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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、職員による飲酒運転という不祥事が発生し、懲戒処分

を行いました。市民の皆様の信頼を損ねたことを深くお詫びするとと

もに、法令順守を徹底し、再発防止に取り組んでまいります。 

 

続きまして、これまでに実施いたしました、主な新型コロナウイル

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 配布資料の１ページをご覧ください。 

 

４月８日から開設している相談窓口には１０月末までに５２４件の

ご相談があり、４月２日から配布している次亜塩素酸水は１０月末ま

でに延べ１万５，３０４件のご利用がありました。 

 相談窓口と次亜塩素酸水配布は、今後も継続して実施いたします。 

 

 

 １０月１日からは、中学生以上の市民に対しインフルエンザワクチ



2 

 

    

ン接種費用の助成を実施しております。 

 新型コロナウイルス感染症との同時流行を防ぐため、ぜひ多くの市

民の皆様に接種いただきたいと思います。 

 

 また、これまで実施を見合わせていたコーラスは１０月２０日から、

カラオケは１１月１日から利用を再開しており、トレーニングルーム

については１２月１日からの再開を予定しております。なお、浴場に

ついては感染防止対策がとりにくいため当面休止といたします。 

 避難所となる小学校体育館などのトイレ蛇口のレバー式への取り換

えや、天草公園体育館、金光公民館の網戸設置、鴨方中学校技術教室

のエアコン整備は既に完了しております。 

  

 授業のオンライン化などで必要なタブレット端末の整備につきまし

ては全国規模で実施されており、需要が短期間に集中していることか

ら、整備完了は年度末になると見込まれますが、大型電子黒板につい

ては、いち早く導入に取り組んだため、１１月中には全ての小中学校

の普通教室に、また今後、特別教室にも設置できる予定であります。 

  

 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。 

このような観点から 
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コロナに負けるな！あさくち復活応援券事業を、行います。 

５ページをご覧ください。 

 

浅口市では、８月から１２月末まで使用できる「コロナに負けるな！

地域応援商品券・食事券事業」を実施しており、０歳から１８歳未満

の高校生世代のお子様を持つご家庭に、対象の子ども 1 人あたり１万

円分の商品券・食事券を給付いたしました。 

この度は、商品券・食事券の対象外となっている概ね１８歳以上の

市民に対し、１人あたり５千円分の応援券を給付いたします。 

対象者は約３万人、発行総額は約１億５千万円を見込んでおります。 

 

 本事業により、冬季の感染拡大に備え、マスクや消毒液の購入など、

感染予防対策にご活用いただきたいと考えております。また、地域経

済の活性化にもつなげ、市民・地域の元気の復活につながることを期

待しております。 

 

６ページをご覧ください。 

出産支援商品券給付事業について、であります。 

 

浅口市では、コロナ対策として、平成１４年４月２日から令和２年

７月３１日までに生まれた子どもを対象に、１人あたり１万円分の商
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品券・食事券を給付し、子育て世帯への支援を実施いたしました。 

 

 今回は、商品券・食事券の給付対象外となっている新生児を対象に、

浅口商工会が発行する共通商品券を１万円分給付するものです。コロ

ナウイルス感染症が長引く中、大変な不安やご苦労のもと出産に臨ま

れた妊婦・ご家族を支援するとともに、同学年での不平等感の解消に

つなげてまいります。 

 

７ページをご覧ください。 

事業継続支援金の増額について、であります。 

 

売上が減少している市内中小事業者の皆様へは、既に事業継続支援

金を支給しておりますが、商工会のアンケートにおいても、依然とし

て幅広い業種において売上が減少するなど新型コロナウイルス感染症

の影響下にあることから、１１月から支援金額の上限を１０万円から

２０万円に増額いたしました。 

 

新規申請も引き続き受け付けておりますので、多くの事業者の皆様

に、制度をご利用いただきたいと思います。 

１０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の期間延長について、であります。 
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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

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、２０万

円を交付しております。 

 

