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本日は、定例記者会見を開催しましたところ、 

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、新型コロナウイルス感染症対策についてお知らせいたします。 

 

これまでは、感染拡大を防ぐために、多くの事業を中止・延期してまい

りました。ワクチン接種も進んではいますが、すぐに以前のような生活に

戻ることは難しく、しばらくは「with コロナ」、コロナと上手に付き合っ

ていく必要があります。 

 そのため幹部職員にも、安易に事業を中止・延期するのでなく、ルール

や仕組みを考えて、実施することができるように工夫することを指示して

います。 

 皆で知恵を出し合い様々な対策をとりながら、スポーツ・教育・福祉等、

あらゆる分野で、少しでも事業を実施できるように努めてまいります。 

 

それでは、これまでに実施いたしました、新型コロナウイルス感染症対

策などについて、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。 
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新型コロナウイルス感染症対策経過報告について、であります。 

 

 市が計画した感染症対策のうち、多くの事業については完了しており、

避難所としても利用される、体育館における寒さ対策のために購入する

「ジェットヒーター」は、２月中に設置予定であります。 

 次に、中学生を対象に、毎年夏休み期間中に実施しております、オース

トラリアへの青少年海外派遣事業については、来年度も実施を見送ること

といたしました。 

 現在、オーストラリアが日本からの入国を禁止していることや、変異種

の感染拡大も続いていることから、今後の状況が好転したとしても、生徒

の安全を確保した上での実施は困難と判断したものであります。 

 

３ページをご覧ください。 

新型コロナワクチン接種事業について、であります。 

 

２月２日に「浅口新型コロナワクチン対策会議」を開催し、医師会か

ら「ワクチン接種については全面的に協力する」という、心強いお言葉

をいただくことができました。 

 国の接種体制が確立していない中ではありますが、状況を注視しなが
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ら、浅口市におけるワクチン接種体制の構築に向けて、医師会との連携

を密にとってまいります。 

 

それでは、２月２２日から開催の浅口市議会３月定例会に上程いたしま

す令和３年度浅口市の予算案の概要について説明いたします。 

 

令和３年度の当初予算案の編成につきましては、災害に強いまちづく

りを強力に推進していくため、防災・減災対策を重点施策として最優先

し、市民の安心・安全の確保に努めております。 

 

また、国難とも言える新型コロナウイルス感染症の拡大防止を見据え

るとともに、本市が目指す「キラリと光る未来そうぞうワクワク都市」

の実現に向け、浅口市が未来に向かって大きく発展し、市民一人ひとり

が将来に希望を持てる予算となるよう、厳しい財政状況のなかではあり

ますが、最大限の努力を傾注いたしました。 

 

それでは、予算の内容につきましてお手元に配付しております、令和３

年度当初予算案の概要資料に沿って概要を簡単に説明いたします。 

まず、１ページをご覧ください。 
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全会計の総額は２６９億７，０００万１千円。 

対前年度比１．２％の減であります。 

一般会計の予算総額は１４３億７００万円、 

対前年度比３．９％の減で、２年連続のマイナス編成となっております。 

 

それでは、一般会計の主なものにつきまして、順次説明いたします。 

まず、歳入について説明いたします。 

 

２ページをご覧ください。 

  

自主財源の大部分を占めている市税は、新型コロナウイルス感染症の

影響等による市民税の減などにより、対前年度比１．０％減の 

３４億９，１４０万４千円。 

 

寄附金は、ふるさと寄附金見込額の増により対前年度比５６．５％増の 

８，３１０万円を見込んでおります。 

 

繰入金は、財政調整基金繰入金の減などにより対前年度比２０．６％減

の、９億１，３６１万２千円であります。 
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 次に、依存財源です。 

地方特例交付金は、新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産

税等の減収を補填するため、新たに創設された新型コロナウイルス感染

症対策地方税減収補填特別交付金の皆 増
かいぞう

などにより、 

対前年度比２１６．７％増の 

７，６００万円。 

 

地方交付税は、普通交付税が、新型コロナウイルス感染症の影響によ

る市税の減収などを補う形として、総務省が提示している令和３年度地

方財政計画の伸び率等を勘案し、増
ぞう

となった一方、合併算定替えによる

減などにより、対前年度比０．２％減の 

４７億９，４００万円。 

 

