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本日は、定例記者会見を開催いたしましたところ、 

皆様にはご出席いただきまして、ありがとうございます。 

 

まず始めに、今日までに実施した、新型コロナウイルス感染症対策

等について、お知らせいたします。 

 

浅口市長定例記者会見 配布資料をご覧ください。 

 

 これまで、必要に応じて新型インフルエンザ等対策本部会議を開催

しており、８月２日までに、１５回の会議を重ね、様々な対応を検討

してまいりました。 

 

４月８日から開設している相談窓口には７月末までに５２４件、８

月２日の感染症患者発生以降も７件のご相談がありました。今後も市

民の皆様の不安軽減や疑問解消のために継続して開設いたします。 

 

 公共施設の貸出については、屋外施設は５月２１日から、屋内施設

は５月２８日から利用を再開しましたが、７月２１日から当分の間は

県外からの利用をお断りしております。利用者のお名前・連絡先・ご

住所のほか、滞在時間も分かるようにし、新たに感染者が発生した時

には感染の拡大を最小限にとどめられるように取り組んでおります。 
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 次亜塩素酸水については、一定の条件下で新型コロナウイルスへの

効果が認められており、浅口市では４月２日の配布開始から７月末ま

でに延べ１万３，５６３件のご利用がありました。 

消毒用アルコールは充足してきておりますが、皆様の安心のために

引き続き次亜塩素酸水を配布いたします。 

 

新型コロナウイルス感染症拡大は続いており、浅口市においても８

月２日に１例目の感染症患者が確認されました。同居のご家族１名に

ついては、ＰＣＲ検査で陰性が確認されており、この方以外には、浅

口市内に濃厚接触者はおられません。 

市民の皆様には、ご安心いただくとともに、引き続き感染拡大防止

にご協力賜りますよう、この場をお借りしてお願いいたします。 

 また市民の皆様には、感染者やそのご家族、医療従事者の皆様など

に対する差別等が発生しないよう、人権に配慮した行動を重ねてお願

いいたします。 

 

 さて、新型コロナウイルスが蔓延する状況下においても、市民の生

活を守るため、引き続き感染防止対策の徹底と、地域経済活動の維持

を両立していく必要があります。 

 市では、市民や関係団体の皆様の声をお聞きし、これまでに様々な

支援策について、取り組みを進めてまいりました。 
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まず、コロナに負けるな！地域応援商品券事業であります。 

7 月 16 日に対象のお子様 1 人あたり合計 1 万円分の商品券・食事券

を 4,651 人の対象児童の世帯主に郵送しました。また、その後に対象

となった、34 人分についても先日発送しております。 

コロナに負けるな！地域応援商品券・食事券については、市内 150

を超える店舗で 8 月 1 日より利用可能となっております。 

 

 皆さまに安心してご利用いただくため、職員が商工会と一緒に食事

券取扱加盟店を直接訪問し、感染防止対策の徹底を依頼するとともに、

浅口市観光協会が作成した「コロナ対策宣言店ポスター」の掲示を依

頼しています。 

子育て世帯における休校等による経済的負担を緩和するだけでなく、

売上が激減した飲食店をはじめとした地域事業者の支援につながるこ

とを期待しております。 

 

次に、浅口市では、全国に先駆け 5 月 11 日に、特別定額給付金の対

象外となる新生児を対象とし、コロナ禍でのご心労の中出産されたご

家族を支援する「出産支援金給付事業」を実施しております。8 月 14

日時点で、44 人分の申請を受け付けており、来年 4 月 1 日生まれのお

子様まで給付を続けてまいります。 
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さらに、ひとり親世帯を支援するため、対象児童 1 人あたり 5 万円

を支給する「児童扶養手当受給者支援金給付事業」については、７月

１０日に対象児童３５３人分の支援金を給付いたしました。 

困窮する対象者に支援が行き渡るよう、迅速に給付を実施しており

ます。 

 

