
福祉部関係事業進捗状況  （8/20 本部会議資料） 

 

1 特別定額給付金事業（対象数 62,591世帯 127,832名） 

5/1 マイナポータル電子申請開始 

5 月上旬 電算システム構築 

5 月上旬 事業（コールセンター、申請書発送、受付等）委託契約締結 

5 月上旬 申請書、封筒等発注 

5/11 コールセンター開設（2F 会議室） 

5/13～/18 申請書、封筒等納品 納品後順次封入作業（第一体育館） 

5/19 申請書 60,399 件 発送 （第一体育館） 

5/21 第 1 回振込（電子申請分 1,465 件 363,300 千円） 

5/22 申請相談窓口開設 

6/30 相談窓口終了 

7/2 勧奨ハガキ発送（第 1 回目） 

7/30 勧奨ハガキ発送（第 2 回目） 

8/14 までの合計 申請件数 62,109 件（申請率 99.2％）残約 482 件 

8/14 までの支払 61,930 件（申請件数に対し 99.7％）127 億 570 万円 

8/31 申請受付終了 

 

2 ひとり親家庭等応援事業（対象数 1,527件） 

※所得制限により不支給の方 161 件を除く。 

5 月上旬 電算データ作成 

5/11 児童扶養手当支給 

5/15 決定通知発送 

5/25 一斉支給 

8/14 までの支給件数 1,489 件 74,450 千円 

支給保留 38 世帯（現況届未提出等で今後支給の可能性があるもの） 

12/31 事業終了 

 

3 保育施設等従事者特別応援金事業（保育施設関連）（対象数 912人） 

5 月上旬～5/8 対象施設代表者との協議 申請協力依頼 

申請受付 57 件終了（1 件辞退） 

7/9 支払 2,736 万支払（完了） 

 

4 子育て世帯への臨時特別給付金事業（公務員を除く。）（対象数 15,304 人） 

  6/10 支払 1 億 5256 万円 

  8/14 までに支給 15,283 人（99.86％） 

支給保留 16世帯 21人分（現況届未提出等で今後支給の可能性があるもの） 



Ｒ3.3.31 までに支給要件を満たせば支給保留分の支給は可能 

 

5 子育て世帯への臨時特別給付金事業（公務員分） 

  6/24～ 振込実施 

9/1 までに支給 1,658 人（予算残額 5,590 千円） 

11/20 申請受付終了 

 

6 個人向け生活資金相談窓口 

5/1 開設（2F 多目的ホール） 

8/14 現在  申請者数累計 1,834 件  貸付総額 6 億 9,334 万 

内)個人向け生活資金窓口処理件数 1,683 件 

その他の相談件数 

・住居確保給付金相談    6 件 

・生活困窮者自立支援相談  1 件 

・母子寡婦福祉資金貸付相談 2 件 

9/1 以降は会場を本庁 203 会議室に移転 

9//30 終了予定 

 

7 市民生活を支える福祉事業所の感染症対策応援事業 

市内の介護保険指定事業所等および障がい福祉サービス事業所 

※事業所数  586 事業所 

  内訳：介護保険指定事業所等 429 事業所 

     障がい福祉サービス事業所 157 事業所 

給付実績に応じて 10 万円～50 万円の応援金を交付 

6/8 対象事業所に通知（申請書送付） 

8/14 までの支払事業所数及び支払額 

 介護保険指定事業所等   86,200,000 円 424 事業所（98.83%） 

 障がい福祉サービス事業所 29,600,000 円 153 事業所（97.45%） 

      計      115,800,000 円  577 事業所（98.46%） 

 

  8 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金 

   《基本給付》1 世帯 5 万円 第 2 子以降 1 人につき 3 万円 

① R2.6 分児童扶養手当支給者 

② 公的年金給付等により児童扶養手当を受けていない者（支給制限限度額

を下回る者） 

③ 家計が急変し、児童扶養手当の水準に下がった者 

    1 世帯 5 万円 第 2 子以降 1 人につき 3 万円 

   《追加給付》1 世帯 5 万円 

④ 基本給付①②の者のうち新型コロナウイルスの影響による家計急変で収



入が減った者 

① は 8 月上旬に給付 

② ③は申請後できる限り早いうちに 

   8/14 現在の支給、申請状況 

① 1,687 世帯 116,030 千円（8 月 3 日支給済） 

② 26 世帯申請 うち 20 世帯分 1,240 千円は 8 月末支給予定 

③ 24 世帯申請 うち 11 世帯分 580 千円は 8 月末支給予定 

④ 245 世帯申請 うち 8 月 7 日までに受付した 187 世帯分を 8 月下旬振込

予定 

2/28 申請受付終了 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染状況の推移によっては開催を中止することがあります。開催中止の場合は市のホームページ

