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1 2 3 4 5 6

鹿児島市 鹿児島市 鹿児島市 鹿児島市 鹿児島市 鹿児島市

ｲﾍﾞﾝﾄ名 第３回宝さがしイベント・フ
リーマーケット

鹿児島クリスマスマーケット
2021

第１０回農業法人ファーマー
ズマーケット２０２１

2022天文館初商＆新春神
輿

天文館3通り合同クリスマス
マーケット

一條通り会presents 鹿児
島　STREET　DANCE
FESTA

団体名 かごしま市商工会
鹿児島クリスマスマーケット
実行委員会

鹿児島県農業法人協会 We Love 天文館協議会 天文館商店街連合会　青年部 一條通り通り会

実施時期 R４./2/11 R3.12.3～12.25 R3.12.18～19 R４./1/2 R3./12/25 R４./1/9

場所･会場 鹿児島市松元平野岡運動場 鹿児島中央駅アミュ広場 ウォーターフロントパーク広
場

天文館地域

天文館本通りアーケード、天
神おつきやぴらもーるアー
ケード、天文館にぎわい通り
アーケード

アミュ広場

ｲﾍﾞﾝﾄ目的
コロナ禍で2020年の開催
を中止したイベント。地域経
済活性化を図る

既に複数年継続して開催して
おり、冬の風物詩になりつつ
ある。ｺﾛﾅ過におけるイベント
のあり方も模索の一端の狙
い

本県農業の魅力を感じ農業
の理解を深めるとともに、直
販並びに祭り的要素を持ち
合わせたイベントの開催によ
り、多くの県民の外出及び消
費の促進に資する

コロナにより経済的損失を受
けている商店街の活性化。商
業施設、商店街一体となっ
て、天文館地区の賑わいの創
出、来街者の促進、販売促進
を図る。

コロナにより組合員店舗の売
上が減少している中、商店街
のにぎわい創出と経済的支
援を行う。

コロナの影響により経済駅損
失を受けている一條通り会
の活性化を目的とする。

ｲﾍﾞﾝﾄ内容
①フリーマーケット出店
②飲食店舗等の出店
③ステージショー

鹿児島の食をテーマに、県内
外のお客様に楽しんでいただ
けるﾌｰﾄﾞﾌﾞｰｽ地元作家によ
る手作り雑貨等の販売

農業法人等の出店
農業法人のPR
相談コーナー

福袋販売
新春神輿

クリスマス雑貨・ハンドメイド
作家によるマーケット開催
プレミアム付き商品券販売

・ストリートダンス協会団体
30チーム参加
・一條通り会で使用できる
サービス券を配布しイベント
後の通り会での消費喚起を
促す。

消毒、マスク着用、参加者の
名簿管理、密集回避、スタッ
フの感染対策徹底

接触確認アプリ「COCOA」
導入の呼びかけ

消毒・マスク義務化
参加者の名簿管理
密集の回避
スタッフの感染対策徹底

マスク着用・手消毒の推奨
キープディスタンス
イベント従事者の抗体検査実
施
COCOAの使用推奨

マスク着用・手消毒
キープディスタンス
COCOAの利用推奨
※全て看板を設置し啓発

消毒
マスク着用義務化
密集回避
スタッフの感染対策（検温、休
憩時間の重複回避）
※上記を係員により随時誘
導

番    号

市町村

感染防止対
策の内容
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ｲﾍﾞﾝﾄ名

団体名

実施時期

場所･会場

ｲﾍﾞﾝﾄ目的

ｲﾍﾞﾝﾄ内容

番    号

市町村

感染防止対
策の内容

7 8 9 10 11 12

鹿児島市 鹿児島市 鹿児島市 鹿児島市 鹿児島市 鹿屋市

天神おつきや商店街等天文
館地域密着フェスタ２０２１

第2回桜島だいこんフェア
谷山元気グルメフェスタ
2021

クリスマスマーケット２０２１
inドルフィンポート

火の島めぐみ館お客様感謝
祭

第11回 冬華火（仮）

鹿児島県出店商業協同組合 鹿児島商工会議所 かごしま商工会青年部 鹿児島ケータリング協会 火の島めぐみ協同組合 鹿屋中央地区青年部

R3.11.20～11.23
(11.22のみ15:00～
20:00)

R4.1.29～2.23 R3.12.4～5 R3.12.24～12.25 R４./1/29 R４./1/8

ドルフィンポート跡地　イベン
トスペース

鹿児島県内の宿泊業・飲食店・食品加工業約
150店舗

JR谷山駅前隣接広場 ドルフィンポート跡地
道の駅「桜島」火の島めぐみ
館

リナシティかのや　ガリレア・
水辺ステージ他

コロナの影響で商売の機会
を失い、生活に困窮している
出店商組合員の売り上げに
寄与すると共に、天文館地区
への人流創出のため、商店街
振興組合と連携を取り、天文
館地区の活性化を図る。

