対策等を行う路面公共交通を支援～ 

 

本市の市民生活、都市活動を支える路面公共交通を担う交通事業者に対し支援を実施します。 

 

 

 

1. 概要 

 路面公共交通を担う交通事業者に対し、利用者が安心して利用できるよう実施した感染防止策に対

し支援を行います。 

  また、今後の利用促進につながる設備等の利用環境を整え、新しい生活様式に合わせた都市活動と

経済活動の回復を図ります。 

 

2. 対象者 

南海バス株式会社、近鉄バス株式会社、阪堺電気軌道株式会社 

 

3. 事業内容 

 ○感染防止策に要した費用への補助 

 ○高齢者等の移動円滑化や外出促進に資するノンステップバス導入への補助 

 

4. 令和 2年度７月補正予算額  11,487千円 

 

問い合わせ先 

担当課 建築都市局 交通部 

公共交通課、交通政策課 

直 通 072-228-7549、072-228-7756 

内 線 5520、5420 

F A X 072-228-8468 



■事業概要
市民の生活、都市活動を支える路面公共交通に対し、次の支援を実施する。
■事業内容
〇感染防止策に要した費用への支援
運転席横の飛沫防止シートの設置、車内の消毒や抗ウイルス・抗菌剤の噴霧加工

〇高齢者等の移動円滑化や外出促進に資する施設等のバリアフリー化への支援
ノンステップバスの導入支援

■対象者
南海バス（株）、近鉄バス（株）、阪堺電気軌道（株）

■予算額
11,487千円

公共交通応援事業

抗ウイルス・抗菌剤の噴霧加工
（南海電鉄ホームページより）

運転席横の飛沫防止シートの設置 ノンステップバス導入支援



堺市報道提供資料 

令和 2年 7月 20日提供 

問い合わせ先 

担当課 建設局 自転車まちづくり部  

自転車企画推進課 

直 通 072－228－7636 

内 線 4150、4151 

ＦＡＸ 072－228－0220 

 

「自転車通勤促進補助事業」について 

～事業者に対して自転車通勤の促進を行います～ 

 

新型コロナウィルス感染拡大防止を図るため、公共交通機関（電車・バス）から、「3密」

を避ける有効手段である自転車利用への転換を促すため、市内事業者に対して、自転車通

勤専用の駐輪場整備等に対して、補助を行います。 

本事業は、環境保全、従業員の心身の健康増進、災害時の代替交通手段といった本来の

自転車利用のメリットに加えて、「生産性の向上」や「企業のイメージアップ」にもつなが

るものとして、市内事業者を支援するものです。 

 

 

 

 

1. 事業名 

    自転車通勤促進補助事業 

 

2. 事業概要 

 自転車通勤を促進するため、従業員自転車通勤用駐輪場の整備費用等に対して、 

補助金を交付する。 

 

3. 令和 2年度 7月補正予算額   30,000千円  

 

 



【事業実施の背景】
新型コロナウィルス感染対策及び第２波の備え

【事業効果】
①新型コロナウィルス感染予防
②健康増進による「生産性向上」「業務の効率化」など

【事業概要】
（補助対象）市内事業者
（補助内容）自転車通勤専用駐輪場整備費等

【その他の自転車通勤のメリット】

自転車通勤促進補助事業

事業者 従業員

経費削減 通勤時間の短縮

生産性の向上 身体面の健康増進

イメージアップ 精神面の健康増進



堺市報道提供資料 

令和 2 年 7 月 20 日提供 

問い合わせ先  

担当課 市民人権局 市民生活部 市民協働課 

直 通 072－228－7405 

内 線 3930 

FAX   072－228－0371 

 

青色防犯パトロール車両への安全運行支援について 

～ 地域が日々安心して青パト活動を行えるように ～ 
 

堺市では、青色防犯パトロール車両を用いて自主的に防犯パトロール活動を実践す

る団体に対し、活動支援を行っています。 

新型コロナウイルス感染症拡大の第 2 波の到来が叫ばれるなか、行政だけではな

く、地域と一体となった対応、備えが急務となっています。地域における取組の一つ

である「感染拡大防止に係る注意喚起を含む地域防犯に向けた青パト活動」を、安全

かつ継続的に実施できる環境整備が必要であることから、以下の取組みを実施しま

す。 

 