 新型コロナウイルス感染症との戦いは、長期化する様相を呈してお

ります。 

 地域の活性化には、地元中小企業・小規模事業者の皆様のお力が必

要不可欠であり、事業継続を支援していく必要があります。 

そこで、市では、売上が前年同月比 20％減少した事業者の皆様に対

し、10 万円を支給する「事業継続給付金」を支給しており、8 月 12

日現在で 426 件の申請を受け付けております。この度、対象範囲を拡

充し、これまで対象外としていた市外在住者であっても、市内に主た

る事業所をおかれている事業者などについては、給付金の対象とする

ことといたしました。 

また、先の 7 月臨時会で可決いただいた、事業所の皆様が「新しい

生活様式」に対応するための設備等に必要な経費の一部を助成する事

業につきましては、9 月から申請を受け付けます。 

 

 感染拡大防止にはマスクの着用が重要ですが、夏は熱中症の恐れも

あります。そのため、冷感マスクを妊婦さんや小さなお子さんにお送
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りしました。 

 妊婦さん１１８名と、平成２９年４月２日以降に生まれたお子さん

がいる世帯５６６世帯に、それぞれ冷感マスク２枚ずつをお送りし、

活用していただいています。 

 

 さらに、浅口市では実際の花火大会の代わりに花火の写真が入った

うちわを作成し、皆様にお配りすることにいたしました。 

 片面は花火の写真とともに「新型コロナウイルス みんなで乗り越

えよう！」のスローガンが、もう片面にはマスクを着けた「せいめい

くん」と感染拡大のポイントが書いてあります。 

 ９月に入ってからの配布にはなりますが、小学生までのお子さんに

は学校等を通じてお渡しし、一般の方には飲食店や市の施設において

無料配布いたします。 

 コロナ対策と熱中症対策にご活用いただきたいと考えております。 

 

 また、災害発生時の避難所における感染症対策も喫緊の課題となっ

ています。 

 市では、どなたにも分かりやすいようイラスト等をふんだんに採用

した感染症発生時における避難所マニュアルを作成し、7 月上旬に全

戸配布をいたしました。 

 7 月補正予算に計上した、避難所となっている体育館や公民館にお
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ける網戸や換気扇の整備や、段ボール間仕切りなどの対策資材、スポ

ットクーラー、ミストファンの購入等につきましては、早急に対応し

てまいります。 

 

9 月補正予算についてであります。今後、学校が休校や分散登校に

なった場合、遠隔授業の実施が想定されます。通信環境のない、経済

的に支援が必要な家庭に対しては、モバイルルータ―通信料を、今年

度末までに限り、市が負担いたします。 

その他にも、庁内テレワーク等環境整備事業、市立の３図書館に

設置する本の除菌機や、新型コロナウイルス感染リスクを抱えなが

らも子ども達のために学童保育の確保に迅速に対応してくださった

放課後児童クラブの職員の皆様への慰労金 3 万円等も計上していま

す。 

 

新型コロナウイルスの感染は全国的に拡大しており、誰がいつ、ど

こで感染するか分からない状況の中、市としてできることの最も大き

な柱は、「正しい情報の提供」と「啓発」です。 

 

１月下旬から継続している予防啓発に関しては、マスクの着用、咳

エチケットの実践、大声での会話を控える、３つの密を避ける等、「新

しい生活様式」の実践を引き続き啓発してまいります。 
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そして、これからもできる限りの手を尽くして市民の皆様の安心

安全を守ってまいりたいと考えております。 

 

それでは、次に、令和２年度９月補正予算（案）につきまして、 

説明いたします。 

 

令和２年度９月補正予算（案）の概要 1 ページをご覧ください。 

 

一般会計については、 

補正額 ２億 ２，０５５万 ４千円 を追加し、 

補正後の予算総額は １９５億 ９，２３７万 ５千円であります。 

 

これは、対前年度同期との比較で、２９．３％の増であります。 

 

一般会計、特別会計を合わせました今回の補正額は、 

２億 ７，５１４万 ７千円の追加で、 

補正後の総額は、３２０億 ５,５９１万 ９千円であります。 

 