鹿児島県の特産品である桜島だいこんを使
用したオリジナルメニューを県内の宿泊業・
飲食店・食品加工業者などが期間限定で提
供し、県民の消費喚起を促すとともにｺﾛﾅの
影響をにより経済的損失を受けている業者
の支援・地域社会の活性化につなげ、桜島大
根の消費拡大を目指す

ｺﾛﾅの影響により、経済的損
失を受けている谷山商店街
の活性化を目的

地域経済の活性化

コロナの影響で観光客が減
少した桜島地区において、イ
ベントを行うことにより経済
的な活性化を図る。
また「桜島大根」の認知度を
広げ、販売促進につなげる。

ｺﾛﾅの影響により中止になっ
た「冬華火」（10年実施してき
た）鹿屋市の中心市街地の活
性化を目的に街へ元気を与
えたい

照国神社六月灯を再現
出店

県内約150店舗の参加で桜島大根を使った
メニューや商品を提供・販売する。
オープニングイベントで飲食・物販、トーク
ショー、キャラクター演出、桜島大根1本売
り、抽選会、重量あてクイズ

谷山通り会連合会加盟店の
出店
キッチンカ―出店
ステージイベント
抽選会

クリスマスイルミネーション
出店
花火打ち上げ

火の島太鼓，農産物定額詰め
放題
桜島大根重量当て
桜島大根ぐるぐる巻体験
桜島大根コンテストの審査及
び表彰
農産物等記念品配布
出店，抽選会，ブリ大根調理
体験

特殊効果花火とレーザー
ショー
飲食ブース
抽選会
ｺﾛﾅ禍の中で成人になった新
成人への記念イベント

消毒の徹底・マスク着用義務
(持参していない方には配
布)・来場者名簿の管理・飲食
スペースのレイアウト(消毒、
間隔)・密集の回避(案内係配
置)・スタッフの検温、消毒の
徹底)

会場内の飲食禁止（ﾃｲｸｱｳﾄのみ)
換気、消毒、マスク、検温，参加者の名簿管
理，イベント関係者の体調管理，出展ブース
にビニールカーテン，入場口・退場口分別，
COCOA導入，アクリル板設置，飲食ブース
出店者のﾋﾞﾆｰﾙ手袋

消毒・マスク
参加者の名簿管理
密集の回避
スタッフの感染対策徹底

消毒の徹底
マスク着用義務化
参加者の名簿管理
密集回避
スタッフの感染症対策（検温・
休憩時間の重複回避）

消毒の徹底
マスク着用事務課（未着用者
お断り）
来場者の名簿管理・検温
スタッフの体調管理（1週間前
から健康チェックシート）
放送による注意喚起
人数制限

消毒・マスク
参加者の名簿管理
密集の回避
新成人900名程度（立食・持
ち帰りもできるように）
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ｲﾍﾞﾝﾄ名

団体名

実施時期

場所･会場

ｲﾍﾞﾝﾄ目的

ｲﾍﾞﾝﾄ内容

番    号

市町村

感染防止対
策の内容

13 14 15 16 17 18

鹿屋市 枕崎市 枕崎市 枕崎市 出水市 垂水市

あつまれ元気なる子供から
百歳まで！！

まくらざき朝市
まくらざき春の市2022～海と山の
物産まつり～

まくらざき年末物産展＆カ
レーフェスタ

出水よかどフェアin出水駅 たるみず漁協フェスタ

寿商店街協同組合 まくらざき朝市出店者協議会 まくらざき春の市実行委員会
まくらざきIZAKAYA 屋台
村

一般社団法人出水市観光特
産品協会

特定非営利活動法人心のバ
リアフリー仲間

R４./2/26 R3.11.21～R4.1.16 R４./2/20 R3.12.11～12 R４./2/19 R４./2/6

寿明院彫刻堂広場 枕崎漁港内港水揚場 枕崎漁港内港水揚場一帯（まくらざ
き朝市会場）

松之尾駐車場（南薩地域地場
産業振興センター隣）

出水市出水駅観光特産品館
飛来里敷地及び出水駅構内
（駐車場含む）

垂水市漁業協同組合敷地内

寿商店街の活性化
①地域産業と商店街活性化
及び消費者サービス
②市民交流の場創出

地域活性化と地場産品PRを目的と
した春の市は平成24年から開催さ
れていたがコロナ禍で2年連続中
止。枕崎市の交流人口増を図り、「新
しい生活様式」に則した安心・安全な
イベント開催のノウハウの蓄積と定
着を図る。また枕崎市に賑わいを創
出するため「枕崎よさこいまつり」を
同時開催する