 

 1. 事業概要  

地域団体と共同し、自主的に防犯パトロール活動を実践する団体が保有する

青色防犯パトロール車両について、事故防止効果のある「急発進等抑止装置」及

び安全運転につながる「ドライブレコーダー」の設置支援を行います。 

 

2. 令和 2 年度 7 月補正予算額  2,450 千円（7 区合計） 

≪所管別予算額≫ 

堺区  300 千円  中区  440 千円  東区  210 千円 

南区  1,060 千円 北区  300 千円  美原区 140 千円 

 

※西区は対象車両について本年度当初予算にて対応済。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆予算額  

堺区 中区 東区 南区 北区 美原区 合計 

300千円 440千円 210千円 1,060千円 300千円 140千円 2,450千円 

※西区は対象車両について本年度当初予算にて対応済 

青色防犯パトロール車両への安全運行支援について 

◆事業内容 
○事業期間 令和２年度中に限る 
○実施内容 
 【急発進等抑止装置】（新規制度） 
・設置することで、アクセル・ブレーキの踏み間違いによる急発進を防止し、事故の発生を防ぐ 
・支援対象︓防犯パトロール車両を用いて活動する「青色防犯パトロール団体」として大阪府警察から証明を受け、

校区自治連合会が運営に関与し、地域住民主体で活動している団体が所有する車両（市から譲
渡した車両以外も含む） 

・補助率、上限額︓全額補助、１台につき 70,000円を上限 
   ・対象車両数︓29台 

【ドライブレコーダー】（既存制度の拡充） 
・設置することで、安全運転意識の向上及び事故防止につながり、また、走行状況を記録することができる 
・支援対象︓防犯パトロール車両を用いて活動する「青色防犯パトロール団体」として大阪府警察から証明を受け、

校区自治連合会が運営に関与し、地域住民主体で活動している団体が所有する車両（市から譲
渡した車両以外も含む）であり、ドライブレコーダーの未設置車両 

・補助率、上限額︓全額補助、１台につき 30,000円を上限（※現行制度︓補助率 2/3、１台につき 20,000円を上限） 
・対象車両数︓＜未設置車両＞14台（設置状況が不明な車両を含む） 
 

車両種類・対象車両数 急発進等抑止装置 ドライブレコーダー 
市の譲渡車両・地域の自主的車両 29台 14台 

 
○事業実施主体 

   ・市民協働課、各区自治推進課 

◆事業目的 
新型コロナウイルス感染症拡大の第 2波の到来が叫ばれている中、行政・地域が一体となった対応、備えが急務であ

る。地域の取組の一つである「感染拡大防止に係る注意喚起を含む地域防犯に向けた青パトでのパトロール活動」を、
安全かつ継続的に実施できるよう、「急発進等抑止装置」「ドライブレコーダー」の設置支援を行い、運転を行う地域の
方々の不安を解消し、地域における安全かつ円滑な青色防犯パトロール活動が実施されるよう支援する。 



堺市報道提供資料 

 

令和 2年 7月 20日提供 

 

問い合わせ先 

（テレワーク環境の構築について） （職員のテレワークの実施について） 

担当課 ICT イノベーション推進室 

直 通 072-228-7264 

内 線 5146、5150 

F A X 072-228-7848 

担当課 総務局 人事部 人事課 

直 通 072-228-7907 

内 線 5250 

F A X 072-228-8823 

 

 

職員のテレワーク（在宅勤務）環境の拡充について 
 
堺市では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び職員の安全確保の観点から、職員と市民、職員

同士の接触の機会を減らす新しい仕事のスタイル「堺スタイルの働き方」を提唱しています。 

今般、その一環として、職員のテレワーク（在宅勤務）環境を拡充します。 

 

1．事業目的 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止と職員の安全確保の観点から、職員と市民、職員同士の接

触の機会を減らす新しい仕事のスタイル「堺スタイルの働き方」を提唱しており、その一環として、

緊急時に市民サービスを低下させることなく業務継続が可能となるよう、職員のテレワーク環境を

拡充する。 

 

