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川崎市緊急経済対策 

（第６弾） 
～２,５００億円規模の取組～ 

令和３年１月２８日改定版

川崎市新型コロナウイルス感染症対策本部 
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国：国の緊急経済対策等の国制度を活用して実施するもの 

市：市独自の事業として実施するもの 
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 新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐために、国全体として行動変容が求

められる中で、地域経済は急激に疲弊し、市民の方々・事業者の方々は多大な不

安を抱えて生活することが強いられています。 

今、多くの命を救い、早期の収束を図るためには、一致団結して、共通行動に

取り組むことが、市民の方々にとっても、事業者の方々にとっても、最も重要で

あることは間違いありません。 

このような現状認識をもって、本市として、「実施済」・「速やかに実施」に区

分し、次の３つの視点から、地域に密着した緊急経済対策の取組を２,５００億

円規模で実施します。 

なお、今後の状況変化による課題が発生した場合には、随時、必要な取組を進

めます。 

Ⅰ 生命（いのち）を守る 

Ⅱ 生活を守る 

Ⅲ 経営を守る 

Ⅰ 生命（いのち）を守る 

 感染拡大の防止と医療提供体制の整備を行います。 

Ａ．実施済 

１ 帰国者・接触者相談センター（各区）及び一般的な相談に対応する新型コロ

ナウイルス感染症コールセンターを開設〔健康福祉局〕国市 

２ 市内発生感染者や横浜港沖に係留していたクルーズ船乗船客感染者等の受

入を行うための医療機関の確保〔健康福祉局〕国 
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３ 県と連携して、患者受入れを行う医療機関の確保〔健康福祉局〕国 

４ 県と連携して、PCR 集合検査場の設置による検査体制の充実〔健康福祉局〕

国 

５ 健康安全研究所の PCR 検査機を増強（2台→5台）〔健康福祉局〕国市 

６ 新型コロナウイルス健康観察サポートアプリを活用し、濃厚接触者の健康

観察を実施〔健康福祉局〕市 

７ 患者管理システムを活用し、患者や接触者の健康状態及び PCR 検査の実施

状況等を管理〔健康福祉局〕市 

８ 本田技研工業株式会社及びトヨタ自動車株式会社の社会貢献活動により、

特別仕様搬送車両を導入し、患者搬送を実施〔健康福祉局〕市 

９ 市内医療機関や高齢者施設、障害者施設等にマスクや消毒液等を配布〔健康

福祉局〕国市 

10 保育所等にマスクや消毒液等を配布〔こども未来局〕国市 

11 妊婦の感染を予防するためマスクを配布〔こども未来局〕国 

12 学校にマスクや消毒液等を配布〔教育委員会事務局〕 国市 

13 感染予防の取組として特別支援学校スクールバスを増台〔教育委員会事務

局〕国市 

14 今後懸念される第２波等への備えとして、避難所や公共施設、福祉施設に必

要な衛生用品等の備蓄等を充実〔総務企画局〕市 

15 厚生労働省情報把握・管理システム（HER-SYS）の導入による患者情報デー

タベース化〔健康福祉局〕国 

16 訪問型ＰＣＲ業務の委託による検査体制の充実〔健康福祉局〕市 

17 無料低額宿泊所の個室化改修工事に対する補助〔健康福祉局〕国 

18 高齢者を対象とした定期のインフルエンザ予防接種の無償化〔健康福祉局〕
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市 