 この度、連携しております県補助金の受付期間が、令和 3 年 2 月 5

日まで延長されたことに伴いまして、浅口市の上乗せ補助金も同様に

期間を延長いたします。 

 

１３ページをご覧ください。 

水道料金の無料化について、であります。 

 

既に、令和２年４月～５月使用分の水道料金を免除しているところ

ではありますが、残る２カ月分については、令和２年１２月～令和３

年１月使用分の水道料金を免除いたします。 

 なお今回の免除措置について、申請などの手続きは必要ありません。 

 市民及び事業所への経済的支援に加え、しっかり手を洗っていただ

くことで感染症予防にもつながるものと期待しております。 

 

１４ページをご覧ください。 
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敬老会事業費補助金交付について、であります。 

 

これまで、浅口市では、地区町内会や老人会などの自治組織が高齢

者を集めて行う敬老会に対してのみ、補助金を交付してまいりました。 

 しかし、今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する

ために、高齢者が集まることなく、弁当や記念品などの物品の配付の

みを行う場合も、特例として補助対象といたしました。 

敬老会を楽しみにされていた高齢者のために何かしたいと苦慮され

ていた地区役員の方からは、高齢者の方々に喜んでもらえてよかった、

との声をいただいております。 

 

なお、来年度以降につきましては、今後の感染状況によって判断し

てまいります。 

 

１５ページをご覧ください。 

健康福祉センター窓口の環境整備について、であります。 

 

窓口に飛沫拡散防止パネルを付けたローカウンターや感染予防のた

めの消毒がしやすく、消毒に強いビニールレザーの椅子を整備する予

定です。 

１１月３０日からは、受付窓口の消毒、飛沫防止等により新型コロ
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ナウイルスの感染拡大を防ぐことができると期待しております。 

 

１７ページをご覧ください。 

市内中小事業者の状況について、であります。 

 

新型コロナウイルス感染症により、市内の事業者の皆様がどのよう

な影響を受けているかを把握することは、その支援を行う上で大変重

要であります。 

 この度、浅口商工会が実施した、第２回目の緊急アンケートの結果

につきまして、速報値を１０月上旬に、そして確定値を１１月上旬に

浅口商工会の川上会長よりご報告いただきました。 

 それによりますと、小売・飲食・宿泊・運輸業などは回復の兆しが

認められるものの、依然としてコロナ以前の売上までは回復しており

ません。また、製造業など、４月時点では影響が比較的小さかった業

種においても「影響がある」と答えた事業者が増加するなど、４月に

比べ幅広い業種にコロナの影響が拡大していることがわかりました。 

 

 市では、この結果に基づき、追加支援策である事業継続支援金の増

額や、応援商品券事業などについて予算化し、実施することとしてお

ります。 
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それでは、次に、令和２年度１２月補正予算（案）につきまして、 

説明いたします。 

 

令和２年度１２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 ８，７３３万 １千円 を追加し、 

補正後の予算総額は １９９億５，８５７万 ８千円であります。 

 

これは、対前年度同期との比較で、３０．４％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、 

１億 ３，０６０万 ２千円の追加で、 

補正後の総額は、３２４億 ６,５３９万 ３千円であります。 

 

それでは、一般会計の概要について、説明いたします。 

２ページをご覧ください。 

 

まず、総務費です。 
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「ふるさと納税事業費」  

１，３０１万５千円は、 

 

市の更なる発展のために、ご寄附くださる方を広く募集し、歳入確保

の他、地域特産品及び観光施設のＰＲにつなげるものであります。 

 

次に、民生費です。 

「健康福祉センターＷi－Ｆi 整備事業費」 １４６万９千円は、 

 

市政情報や観光情報等の情報収集を通じ、利用者の利便性向上等を図

るため、健康福祉センターに、Ｗi－Ｆi 環境の整備を行うものであり

ます。 

 

次に、衛生費です。 

「不妊治療支援事業補助金」 ７６万３千円は、 

 

不妊症で特定治療及び男性不妊治療を受けられたご夫婦に対し、治療

に係る費用の一部を助成するものであります。 

 