ｺﾛﾅの影響により地元経済が
深刻な打撃を受けた。安心・
安全に実行できるモデルとし
て実施し、地域事業の活性化
と住民の笑顔をとりもどす

ｺﾛﾅの影響により、観光団体、
特産品物販業者、飲食店等の
経済的な影響だったが、地域
の県内の方々に出水の特産
などを知っていただき賑わ
いを取り戻したい

垂水市漁業協同組合、地域商
店街の活性化

組合員の出店
キッチンカ―出店
柔道受身体操
その他ステージ

出店、朝市内スタンプラリー
抽選会、事務局での鮮魚販売

「まくらざき朝市出店者協議会」加盟
の出店、キッチンカー出店、枕崎よ
さこいまつり、他

山幸物産展
カレーフェスタ

・物産品販売
・飲食店・キッチンカ―出店
・子供向けブース
・抽選会
・体験コーナー
・武家屋敷観光バス運行
・食品もったいないブース
・観光PRブース
その他（太鼓、バルーン等）

漁業加盟店の出店
キッチンカ―出店
カンパチ解体ショー
音楽その他ステージ

消毒の徹底
マスク着用
名簿管理
密集の回避
スタッフの検温・休憩時間重
複防止

消毒、マスク着用、検温、入退
場口制限、スタッフの感染対
策徹底

ワクチン・検査パッケージ活用、来場
者への安全計画・名簿管理、
COCOA活用等

マスク・検温・消毒・密集の回
避
名簿管理
COCOAの活用推進
体調不良者の自粛
スタッフの感染対策徹底
セカンドバリア発信機による
来場者の行動追跡

消毒・マスク
スタッフの感染対策徹底（検
温・名簿）
密集の回避
出店者。演出者の健康観察、
名簿管理

消毒・マスクの義務化
参加者の名簿管理
密集の回避
スタッフの感染対策
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ｲﾍﾞﾝﾄ名

団体名

実施時期

場所･会場

ｲﾍﾞﾝﾄ目的

ｲﾍﾞﾝﾄ内容

番    号

市町村

感染防止対
策の内容

19 20 21 22 23 24

霧島市 南九州市 南九州市 伊佐市 姶良市 さつま町

１UP！LitUP!(ﾜﾝｱｯﾌﾟ!ﾘｯﾄ
ｱｯﾌﾟ!)

地元の子供たちへ「発表会」
と特産品販売促進イベント

知覧茶マルシェ2021 ISAコレクション
「あいらの日」INｲｵﾝﾀｳﾝ姶良
西駐車場

宮之城まちなかウォーキング
スタンプラリー大抽選会

Awesome City Project
南九州市商工会青年部　川辺
支部

南九州市茶業振興会 ISAコレクション実行委員会 姶良市特産品協会 宮之城中心市街地通り会

R3.12.18～19 R４./1/22 R３./11/23
R3.11.21
R4.2.20

R４./1/23 R４./2/7

きりしま国分山形屋、国分
ﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｻﾞ広場
鹿児島銀行駐車場
中央児童公園

川辺町文化会館敷地内・諏訪
運動公園

岩屋公園
伊佐市大口　元気こころ館敷
地内駐車場

イオンタウン姶良西駐車場
国道328号線沿線商店街内
及び隣接のイベント広場

社会経済活動を推進する必
要があることを踏まえ、密に
ならない対策を講じるととも
に、まちなかの当たらな日常
や新しいコミュニティを構築
する

コロナ対策を万全にした上
で、子どもたちに発表の場を
提供し、会場内で地元業者の
特産品販売を行う。コロナの
終息を願い、疫病終息祈願打
上花火を打ち上げ、鹿児島を
元気にする。