2．事業内容 

   庁内ＬＡＮに庁外からアクセスできる環境を拡充し、在宅で業務システムや共有フォルダを活用

した職場と同等の業務に従事できる環境を整える。 

 

○庁内ＬＡＮに庁外からアクセスできるテレワーク環境を、現行の 200人分に加え、新たに 200人分、

合計 400人分を整備するとともに、緊急時にはさらに 600人分の環境を構築する。 

 （常時 400人分＋緊急時 600人分＝合計 1000人分のテレワーク環境の構築） 

○新たに整備する 200 人分については、セキュリティに優れたシンクライアント端末と閉域ＳＩＭを

導入し、自宅にパソコンやインターネット環境がない職員のテレワーク（在宅勤務）を可能にする。 

 

3．スケジュール 

令和 2年  8月～ 9月   調達 

令和 2年 10月～令和 3年 2月  構築（可能な範囲で順次運用開始） 

令和 3年  3月～        全台運用開始 

 

4．令和 2年度 7月補正予算額 

  500,000千円（庁内ＬＡＮパソコンの機器の更新等を含む全体の予算額。うち上記テレワーク（在宅

勤務）の拡充に要する経費は 145,000千円） 

 

5．事業イメージ 

別紙のとおり 



テレワーク環境の拡充（想定）

庁内アクセス環境1
インターネット
アクセス環境1

シンクライアント端末
（800台）

庁内アクセス環境2
(最大800)

自宅PC

自宅閉域網による
リモート接続職場

庁内外で使用可能

既存のテレワーク環境

庁内システム

各業務システム

共有フォルダ

うち200台
持ち帰り自宅
でも使用可能

緊急時のみ
稼働

閉域SIM
（200台）

同時接続
（200人）

同時接続
（200人）同時接続

（600人）

同時接続
（600人）

同時接続
（200人）

インターネット
アクセス環境2
(最大600)

庁内ネットワーク環境 インターネット接続環境

新たに構築する
テレワーク環境



堺市報道提供資料 

令和 2年 7月 20日提供 

問い合わせ先 

（介護認定審査会について） 

担当課 健康福祉局 長寿社会部 

 介護保険課 

直 通 072-228-7513 

内 線 3260 

ＦＡＸ 072-228-7853 

（障害支援区分認定審査会について） 

担当課 健康福祉局 障害福祉部 

 障害者支援課 

直 通 072-228-7510 

内 線 3160 

ＦＡＸ 072-228-8918 

（精神医療審査会について） 

担当課 健康福祉局 健康部 

    こころの健康センター 

直 通 072-245-9192 

内 線 無  

ＦＡＸ 072-241-0005 

 

介護認定審査会・障害支援区分認定審査会・精神医療審査会の 

Ｗｅｂ会議に向けた環境整備を行います 
 

 

介護認定審査会、障害支援区分認定審査会及び精神医療審査会については、現在、区役所や本

庁等において対面方式での審査会を行っていますが、堺スタイルの実践として、委員の自宅や勤

務先からでも会議に出席できる Web 会議システムにより審査会を開催するための環境整備を行い

ます。 

 

 

1. 取組概要 

区役所及び本庁等の各審査会場に、Web会議のための機器や通信環境等を設置し、委員が自

宅等から Webにより審査会へ参加できる体制を整える。 

   

2. 実施予定時期 

令和 2年 10月上旬から実施 

 

3. 令和 2年度 7月補正予算額   17,781千円 



介護認定審査会 障害支援区分認定審査会

開催場所 各区役所審査会室 本庁審査会室

開催回数(1ヶ月平均) 149回 17回

委員数 402人 57人

介護認定審査会・障害支援区分認定審査会のWeb会議に向けた環境整備

○概 要 市民からの認定申請に対して審査判定を行う市の附属機関

○実施方法 部会の全委員（４～５名）が審査会室に参集し、対面にて審査判定を行っている。

○堺スタイルの会議形式として、通信環境等が整っている委員の方

は、審査会室に来庁せず自宅等で審査会に参加

○通信環境の無い委員の方も区役所等で少人数による密の無い環境で

審査会に参加

■審査会会場の整備

Web会議用パソコンの配備

Wi-Fi環境の整備

Web会議システムの導入

認定審査会の概要

整備の効果Web会議に向けた環境整備



堺市報道提供資料 

令和 2年 7月 20日提供 

問い合わせ先 

担当課 南区役所企画総務課 

直 通 072－290－1800 

内 線 3022 

ＦＡＸ 072－290－1814 

 