 国庫支出金については、社会資本整備総合交付金の増などにより、 

対前年度比２．５％増の  

１４億７，６０５万円。 

 

 市債につきましては、緊急防災・減災事業債の減などにより 

対前年度比２０．９％減の  

１１億２，７２０万円の発行を見込んでおります。 
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次に歳出予算を目的別に説明いたします。 

３ページをご覧ください。 

 

総務費は非常用発電設備整備事業費の皆減
かいげん

などにより、 

対前年度比２．３％減の  

１５億７７６万４千円。 

 

衛生費は、西部衛生施設組合負担金の増などにより、 

対前年度比２６．６％増の  

１７億４，１２９万７千円。 

 

農林水産業費は、小規模ため池補強事業費の皆減
かいげん

などにより、 

対前年度比１２．５％減の  

３億８，１５０万９千円。 

 

商工費は、企業立地補助金の減などにより対前年度比７９．９%減の 

９，４５２万５千円。 
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土木費は、金光駅周辺整備事業費の皆減
かいげん

などにより 

対前年度比０．８％減の  

２０億８，８９８万８千円。 

 

消防費は、移動系防災行政無線整備事業費の皆減
かいげん

などにより、 

対前年度比３５．２％減の  

７億１，５７１万５千円。 

 

諸支出金は、上水道費貸付金元利収入の皆減
かいげん

に伴う財政調整基金積立金

の減などにより 

対前年度比６６．７％減の  

３，１５２万７千円となっております。 

 

次に歳出予算を性質別に説明いたします。 

４ページをご覧ください。 

 

「義務的経費」は、総額６６億９，７５２万８千円、 

対前年度比０．４％の減であります。 
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主な要因といたしましては、人件費が会計年度任用職員制度の

平年度化
へいねんどか

などにより対前年度比１．０％の増になったものの、扶助費が

私立保育所運営委託事業費などの減により対前年度比２．４％減になっ

た事によります。 

 

 「消費的経費」は、総額５５億２，１５１万９千円、 

対前年度比８．６％の増であります。 

主な要因といたしましては、補助費等が、西部衛生施設組合負担金の

増などにより対前年度比１１．５％増となった事によります。 

 

 「投資的経費」は、総額５億７，４０３万８千円、 

対前年度比６４．５％の減であります。 

主な要因といたしましては、移動系防災行政無線整備事業費、金光駅

周辺整備事業費の皆減
かいげん

、及び企業立地補助金の減などによります。 

 

「その他経費」は、総額１５億１，３９１万５千円、 

対前年度比３．３％の増であります。 

主な要因といたしましては、投資及び出資金・貸付金が、下水道事業

会計出資金などにより増となった事によります。 
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次に、一般会計の重点施策関連事業及び新規・拡充等事業について説明

いたします。 

５ページをご覧ください。 

 

まず、重点施策関連事業で、「防災・減災対策」に関する事業です。 

 

・災害に強いまちづくりを推進していくため、河川の 浚 渫
しゅんせつ

・改良を行

うとともに、ため池ハザードマップの作成等を行う、 

「災害対策事業費」 １億４，４８６万７千円 

 

・宅地耐震化を推進するため、市内の大規模盛土
もりど

造成地において現地
げんち

踏査
とうさ

を行う、 

「大規模盛土造成地スクリーニング計画策定事業費」 ４６４万８千円 

 

・地震に対する安全性の向上を図るため、住宅及び住宅以外の民間建築

物に対する耐震診断と木造住宅の耐震改修に対し補助金を交付する、 

「建築物耐震診断・改修事業費補助金」 ５５６万円 

 

・鴨方・寄島地域の常備消防業務に係る負担金、 
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「笠岡地区消防組合負担金」 ４億１，１７１万５千円 

 

・金光地域の常備消防業務を倉敷市に委託する、 

「広域常備消防倉敷市委託事業費」 １億６，０９３万７千円 

 

・消防団関係施設及び機材の整備・修理を行う、 

「非常備消防施設整備事業費」 １，４４９万２千円 

 