次に、消防費です。 
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「移動系（同報利用）防災行政無線整備事業費」 １，０１２万円は、 

 

移動系デジタル防災行政無線の電波を同報無線として併用し、情報伝

達の効率化を図るため、導入に向けた実施設計を行うものであります。 

 

次に、教育費です。 

「公民館Ｗi－Ｆi 整備事業費」 ２１５万５千円は、 

 

市政情報や観光情報等の情報収集を通じ、利用者の利便性向上等を図

るため、中央公民館等に、Ｗi－Ｆi 環境の整備を行うものであります。 

 

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。 

 

今回の補正予算では、義務的経費の不足分などについて、「国民健康保

険特別会計」、「後期高齢者医療特別会計」、「介護保険特別会計」の３

つの特別会計と、「水道事業会計」、「下水道事業会計」の２つの企業会

計で予算計上しております。 
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以上が、１２月補正予算（案）の概要です。 

 

次に、１２月補正予算（案）の、主な事業の詳細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２１ページをご覧ください。 

移動系防災行政無線整備事業について、であります。 

 

今回の補正予算では、移動系無線の電波を同報系無線としても使用

する“移動系無線の同報利用”を行うための実施設計を行います。 

 この同報利用による整備は、移動系無線で使用している電波を同報

系無線としても使用するもので、岡山県内では初の試みとなります。 

 移動系無線の同報利用により、移動系無線、同報系無線として別々

に整備する必要があった機器や周波数の取得などの一部を共用するこ

とが可能となり、導入費用だけでなく維持費用の削減も期待されます。 

 

２２ページをご覧ください。 

不妊治療支援事業費補助金について、であります。 

 

浅口市では、不妊治療の治療費等の一部を助成することにより経済
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的負担を軽減し、不妊治療対策の充実を図る目的で、平成 19 年度より

支援事業を実施しております。 

 

当初予算では昨年度実績をもとに１５件分の予算を計上しておりま

したが、コロナ禍にあっても、上半期で既に１２件の申請があったた

め、下半期で更に１０件の申請に対応できるようにいたします。 

なお、１件あたり１２万５千円として予算計上しておりますが、こ

れは過去５年間の実績から１件あたりの平均額を算出したものであり

ます。 

 

２４ページをご覧ください。 

健康福祉センターと３町の公民館 Wi－Fi 事業、についてであります。 

 

市民の皆様にインターネットを介して情報提供することは大変重要

であることから、すでに、金光駅、鴨方駅、岡山天文博物館、市内公

立図書館には、フリーWi－Fi を整備しております。 

 

コロナ禍の状況下で事業をリモートで発信する必要性や災害時の避

難所として避難者が情報を収集できる環境が必要です。 

 

健康福祉センターと、金光公民館・中央公民館・寄島公民館にフリ
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ーWi－Fi を整備することで、施設の機能強化と利用者の利便性、市民

の安心と安全の向上につながることを期待しております。 

 

以上、１２月補正予算（案）の主な事業の詳細について、説明いた

しました。 

 

次に事業の進捗状況、今後の予定等について、お知らせいたします。 

 

２５ページをご覧ください。 

地域おこし協力隊による農業振興、についてであります。 

 

浅口市では、人口減少や少子高齢化の進展等により、農業生産人口

も減少しており、耕作放棄地が増加し、寄島の畑地かんがい施設の使

用者も減少しております。 

 このため、地域農業の推進を図るための取り組みや特産品開発をし

ていただく「地域おこし協力隊」を１名採用いたしました。 

 

 着任時から、寄島の畑地かんがい施設が整備されている耕作放棄地、

約１４アールを借り受け、開墾し、レモンを中心とした果樹及び野菜

の植付けを開始しております。また、現在、新たに２２アールの農地

を借り受け、開墾を行っているところです。 
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今後も耕作農地を広げていくとともに、地域の方とのつながりを通

じた取り組みを行っていく予定です。 

 

２６ページをご覧ください。 

金光駅周辺整備事業について、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日に南口広場

を供用開始いたしました。 

待合所、ＪＲ自動改札口、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
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ています。 