新型コロナウイルス感染症の
影響により、販促が出来ず、
経済的損失をうけている知
覧茶の活性化を目的

新型コロナウイルス影響によ
り、伊佐市内の多くのイベン
トが中止になっている。その
ような中で、地域の方たちに
楽しめる場を提供する

コロナやまん延防止措置で厳
しい状況が続く姶良市特産品
協会が姶良市商工会と連携
し、地域住民の憩いの場を提
供する。

ｺﾛﾅ禍の中、売上減少・客数減
少により打撃をうけた宮之城
中心市街地通り会の活気を
取り戻すこととｺﾛﾅ退散祈願

ﾃｲｸｱｳﾄを中心としたポップ
アップマルシェを開催する

子どもたちの発表会(保育
園・幼稚園)
地元特産品販売
疫病終息祈願打上花火

・知覧茶の販促
・キッチンカ―出店
・スタンプラリー
・抽選会
・紅葉を楽しむ会
・オンライン配信

伊佐市商工会の出店
伊佐市個人出店
飲食スペース
その他音楽、ダンス等

ステージイベント（歌謡
ショー、伝統太鼓、カラオケ大
会等）
姶良市特産品のグルメ・ス
イーツ出店
シールラリー
子供向けイベント等

・出店
さつま百緑祭加盟店販売
みやんじょ軽トラ市加盟店
さつまのささ福かざり加盟
店

消毒・マスク・検温
名簿管理
密集の回避
食べ歩きの禁止
スタッフの感染対策徹底（検
温・休憩時間の重複防止）

消毒の徹底
マスク着用義務化
密集回避
スタッフの感染防止対策（体
温測定、休憩時間の重複防
止）

消毒・マスク
密集の回避
スタッフの感染対策徹底（検
温・消毒）

消毒・マスク
スタッフの感染対策徹底（検
温・名簿）
参加者の名簿管理
密集の回避
スタッフの感染対策徹底（検
温・休憩時間の重複防止）

会場入り口での消毒徹底
マスク着用の義務化（マスク
配布）
密集回避

消毒・マスク
名簿管理
密集の回避
スタッフの感染対策徹底（検
温・休憩交代制）
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ｲﾍﾞﾝﾄ名

団体名

実施時期

場所･会場

ｲﾍﾞﾝﾄ目的

ｲﾍﾞﾝﾄ内容

番    号

市町村

感染防止対
策の内容

25 26 27 28 29 30

長島町 大崎町 南種子町 瀬戸内町 和泊町 知名町

第５回ふれあい・ながし
ま軽トラ市

大崎ふれあい感謝祭、大崎七
夕さぁ花火大会

南種子町商品券・イルミネー
ション事業

せとうち商工祭り
疫病(コロナ)収束祈願打上花火＆クリスマ
ス抽選会

「知名の夜空にみんなの想いを打
ち上げよう」花火大会

長島町商工会 大崎町商工会 南種子商工会 瀬戸内町商工会青年部 和泊商工会 知名町商工会

R３./12/19 R３./12/12 R３./12/18 R３./11/27 R３./12/24 R３./12/11

長島町商工会　駐車場 大崎町城南通り商店街 トンミー市場前駐車場 大湊緑地公園 和泊港・長浜海岸敷地内 知名町白浜港

長島町の活性化と商工
会会員事業者の出品に
よる事業収入の確保

大崎町内活性化。２部構成に
することで大崎町内を1日楽
しんでもらい消費喚起につな
げ、またお客様を分散させ３
密回避

コロナ拡大以降、観光需要の
低迷や地域住民の消費減少
を打破する為にプレミアム商
品券を発行し、鈍化した人の
移動を活性化させる。

ｺﾛﾅの影響により経済的損失
を受けている瀬戸内町内事
業者の活性化・町内需要の喚
起及び子供たちの発表の場
を提供する

コロナ禍で活力を失いかけている地域経済
にイベント開催することで地域経済再生の
足がかりとなるよう、また、地域資源を活用
した特産品を抽選会賞品として活用するこ
とで域内の消費力を増加させる。消費者に
は自粛モードを吹っ切ってもらい、和泊町
経済と商工業者再興の推進力となることを
目的とする

コロナにより大きな影響を受けた
知名町内の飲食店と商店街を中心
とした事業所への支援と地域の活
性化。

・地元産の農産物・海産
物販売、飲食ブース
・抽選会、スタンプラ
リー、小学生以下への
グッズプレゼント、来場
者への餅配布

大崎町城南通り商店街にて
大崎ふれあい感謝祭(昼市)、
大崎七夕さぁ花火大会。出
店、抽選会、ステージあり

プレミアム商品券販売
イルミネーション事業

・舞台演芸・赤ちゃんハイハイ
レース・瀬戸内〇×ゲーム・青
年団企画イベント・綱引き大
会・露店出店・地元ポイント会
抽選会・抽選会

コロナ収束祈願花火大会、和泊町ポイント
カード会クリスマス抽選会、マグロ解体
ショー、フードコーナー出店、イベントゲー
ム、琉球國祭り太鼓

飲食店の出店
花火打ち上げ
特産品が当たる抽選会
その他ステージ

消毒、マスク着用、密集
回避、スタッフの感染対
策徹底

消毒、マスク着用、参加者の
名簿管理、スタッフの感染対
策徹底

添付資料
「祭り・イベント等開催に向け
た感染拡大ガイドライン」

消毒・マスク着用・参加者の名
簿管理・密集の回避（指示・注
意喚起）スタッフの感染対策
（検温・休憩時間の重複防止）

消毒、マスク着用、入島自検査徹底、防災行
政無線での健康状態確認の周知、会場内係
員配置

マスク着用義務化，参加者名簿
密集回避，消毒徹底，スタッフの対
策（マスク、検温、スタッフ同士の距
離、トランシーバー利用），飲食店の
感染対策（出店者のマスク、透明ビ
ニール、消毒液設置），受付時の感
染対策（アクリル板、消毒液、距離
確保の声掛け）
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