「南区スマート区役所事業」について 

～南区役所をモデル区としてスマート区役所の取組を推進します～ 

 

堺市では、南区役所をモデル区として、行政手続きなどの効率化による区民サービスの

向上（区民の生活の質(QOL)の向上）を目的に、職員の業務改革・働き方改革を含め、ICT

等の最先端技術を導入することなどにより、区民や職員を取りまく環境の改革を推進しま

す。 

 

 

1．事業概要     

① 南区スマート区役所ロードマップの策定 

② 南区役所庁舎の環境整備（Wi-Fi等） 

③ テレワークオフィスの設置（新型コロナウイルス感染予防対策） 

別紙「南区スマート区役所事業について」参照。 

 

2．令和 2年度 7月補正予算額   14,099千円  

             

 



【スマート区役所の趣旨】
◎区民に、安全安心(safe)で高機能(smart)な生活を提供する、未来型の区役所＝「スマート区役所」の実現をめざす。
◎行政手続きなどの効率化による区民サービスの向上（区民の生活の質(QOL)の向上）を主眼に、職員の業務改革・働き方改革をも勘案しつつ、ICT等の最先端
技術を導入することなどにより、区民や職員を取りまく環境の改革を推進する。

◎新型コロナウイルス感染予防対策として、感染拡大の抑制と社会経済活動の推進に寄与する。

【スマート区役所の基本的姿勢】
◎「お越しいただかない」「お待たせしない」「お書きいただかない」をコンセプトに、窓口における「デジタルファースト」の推進を図る。
◎デジタルに不慣れな方を含め、すべての人にわかりやすく、やさしい区役所をめざす。

南区スマート区役所事業について

○区役所のフロントオフィス（市民対応窓口）における課題を中心に検証を行い、ICTをはじめとする先端技術の導入
について、その課題や導入ステップ、スケジュールなどを整理し、具体的で実現可能性のある計画を策定する。

①南区スマート区役所ロードマップの策定
令和3年度以降の
取組に反映

○南区役所庁舎２階フロアにおいて、インターネッ
ト回線（Wi-Fi）の環境整備を行い、外部の方を含
む会議や研修会等で活用する。

○１階フロアにおくやみに関する手続きのご案内が
できるブースを設置する。

○南区役所３階にテレワークオフィスを設置し、南区在住・在勤でインターネット環境や
スペース上の問題でテレワーク環境がない方や、自宅と切り離されたテレワーク環境を
求めている方等に対して、身近な区役所でテレワークができる環境や場所を提供する。

○テレワークオフィスの事前予約において、インターネットでの予約システムを導入する。
また、他の業務においても予約システムの活用を検討する。

②南区役所庁舎の環境整備 ③テレワークオフィスの設置（新型コロナウイルス感染予防対策）



堺市報道提供資料  

令和 2年 7月 20日提供 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスを乗り越えよう！ 

新しい生活様式に対応したフレイル予防を新たに検証します 

～ウィズコロナ「フレイル予防」検証事業～ 

 

新型コロナウイルス感染防止のための緊急事態宣言による不要不急の外出を控え、

「3密」を避ける生活が長期化したことにより、高齢者が運動不足になったり、心身

機能が低下するという生活上の課題があります。 

自粛生活を続けていた今の高齢者の状況を知り、ICT技術を活用した「デジタルフ

レイル予防」のモデル事業の実施により、健やかに過ごすためのポイントや工夫に

ついて検証します。 

 

記 

1 取組概要 

〇自粛生活による心身への影響とデジタルデバイス活用意識調査 

緊急事態宣言による高齢者の身体活動量や他者との交流の実態、自粛時の活動の

違いによる心身機能維持の要因、メールやSNSの利用の現状や課題について調査 

    調査対象：市内約9,400人 

調査時期：令和2年10月 

  