 

なお、北口広場の改修につきましては、１０月末より工事に着手し

て来年３月の供用開始を予定しています。 

南口の供用開始に伴い、駅近隣の金光町須恵地内に民間による宅地

開発で住宅団地３２区画が整備されているなど、駅南側の利便性は大

きく向上しており、今後も定住人口の増加や地域の活性化が期待でき

ます。 

 

２７ページをご覧ください。 
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国道２号バイパストンネル貫通、についてであります。 

 

現在工事が行われている、鴨方町六条院東～六条院中地内の、トン

ネル部分については、掘削延長約 1.1km の内、約 1km の掘削が完了し

ており、年内には貫通すると聞いています。 

その後、工事が順調に進んだ場合には、令和７年度に笠岡市まで開

通する予定となっております。 

 

２８ページをご覧ください。 

ＧＩＧＡスクール構想推進事業、についてであります。 

 

今年度、整備を予定しております、１人１台端末の整備につきまし

ては、令和３年２月から順次、各学校への設置を行い、年度内に全て

の公立の小中学校への整備が完了する予定です。また、端末を収納す

る、保管庫におきましては、年内に各学校への整備を行う予定として

おります。 

校内ＬＡＮの整備につきましては、１月末の完了を目指して整備を

進めております。 

 

遠隔授業につきましては、まだまだ課題もありますので、今後も引

き続き調査研究を行ってまいります。 
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２９ページをご覧ください。 

おかやま山陽高校でイノシシ用捕獲檻を製作、についてであります。 

 

市では、イノシシの被害が発生している地区に対し捕獲檻の貸し出

しを行っておりますが、檻の数が不足しており、利用を待っていただ

いている状況が続いております。 

 

そこで、令和２年度より、おかやま山陽高校の生徒による檻の製作

事業を開始しており、本年度中に捕獲用の檻４基と移動用の檻１基の

合計５基が完成の予定です。 

 

今回の捕獲檻に関しては将来的にジビエとして活用していくことも

視野に入れ、生け捕りしやすいような工夫がなされております。そう

いった新たな工夫やアイデアを活かせるよう、今後も有害鳥獣対策や

ジビエ利用等の研究を進めてまいります。 

 

３０ページをご覧ください。 

令和３年 浅口市成人式、についてであります。 
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２０歳の門出を祝うため、令和３年成人式を令和３年１月１０日の

１３時３０分から浅口市ふれあい交流館「サンパレア」で開催いたし

ます。 

 

なお、今回は新型コロナウイルス感染症予防対策として、例年開催

しております「分散会」は行いません。 

 

また、参加者には新しい生活様式に則り
のっと

、３密対策やマスクの着用、

手指の消毒等の遵守事項の徹底をお願いするとともに、当日、受付の

前に検温を行い、体温が３７．５℃以上ある場合は入館・式典への出

席はお断りいたします。 

 

岡山県内でも感染者が増加傾向にあり、インフルエンザの流行の時

期とも重なるため、今後も状況を注視してまいりますが、やむを得ず

内容の変更や中止等の対応を行う場合があります。 

 

３１ページをご覧ください。 

岡山天文博物館開館６０周年記念事業、についてであります。 

 

岡山天文博物館の開館 60 周年記念事業の第２弾として、１０月２４

日にオンライン形式で特別講演会を開催しました。 
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 また、第３弾として、明日１１月２１日の１１時から、日頃から博

物館を支えてくださる市民の皆様に感謝の気持ちを込めて、「ブラック

ホールたべてみる？あさくち宇宙カレー店」を開催します。 

本市限定の「あさくち宇宙カレー」を、無料・食べ放題で５００食

限定でご提供させていただく予定です。併せて、倉敷市在住のシンガ

ーソングライター、吉永拓未（よしなが たくみ）さんのミニコンサ

ートも行います。ご家族、お友達同士など、多くの方々にお越しいた

だけることを、期待しています。 

 

私からは以上です。 