19 分娩前の妊婦への検査及び感染した妊産婦への支援〔こども未来局〕国市 

20 ホームレス越年対策事業を感染拡大防止に配慮した体制で実施〔健康福祉

局〕国 

21 児童養護施設などの社会的養護関連施設等における感染予防と業務運営の

両立〔こども未来局〕国 

22 児童相談所一時保護所における緊急対応等に伴う場所の確保〔こども未来

局〕国 

23 各学校にサーマルカメラを配置〔教育委員会事務局〕国市 

Ｂ．速やかに実施 

１ 公立保育所に自動水栓手洗いを設置〔こども未来局〕市 

２ 学校施設における空調や給食施設の整備等、衛生環境を改善〔教育委員会事

務局〕国市 

３ 希望する方への新型コロナウイルスワクチン接種の実施〔健康福祉局〕国 

Ⅱ 生活を守る 

 市民生活の安心と雇用対策を行います。 

Ａ．実施済 

１ 感染防止を理由とする公共施設のキャンセル料を免除〔財政局〕市 

２ 保育所等を欠席した場合に保育料を日割り計算等で減額(地域保育園を対

象に追加)〔こども未来局〕国市 

３ 保育所等入所における育児休業からの復職等の期限を延長〔こども未来局〕
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市 

４ 臨時休業に伴う学校と児童生徒・保護者の電話相談体制の整備〔教育委員会

事務局〕市 

５ 臨時休業期間における学校給食費（食材費）の保護者への返還等〔教育委員

会事務局〕国市 

６ 国民健康保険・後期高齢者医療加入の被用者が新型コロナウイルス感染症

の感染等により働けない間、傷病手当金を支給〔健康福祉局〕国 

７ 新型コロナウイルス感染症の影響により離職した方向けの特別電話就業相

談窓口の設置〔経済労働局〕市 

８ 低所得世帯が不測の出費によって生計維持が困難となったときに無利子貸

付（上限 30,000 円～50,000 円）〔健康福祉局〕市 

９ 住居確保給付金について、給与等を得る機会が個人の都合によらないで減

少している方を含めるなど、対象範囲を拡大〔健康福祉局〕国 

10 住まいに不安を抱える方を対象とした相談対応（すまいの相談窓口）〔まち

づくり局〕国 

11 収入が著しく低額であり、支払いが困難である場合などにおける市営住宅

使用料の減免等〔まちづくり局〕市 

12 居所喪失者に対する大型連休中の緊急一時宿泊場所の確保〔健康福祉局〕国 

13 解雇等により退去を求められた方に市営住宅等を一時的に提供〔まちづく

り局〕市 

14 市営駐輪場における定期券の解約・返還〔建設緑政局〕市 

15 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に水道料金等の支払が困

難となっている方に対する支払猶予〔上下水道局〕市 

16 収入が大幅に減少した方等への国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医
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療保険料の猶予・減免〔健康福祉局〕国市 

17 地方税について、収入が大幅に減少した場合において、無担保かつ延滞金な

しで 1年間、徴収猶予できる特例〔財政局〕国 

18 市民向けの情報を動画でわかりやすく伝える特設ページ「かわさきコロナ

情報（動画特設ページ）」を開設〔総務企画局〕市 

19 市内の子どもたちに向けた著名人からの応援メッセージ動画「メッセージ 

for Kids ～かわさきの子どもたちへ～」を開設〔総務企画局〕市 

20 児童扶養手当受給者を対象として、ひとり親家庭等臨時特別給付金（1世帯

につき 20,000 円）を給付〔こども未来局〕市 

21 生活自立・仕事相談センター（だい JOB センター）の相談体制の充実〔健康

福祉局〕国 

22 新型コロナウイルス感染症の影響により生じた失業者等を対象とした会計

年度任用職員の募集〔総務企画局〕市 

23 特別定額給付金を給付〔健康福祉局〕国 

24 子育て世帯臨時特別給付金を給付〔こども未来局〕国 

25 ひとり親世帯臨時特別給付金を給付〔こども未来局〕国 

26 両親学級などの各種子育て講座のネット配信等〔こども未来局〕国市 

27 児童虐待、子育ての不安等の保護者や児童からの相談を LINE で実施〔こど

も未来局〕国 

28 新型コロナウイルス感染症に関連した特殊詐欺被害防止のため迷惑電話防

止機能を有する機器の設置を促進〔市民文化局〕市 

29 教員の加配や、教育活動サポーター・教職員事務支援員の配置拡充、感染症

対策や熱中症対策の取組を実施〔教育委員会事務局〕国 

30 安全・安心な環境でスポーツをするために、感染症対策経費を補助するとと
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もにスポーツセンター等に送風機等を設置〔市民文化局〕市 