それでは、一般会計の概要について、説明いたします。 
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２ページをご覧ください。 

 

まず、総務費/民生費/教育費です。 

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業費」  

２，８４７万４千円は、 

 

新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策として、「新しい生活様式」

に対応するため、市役所職員のテレワーク環境の整備及び児童・生徒

のオンライン授業環境の整備等を行うものであります。 

 

次に、災害復旧費です。 

「豪雨災害復旧事業費」 ５，０００万円は、 

令和２年６月～７月の豪雨災害による被災箇所の復旧を行うものであ

ります。 

 

次に、諸支出金です。 

「住吉 満
みつる

教育基金積立金」 １億円は、 

住吉満氏から受けた寄附金を財源として、基金の積立を行うものであ

ります。 
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以上、一般会計の概要について説明いたしました。 

 

次に、特別会計の概要について、説明いたします。 

 

「介護保険特別会計」につきましては、 

過年度歳入返還金の発生等により、予算計上しております。 

 

以上が、９月補正予算（案）の概要です。 

 

次に、９月補正予算（案）の、主な事業の詳細と、上程する条例（案） 

について説明いたします。 

 

浅口市長定例記者会見 配布資料の１ページをご覧ください。 

まず、庁内テレワーク等環境整備事業についてであります。 

 

新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークの必要性が幅広

く認識されました。そこで、浅口市においても、テレワーク環境の整

備を行います。 

 内容は、在宅勤務を行う職員に貸与するタブレット端末２０台を購
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入するとともに、セキュリティ面の確保のため、新たにテレワーク用

ネットワークを構築します。 

 また、急速に普及しているオンライン上での会議や研修への参加や、

在宅勤務を行う職員と職場とのコミュニケーションが図れるよう、各

課にＷｅｂ会議に対応できるパソコン２７台とＷｅｂカメラ等の周辺

機器を配備し、人同士が直接対面しない場合でも、コミュニケーショ

ンが取れる環境を整備いたします。 

 

2 ページをご覧ください。 

住吉 満
みつる

教育基金積立金 についてであります。 

この度、旧寄島町出身で、現在は兵庫県に在住の住吉満氏から、教

育や文化の振興に活用してほしいと、１億円のご寄付申出をいただき

ました。 

住吉氏には、７月１５日に来庁いただき寄付の受領式を行っており

ます。 

いただいた１億円につきましては、新たに基金を設置し、住吉氏の

意向に沿った活用をしてまいりたいと考えており、条例（案）を９月

の定例議会に上程いたします。 

 

3 ページをご覧ください。 

キラリと光る未来プロジェクト事業 についてであります。 
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市ではコロナ対応のために夏季休業期間を短縮しておりますが、早

期に整備したエアコンを活用し快適な環境の中、集中して学習に取り

組んでおります。 

 

 電子黒板は、当初予算により整備を進めた小学校 4 年生から中学校

3 年生全通常学級教室分の、65 インチ電子黒板 53 台については、すで

に各校へ設置しました。2 学期より授業等で活用をしていきます。 

また、7 月補正において追加計上し、今後、整備を進める 50 台を合

わせ、市内小中学校の通常学級、特別支援学級全ての教室へ整備が完

了となります。 

 

1 人 1 台端末と合わせて、電子黒板を整備することで双方向のオン

ライン授業が可能となります。より集中して学習に取り組むため、児

童生徒分のヘッドセットも整備する予定です。 

 

4 ページをご覧ください。 

ＧＩＧＡスクールネットワーク整備事業 についてであります。 

 

児童生徒に１人１台端末の整備に伴い、それに耐えうる校内ＬＡ

Ｎ及び無線接続の環境整備を市内の公立小中学校１０校へ行い、こ
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れに合わせてタブレットを充電する充電保管庫も全ての普通教室等

へ整備します。 

高速大容量の通信ネットワークを整備することで、通信環境による

ストレスがなく、タブレットを活用することで、学習効果が向上する

ことを期待しています。 

 