〇デジタルフレイル予防事業 

「あるく」（運動）、「しゃべる」（社会参加）、「たべる」（食生活・口腔機

能）というフレイル予防に有効な要素を取り入れたICT技術を活用したオンライン

講座や交流、日常活動のモニタリング等をモデル実施 

 

2 令和 2年度 7月補正予算額 

   10,798千円 

問い合わせ先 
担当課 健康福祉局 長寿社会部 

地域包括ケア推進課 

直 通 072-228-0375 

内 線 7270 

ＦＡＸ 072-228-8918 



堺市報道提供資料 
令和 2年 7月 20日提供 

 
 
 
 
 
 
 
 

堺市先端設備等導入支援補助金について 
～新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための 

前向きな投資を行う市内中小企業を支援～ 
 

中小企業の事業活動の落ち込みは、市内経済や市民生活に大きな影響を及ぼします。早期に  

新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えられるように、前向きな投資を行う市内中小企業を

支援するため、以下の取組みを実施します。 
 

 

1. 事業概要、事業目的など 

   現在、生産性向上特別措置法に定める「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業

に対し、対象設備に係る固定資産税を 3 年間ゼロにする特例措置や、融資保証枠の拡大 

などの支援を実施。 

これらに加え、対象となる先端設備等の取得費の一部を補助する制度を新たに創設。 

税制、融資、補助金の支援策をセットで提供することで、市内中小企業の設備投資を  

促進し、生産性向上による経営基盤の強化を支援。 

 （補助内容）先端設備等の取得費の 15％を補助（上限 1,000万円） 

 

 

2. 令和 2年度 7月補正予算額    226,817千円 

問い合わせ先 
担当課 産業振興局 商工労働部 

イノベーション投資促進室 
直 通 072-228-7629 

内 線 3507、3519 
F A X 072-228-8816 



コロナ禍で前向きな設備投資を行う中小事業者を
＋ ＋ で支援

堺市先端設備等導入支援補助金の新設

補正予算額 【226,817千円】

先端設備等導入計画

国の「ものづくり・商業・サービス補助金」「サプライチェーン対
策のための国内投資促進事業」などとあわせて利用可能

先端設備等導入計画の認定
を受けた設備に対して
取得費の15％を補助

先端設備等導入支援
補助金固定資産税の軽減

措置(3年間ゼロ)

信用保証協会による追
加保証(通常枠の2倍)

税制 融資 補助金



堺市報道提供資料 

令和 2年 7月 20日提供 

問い合わせ先 

担当課 産業振興局 商工労働部 産業政策課 

直 通 072-228-7629 

内 線 3510、3512 

FAX    072-228-8816 

 

 

（仮称）新型コロナウイルス対策を頑張る中小企業応援補助 
～市内中小事業者の前向きな投資を支援～ 

 

新型コロナによる業況悪化に直面している市内中小事業者の事業継続は喫緊の課題です。 

ウィズコロナ期における国の中小企業向け緊急対策事業の中核である「中小企業生産性革命

推進事業」を最大限活用しやすくする堺市独自制度を創設し、新しい生活様式に伴う変化へ

の対応に取り組む市内中小事業者の前向きな投資を支援するため、以下の取組みを実施しま

す。 

 

1. 事業概要、事業目的など 

「中小企業生産性革命推進事業」の活用支援 

(1)持続化補助金（小規模事業者の販路開拓等）  

 補助上限（補助率）：50～100万円（2/3～3/4） 

(2)IT導入補助金（ＩＴツール導入による業務効率化等）  

  補助上限（補助率）：450万円（1/2～3/4） 

上記 2補助金について、堺市が独自に 15％の上乗せ補助を実施。 

市内中小企業者の相談窓口機関（堺市産業振興センター、堺商工会議所、S-Cube等） 

との連携により、補助金活用相談から経営支援まで一貫支援。 

 

 

2. 令和 2年度 7月補正予算額    121,067千円 

        