31 緊急事態宣言期間が有効期間に含まれる通学定期券のR2.4.7に遡っての払

戻し又は有効期間の延長、及び、緊急事態宣言再発令期間中の市バス定期券払

戻しの手数料無料〔交通局〕市 

32 小学校の臨時休業等に伴うふれあい子育てサポート事業の利用料相当額の

補助〔こども未来局〕国 

33 感染予防のため不妊治療開始を延期し扶助対象年齢から外れる方の対象年

齢の引上げ及び所得急変者への時限的対応〔こども未来局〕国 

34 特別定額給付金が給付されない新生児に「川崎じもと応援券」を支給〔こど

も未来局〕市 

35 放課後児童クラブの平日午前中からの開所費用等に対する補助〔こども未

来局〕国 

36 ひとり親家庭の養育費の確保を支援〔こども未来局〕市 

37 新型コロナウイルス感染症の影響により生じた居所喪失者の生活困窮者・

ホームレス自立支援センターへの受入枠を確保〔健康福祉局〕国 

38 キャリアサポートかわさきの求人開拓員を増員し、求職者のニーズに沿っ

た求人の掘り起こしを行い、就業支援を強化〔経済労働局〕市 

39 緊急時における家庭学習のための可搬型通信機器（モバイルルータ）整備の

実施〔教育委員会事務局〕国市 

40 感染症拡大に備えた市民講座体制の整備〔教育委員会事務局〕市 

Ｂ．速やかに実施 

１ 小・中・特別支援学校における１人１台の PC 端末整備の年度内実施〔教育

委員会事務局〕国市 
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２ 修学旅行の中止や延期に伴うキャンセル料金を全額補填〔教育委員会事務

局〕市 

３ 安全・安心な環境で音楽活動を行うために、ミューザ川崎シンフォニーホー

ルの空調設備を改修〔市民文化局〕市 

４ 修学旅行が中止となった小学校６年生を対象に思い出づくりのイベントを

開催〔教育委員会事務局〕市 

５ 障害のある児童生徒が一人一台端末を効果的に活用できるよう入出力支援

装置を整備〔教育委員会事務局〕国 

６ 図書館による図書宅配貸出の実施〔教育委員会事務局〕市 

７ 学校と家庭との連絡体制強化に向けて、連絡帳システムを導入〔教育委員会

事務局〕市 

Ⅲ 経営を守る 

 事業者の事業継続を支援します。 

Ａ．実施済 

１ 市内中小企業者の受注機会の増大及び事業の早期発注の取組〔財政局〕市 

２ 本市契約における施工中の工事及び業務において、受注者からの申し出が

ある場合に一時中止措置等の対応〔財政局〕国 

３ 登園自粛等に伴う利用児童数減少の影響によらない認可保育所に対する委

託費及び川崎認定保育園等への助成金の支出〔こども未来局〕国市 

４ 登園自粛等に伴う利用児童数減少の影響によらない一時保育実施事業者に

対する補助金の支出や病児・病後児保育事業者に対する補てん〔こども未来

局〕市 
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５ テイクアウトやデリバリーが可能な市内店舗の市ホームページへの掲載