・自主防災組織の設立及び設立後の防災活動を支援するため、防災講座

を開催する他、防災資機材の整備等に要する経費に対して補助金を交付

する、 

「自主防災組織推進事業費」 ４８４万４千円 

 

以上、防災・減災対策に要する事業費合計が、７億４，７０６万３千円

であります。 

 

次に、新規・拡充等事業のうち主なものについて説明いたします。 

６ページをご覧ください。 
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新規事業として、 

・農業振興地域整備計画の全体見直しを行うため、基礎調査及び基礎資

料の作成等を行う、 

「農業振興地域整備計画策定事業費」  １，１０３万９千円 

 

令和２年度からの継続事業でありますが、 

・出産された妊婦及びご家族を支援するため、新生児１人当たり 10万円

を給付する、 

「出産支援金給付事業費」  ２，００３万６千円 

 

新規事業として、 

・GIGA
ギ ガ

スクール構想を推進するため、新規人員の配置を行う、 

「GIGA
ギ ガ

スクールサポーター配置事業費」 ６８５万９千円 

 

拡充事業として、 

・私立保育所・園等が実施する保育体制の強化事業等に対し補助金を交

付する、 

「保育体制強化事業費」 １，６３８万円 
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拡充事業として、 

・生活困窮者に対する自立相談支援等の体制を強化するため、新たに生

活困窮者自立相談支援員を配置する、 

「生活困窮者自立支援事業費」 ３４３万４千円 

 

新規事業として、 

・鴨方図書館トイレ施設の洋式化等を行う、 

「図書館トイレ施設改修事業費」 ９０９万７千円 

 

新規事業として、 

・ふるさとかもがたプラザ南側トイレ施設の洋式化等を行う、 

「天草公園トイレ施設改修事業費」 ９７９万円 

 

拡充事業として、 

・ 天草池の埋立地において駐車場の整備を行う、 

「天草池駐車場整備事業費」 ３，０００万円 

 

新規事業として、 

・三ツ山スポーツ公園内の運動場（通称：多目的広場）の改修を行う、 
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「三ツ山スポーツ公園運動場改修事業費」 ２，９５９万円 

 

拡充事業として、 

・浅口市、笠岡市、井原市、矢掛町及び里庄町で運営する斎場、不燃物・

粗大ごみ処理場、し尿処理場、廃棄物埋立処分施設等の負担金、 

「西部衛生施設組合負担金」 ６億８，９１６万９千円 

 

以上、一般会計の主な事業について説明いたしました。 

 

続きまして、特別会計等の概要について簡単に説明いたします。 

１ページをご覧ください。 

 

７つの特別会計と２つの企業会計を運営します。 

 

令和３年度の特別会計予算総額は、８４億７，４７７万８千円で、対前

年度比３．１％の増であります。 

 

企業会計の予算総額は、４１億８，８２２万３千円で、 

対前年度比０．１％の増であります。 
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特別会計・企業会計のうち主な予算は２０ページに載せておりますが、

そのうち主な事業について、説明いたします。 

 

水道事業会計では、 

・災害等による停電時に対応するため、ポンプ場用に発電機の借上げを

行う、 

「水道施設災害対策事業費」 ２０万９千円 

 

下水道事業会計では 

・災害等に対応するため、小田川
こ だ が わ

雨水ポンプ場の電気設備の更新を行う

他、中継ポンプ用に発電機の借上げを行う、 

「下水道施設災害対策事業費」 １，０４１万７千円 

 

以上、令和３年度当初予算案の概要について説明いたしました。 

次に、令和２年度３月補正予算（案）の概要について、簡単に説明いた

します。 

 

資料が変わりまして、令和２年度３月補正予算（案）資料の１ページを

ご覧ください。 
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一般会計補正額は ３億８，５０３万８千円の減、 

補正後の額は１９６億３，１７０万８千円、 

前年同期の補正後との比較は、２８．６％の増であります。 

下の合計欄をご覧ください。 

 

一般会計、特別会計等を合わせました今回の補正額は、 

２億５，５３２万２千円の減、 

補正後の総額は、３２２億６，８２３万９千円、 

前年同期の補正後との比較は、２０．５％の増であります。 

２ページをご覧ください。 

 