市内中小事業者の前向きな投資を支援

(仮称)新型コロナウイルス対策を頑張る中小企業応援補助 121,067千円

（内訳） 支援対象 補助上限（補助率）

持続化補助金 小規模事業者の販路開拓等 50～100万円（2/3～3/4）

IT導入補助金 ＩＴツール導入による業務効率化等 450万円（1/2～3/4）

■国の「中小企業生産性革命推進事業」の活用支援

○上記2補助金について、堺市が独自に15％の上乗せ補助を実施
⇒事業者の負担を軽減することで、前向きな投資を促進。

○市内企業相談窓口機関との連携により、補助金活用相談から経営支援
まで一貫支援（堺市産業振興センター、堺商工会議所、S-Cube等）



堺市報道提供資料 

 

令和 2年 7月 20日提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堺市テレワーク導入支援補助金（第 2次募集）を実施 

～ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止等に向け 

市内中小企業のテレワークをサポート ～ 
 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、ビジネススタイルが大きく変容する中、 令

和 2 年 4 月に創設した「堺市テレワーク導入支援補助金」について第 2 次募集を実施し、テレ

ワークを導入する市内中小企業を応援します。 

 

 

 

1. 事業目的、事業概要 

   新型コロナウイルス感染症の拡大防止のほか、堺スタイルのさらなる浸透のために、在

宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施する市内中小企業を支援

します。 

テレワークを適切に実践していくためには質の向上も重要となるため、情報セキュリテ

ィ対策強化や、テレワークしやすい勤務ルールの整備について考慮したテレワーク環境構

築をめざす市内中小事業者を支援します。 

 

2. 令和 2年度 7月補正予算額         56,358千円 

問い合わせ先 

担当課 産業振興局 商工労働部 ものづくり支援課 

直 通 072-228-7534 

内 線 3530 

F A X 072-228-8816 



〇当市では他自治体に先駆けて「堺市テレワーク導入支援補助金」を創設し、4月～5
月の緊急事態宣言下において市内中小事業者によるテレワーク導入を推進。

〇堺スタイルのさらなる浸透を目指し、市内中小事業者における質の高いテレワーク
環境整備促進は引き続き重要課題。

堺市テレワーク導入支援補助金（第2次募集分）

（参考）大阪商工会議所による中小企業のテレワークについての緊急アンケート調査結果（令和2年６月）

現状・課題

〇情報セキュリティ対策強化や、テレワークしやすい勤務ルールの整備について考慮
したテレワーク環境構築を目指す市内中小事業者を支援する。

〇具体的には、テレワーク導入に必要なPC・タブレットなどのハード整備や、テレ
ワークシステムなどのソフト導入に要する費用の一部を補助するとともに、専門家に
よる相談対応などのハンズオン支援をワンパッケージで提供。

≪ 補助率: 1/2 、補助上限: 50万円、公募予告:７月下旬（予定）≫

・中小企業によるテレワーク使用開始は4月が突出して多く、実施率は52%に上昇。
・他方、中小企業がテレワーク導入にあたり直面する課題として「セキュリティ強化」（47%）、
「IT環境の整備」（42%）、「運用規程・労務管理規定の整備」（40%）等が浮き彫りに。

※有効回答数：大阪府内を中心とする中小企業407社

施策概要

【56,358千円】



堺市報道提供資料 

令和 2年 7月 20日提供 

問い合わせ先 

担当課 産業振興局 商工労働部 ものづくり支援課 

直 通 072-228-7534 

ＦＡＸ 072-228-8816 

 

「堺市中小企業デジタルトランスフォーメーション 

促進補助金の創設」について 

～デジタル化による販路拡大を応援します～ 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大により社会経済活動に大きな影響が及ぶ中、デジタル化

による販路拡大など、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための前向きな取組を

支援し、市内中小ものづくり企業のデジタルトランスフォーメーションを促進します。 

 

 

 

 

1. 事業目的、事業概要 

新型コロナウイルス感染症の拡大により新しい生活様式への変容が進む中、市内中小も

のづくり企業がその変化に対応し、デジタル技術を活用した非対面型ビジネスモデルへの

転換による新たな販路開拓等に取り組む費用の一部を補助します。 

併せて、堺市産業振興センターによるデジタル技術導入による販路拡大等に関する支援

を実施することにより、デジタルトランスフォーメーションを促進し、市内中小ものづく

り企業の経営基盤の強化を図ります。 

 