〔経済労働局〕市 

６ 卸売市場における売上が減少している場内事業者への施設使用料等の猶予

〔経済労働局〕市 

７ 経営状況の悪化により一時的にごみ処理手数料の支払が困難となっている

事業系一般廃棄物収集運搬事業者等に対する支払猶予〔環境局〕市 

８ 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に支払が困難となってい

る港湾運送事業者等への港湾施設使用料等の支払猶予〔港湾局〕市 

９ 港湾運送事業者等に対する荷さばき地の使用料の取扱貨物量に応じた面積

変更による負担軽減〔港湾局〕市 

10 新型コロナウイルス感染症への対応に伴う道路占用料の猶予〔建設緑政局〕

市 

11 沿道飲食店等の路上利用占用許可基準の緩和〔建設緑政局〕市 

12 経営状況等の悪化により、一時的に土地貸付料の支払が困難となっている

場合、申告することで土地貸付料の支払いを猶予〔交通局〕市 

13 中小企業等の資金繰り支援（保証料ゼロ・実質無利子）〔経済労働局〕国市 

14 臨時経営相談など中小企業等に対する様々な支援メニューの活用サポート

〔経済労働局〕市 

15 雇用を守るための支援相談窓口の設置〔経済労働局〕市 

16 新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している小規模事業者

に対して支援金を給付〔経済労働局〕市 

17 融資制度等の利用に必要な各種証明書等の発行手数料の減免〔財政局・市民

文化局〕市 

18 活動の場が制限されている文化芸術の担い手等に対する支援〔市民文化局〕
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市 

19 中小企業等に対するテレワークの導入を促進〔経済労働局〕市 

20 中小企業等の飲食店やサービス事業者等での消費を喚起するため独自のプ

レミアム付き商品券「川崎じもと応援券」を発行〔経済労働局〕市 

21 飲食店やサービス事業者等に対して、多様な販売手法やネットワークサー

ビスへの参入を支援〔経済労働局〕市 

22 フランチャイズオーケストラの活動機会の創出及び市民の音楽鑑賞機会の

提供〔市民文化局〕市 

23 障害者支援施設等において、感染拡大の防止・生産性の向上・介護等業務の

負担軽減を図るため、ロボット等の導入を補助〔健康福祉局〕国 

24 介護サービス事業所や障害福祉サービス事業所などにおける通常のサービ

ス提供時では想定されない経費に対する補助〔健康福祉局〕国 

25 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽

減措置等〔財政局〕国 

26 中小企業等の海外への電子商取引に係る取組や、海外事業者とのオンライ

ン商談等に対する支援〔経済労働局〕市 

27 「新しい生活様式」に対応した中小企業等の感染症予防やワークスタイルの

変革に向けた設備導入等の促進〔経済労働局〕市 

28 中小企業等の感染症対策や感染予防製品等、新たな生活様式に対応する研

究開発に対する支援〔経済労働局〕市 

29 商店街による地域活性化イベント等への支援及び商業者への情報提供の強

化〔経済労働局〕市 

30 中小企業等のＩＣＴ活用など「新しい生活様式」への対応に資する取組や、

医療分野等への新規参入、販路開拓等を支援〔経済労働局〕市 
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31 市内観光農園の経営継続を支援するため、観光農園及びその周辺の観光マ

ップやＰＲ動画を作成し、ＨＰで公開〔経済労働局〕市 

32 本市の産業支援施設においてリモートによる会議や商談等を行うための環

境を整備〔経済労働局〕市 

33 本市の依頼で介護サービス及び障害福祉サービスを継続した事業所に対し

て支援金を給付〔健康福祉局〕市 

34 就労系障害福祉サービス事業所等に対して、生産活動の再起や障害者の在

宅就労等の導入に要する費用を補助〔健康福祉局〕国 

35 新型コロナウイルスの影響で、人員が不足する介護保険サービス事業所及

び障害福祉サービス事業所に対して人員のあっ旋と BCP 作成を支援〔健康福

祉局〕市 

36 地域を支える公共輸送サービスを確保するために運行を継続している路線

バス事業者に対する支援〔まちづくり局〕市 

Ｂ．速やかに実施 

１ 固定資産税等において、評価替えによって税額が増加する土地について、前

年度の税額に据え置く特別な措置の実施〔財政局〕国 