(https://www.city.iizuka.lg.jp/)でお知らせいたします。 

その場合でも、寄せられた質問に対しては市のホームページ等において講師から回答していただくことを予定して

おります。 

 

福祉事業所等向け 

新型コロナウイルス感染症に関する講演会 
～クラスターを発生させないために～ 

   ３密が避けられない福祉事業所等における新型コロナウイルスの長期化への備え、 

クラスター発生の予防と対策などに活かしていただくため、福祉事業所等を対象に感 

染症の専門家による講演会を開催いたします。 

この講演会では、あらかじめ各事業所からお寄せいただいた日頃の業務の中で感染 

対策に関し困っていることについて、講演会でお答えいただくこととしておりますの 

で、感染対策に関する多くの疑問・質問をお寄せください。 

※本講演会は、感染拡大防止を図るため一般公開していません（参加できなかった方むけに後日動画配信します。）。 

日時 
令和 2 年 8 月 27 日(木)19 時～21 時(18 時 30 分開場) 

場所 
イイヅカコスモスコモン 大ホール 

（住所：飯塚市飯塚 14-66 TEL：0948-21-0505） 

（主催）飯塚市 【お問合せ先】福祉部 高齢介護課 総務係 
 住所：飯塚市新立岩 5－5 TEL：0948-22-5500（内線 1145・1146）E-mail：koureikaigo@city.iizuka.lg.jp 

＜留意事項＞※感染拡大防止にご協力ください 

●マスクを必ず着用してご参加ください。 

●体調不良の場合、参加はご遠慮ください。参加申込者が当日体調不良で参加できない場合は、代わりの方が

参加できます。当日、会場受付で申し出てください。 

●会場で検温を行い、37.5 度以上の発熱がある方は入場をお断りさせていただきます。 

●参加者名簿を作成するため、受付で氏名などを記載していただきます。 

●万が一、新型コロナウイルス感染症に感染したことが判明した場合は、必ず主催者までご連絡ください。 

講師 
飯塚病院 感染症科 

部長 的野多加志 氏 
プロフィール 

2007 年長崎大学を卒業し、亀田総合病院ならびに国立国際医療研究セン

ターで内科専門医、感染症専門医を取得。国立感染症研究所を経て、2017 年

から飯塚病院 総合診療科に赴任、2019 年から同院 感染症科部長として現

在に至る。 

JICA 国際緊急援助隊感染症対策チーム隊員であるとともに福岡県医師会

感染症対策検討委員会、福岡県新型コロナウイルス感染症調整本部ならびに

同協議会の委員を務め、飯塚市行政アドバイザーでもある。 



 

  

Google Play または App Store で「接触確認アプリ」で検索し、 
インストールしてください。 

 

 

「COCOA」（ココア）、ご存知ですか？ 
    

 

「COCOA」は、スマートフォンの近接通信機能（ブルー

トゥース）を利用し、新型コロナウイルス感染症の感染者

と接触した可能性についてお互いに分からないようプラ

イバシーを確保しながら、通知を受け取ることができる 

アプリです。 

 

どんな仕組みなの？ 

 

利用者が陽性者と接触した可能性がわかることで、検査の受診や 

保健所のサポートを早く受けることができ、利用者が増えること 

で感染拡大の防止につながることが期待されます。 

結果として、自分や大切な人をまもることが 

できます。 
 

 
アプリのインストール方法は？ 

 

  

講演会にご参加予定の皆様へ   

スマートフォンをお持ちの方は、新型コロナウイルス感染症対策

のため、「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」を 

登録してご来場ください。 

Ｇoogle Play                           App Store 

※詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 