  

2. 令和 2年度 7月補正予算額   33,300千円 

 



堺市中小企業デジタルトランスフォーメーション促進補助金

新型コロナウイルス感染症の拡大により社会経済活動に大きな影響が及ぶ中、市内中小ものづくり企業
のデジタルトランスフォーメーションを促進し、経営基盤の強化を図ります。

事業目的

（公財）堺市産業振興センターにおいて、デジタル化による販路拡大等に資する取組について、専門
家による無料相談を行います

■ 補助金概要

デジタル技術を活用し非対面型ビジネスモデルへの転換等により販路開拓等に取り組む経費の一部

を補助します

■ 対象事業者

堺市産業振興センターでデジタル技術導入に関する支援を受け、デジタル技術を活用した販路開拓

等に取り組む市内ものづくり中小企業（国の小規模事業者持続化補助金の対象となることから、小

規模事業者・個人事業主は除きます）

■ 対象経費

WEB商談会やVR展示会を活用した新たな販路開拓等に取り組む際の費用など

■ 補助率：3/4 限度額：100万円

相談支援

事業概要
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キャッシュレス決済で 20％還元 

堺市内で買い物するとポイントを還元します 
 
 

堺市では、市内の対象店舗等でキャッシュレス決済を利用した場合、支払額の 20％のポ

イント還元が受けられる事業を令和 2年 11月に行います。 

堺市内の店舗は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少し、厳しい経営を

余儀なくされ、現在は、感染予防対策をとりながら営業をされています。 

本事業により、落ち込んだ消費の回復を図るため、市民の購買意欲を喚起し、市内商業の

活性化を図るとともに、「堺スタイル」を実践し、接触機会が減少するキャッシュレス社会

の構築を目指すものです。 

 

 

 

1. 実施時期 

令和 2年 11月 1日（日）～11月 30日（月）1か月間 

 

2. キャッシュレス決済事業者 

今後、市が選定し、決定次第周知します。 

 

3. 還元率 

20％（1人 1社あたり上限 5,000円、最大 2社） 

 

4. 対象店舗 

市が選定したキャッシュレス決済が利用できる店舗のうち、飲食店、小売店、商店街、

宿泊業等を検討中。（大手スーパー、家電量販店等、大規模店舗を除く。） 

 

5. 令和 2年度 7月補正予算額    1,000,000千円 

          

問い合わせ先 

担当課 産業振興局 商工労働部 商業流通課 

直 通 072-228-8814 

内 線 3520 

F A X 072-228-8816 



キャッシュレス決済を活用した市内消費活性化事業
～キャッシュレス決済２０％還元キャンペーン（仮称）～

利用者

堺市

飲食店、小売店、
商店街、宿泊業

等

11月1日～11月30日に実施予定

キャッシュレス決済事業者

市内店舗

ポイント分の請求

ポイント分の支払い

２０％ポイント還元

キャッシュレス決済

市が選定

https://www.irasutoya.com/2017/02/blog-post_29.html
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「タクシー応援事業」について 

～タクシー事業者に対する支援を実施します～ 

 

 新型コロナウイルス禍において、利用者が激減して経営が悪化しているタクシー事業者に対して感染

症の拡大防止にむけた取組及びキャッシュレス化に資する設備の導入を支援します。 

 

 

 

1. 対象者 

市内に本社・営業所を有するタクシー事業者 

 

2. 事業内容 

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に要した費用への補助 

・キャッシュレス化による利用者の利便性向上に資する設備の導入に要した費用への補助 

 

3. 申請期間等 

 申請期間：令和 2年 10月 1日（木）～令和 2年 12月 28日（月）（予定） 

 購入期間：令和 2年  4月 1日（水）～令和 2年 11月 30日（月）（予定） 

 

4. 今後の予定 

 申請手続き等詳細については、決まり次第市ホームページにて公表予定です。 

 

5. 令和 2年度 7月補正予算額  57,000千円 

問い合わせ先 

担当課 建築都市局 交通部 公共交通課 

直 通 072-228-7549 

内 線 5520、5522 

F A X 072-228-8468 
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