5 ページをご覧ください。 

ＧＩＧＡスクールタブレット端末整備事業 についてであります。 

 

学校ＩＣＴ環境整備計画を見直し、校内ＬＡＮ環境の高速化整備

や 1 人 1 台端末の整備を大幅に加速してまいります。今年度は、児

童生徒用・教員用の端末を２，５３５台整備予定です。 

今後、学校が休校や分散登校になった場合には、家庭学習用のモバ

イルルータ―を貸し出し、遠隔授業等の家庭学習ができるようにし、

学びの保障を行います。 

 

6 ページをご覧ください。 

新型コロナ対応事業者応援補助金 についてであります。 

 

 浅口市では、岡山県と連携し、業種ごとに作成されている感染症拡

大予防ガイドラインに沿って「新しい生活様式」に対応した感染症防
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止対策を実践する事業者に対し、県補助金への上乗せ補助金として、

上限２０万円を交付します。 

 この制度により、市内事業者の感染防止対策が促進され、市民の皆

様が安心してお店で飲食したり、買い物をしたり、また、働けるよう

になることを期待しています。 

 

 8 ページをご覧ください 

市ＬＩＮＥ公式アカウント運用開始 についてであります。 

 

 岡山県内でも複数の自治体が導入・運用している、無料アプリ「LINE」

の浅口市公式アカウントを開設しました。令和２年７月７日から運用

を開始し、８月 17 日までに約６２２人の方に登録いただいております。 

今後も、広報紙や、ホームページ、メール配信などでも周知を行い、

より多くの方に利用いただけるよう努めてまいります。 

 

 9 ページをご覧ください 

あさくち就職フェア についてであります。 

 

 10 月 31 日 13:00～16:00、浅口市健康福祉センターにて開催を予定

しています。 
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 参加企業は、現在募集中です。9 月 18 日で募集を締め切った後、市

のホームページで企業名等をお知らせする予定であります。 

 参加者（求職者）は、事前申し込みをお願いする予定です。コロナ

の状況を注視しつつ、市報や教育機関への訪問なども行い、一人でも

多くの方に参加していただけることを期待しています。 

 

10 ページをご覧ください 

金光駅周辺整備事業（南口広場供用開始） についてであります。 

 

金光駅の利便性向上や周辺の賑わい創出を目的として、整備を進め

ています金光駅周辺整備事業につきまして、９月２６日の始発電車よ

り南口広場の供用を開始いたします。 

待合所、ＪＲ自動改札、自動車乗降場、駐輪場などを設置し、砂
す

郷
ごう

橋
ばし

から 神
かみ

影
かげ

橋
ばし

までを自転車・歩行者専用道路として整備しました。

これにより、北口と南口の両方から金光駅への利用が可能となります。 

なお、北口広場の改修につきましては１０月から工事に着手する予

定で、来年３月の供用開始を予定しております。 

 

12 ページをご覧ください 

岡山天文博物館６０周年記念事業 についてであります。 
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岡山天文博物館の開館６０周年を記念して、現在地球へ帰還中の小

惑星探査機「はやぶさ２
ツー

」と、世界初のブラックホールの撮影に成功

した国立天文台の最新の研究成果とをテーマにした２つの特別講演会

を開催いたします。 

８月３０日に開催する「はやぶさ２
ツー

」の講演会は、新型コロナウイ

ルスの感染拡大を受け、オンライン講演会とし、YouTube で配信いた

します。お申し込みいただいた方で、オンラインで視聴できる方につ

きましては、できる限りご自宅等でご視聴いただきますようお願いし

ます。また、申し込みをしていない方にも見ていただけますので、興

味のある方は是非ご覧ください。 

また、１０月２４日の講演会「電波 ×
かける

光の最新天文学」について

も、オンラインでの開催を予定しています。詳しいことが決まりまし

たら、ホームページ等でお知らせいたします。 

 

私からは以上です。 