今回の補正予算のうち、一般会計の主なものは、 

・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、 

「ふるさと納税事業費」 １，５０１万９千円 

 

・学校トイレ施設の洋式化等を行う、 

「学校トイレ施設改修事業費」 ２，１７１万４千円 
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その他、各事業費の確定等により所要の額を調整したものであります。 

以上が補正予算案の概要説明であります。 

 

次に、令和２年度３月補正予算（案）及び令和３年度当初予算（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。 

 

定例記者会見配付資料の４ページをご覧ください。 

農業振興地域整備計画改定事業について、であります。 

 

浅口農業振興地域整備計画は、策定から１０年が経過しており、玉島

笠岡バイパス工事や、アクセス道である県道の整備、加えて、農業従事

者や農地面積の減少など、農業を取り巻く環境も大きく変化しています。 

現計画の見直しのため、初年度に農業振興地域整備計画に関する基礎

調査を行い、次年度には基礎調査結果を踏まえて、現計画の見直し作業

を進めてまいります。 

 

５ページをご覧ください。 

保育体制強化・充実事業について、であります。 
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幼児教育・保育の無償化や女性の就業率の高まりなどを背景に、保育

需要が増加傾向にあります。一方で、保育を提供する保育所やこども園

においては、保育の受け入れを行うために必要となる保育士等の確保に

苦慮している現状があります。 

 こうした課題に対応するため、「浅口市３歳未満児 保育促進事業」及

び「保育士等雇用促進事業」を実施し、「保育士等の確保」や「保育の受

け皿の確保・拡大」を目指します。 

 また、幼児期は生涯にわたる人格形成の基礎を培う
つちか

重要な時期であり

ます。 

 とりわけ、発達障害児等の支援には、専門性が必要となることから、「保

育所等 特別支援アドバイザー巡回支援事業」を実施することにより、

障害児支援を充実させ、「教育・保育の質の向上」を目指してまいります。 

 

７ページをご覧ください。 

児童虐待等に対する新たな体制について、であります。 

 

 ＤＶと児童虐待は、どちらも家庭内で起こる暴力であり、ＤＶ対応と

児童虐待対応の連携は極めて重要であります。 

 そこで令和３年４月から、ＤＶ対応を、児童虐待を対応している社会
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福祉課へ一本化いたします。 

新たな体制により、これまで以上に、情報共有や連携強化等につなげ

てまいります。 

 

８ページをご覧ください。 

あさくち出産支援金給付事業の 1年延長について、であります。 

 浅口市では、新型コロナウイルス感染症対策として、出生時に父母と

ともに浅口市内に住所を有する方を対象に、令和２年４月２８日から令

和３年４月１日生まれの新生児 1 人あたり１０万円を、独自に給付して

います。 

 コロナ禍の大変な状況のもと、この世に生を受けた新生児と父母を支

援するために、対象期間を１年間延長し、令和４年４月１日生まれまで

の新生児に、１０万円を継続して給付することといたしました。 

 本事業が、出産に臨
のぞ

まれた妊婦やご家族の皆様の支援、更にはコロナ

禍における 出 生 率
しゅっしょうりつ

の低下の軽減につながることを期待しております。 

  

９ページをご覧ください。 

第２次総合計画・後期基本計画策定事業について、であります。 

人口減少の急速な進行による人口構成の変化、新型コロナウイルスの
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感染拡大や自然災害をはじめとする様々なリスクに対する危機管理意識

の高まりなど、我が国の社会情勢は大きく変化しています。 

 

その状況を踏まえつつ、本市の地域特性や資源を最大限に生かし、市

民と行政が協働・連携し、コロナ禍における長期的なまちづくりの視点

に立った、重点的かつ効率的な行政経営を可能とする計画を策定し、市

政を推進してまいります。 

 

１０ページをご覧ください。 

結婚新生活支援事業について、であります。 

 

新規に婚姻した世帯に対する住宅取得費用又は住宅賃借費用に係る支

援、及び引越費用に係る支援として、夫婦共に婚姻日における年齢が 29

歳以下の世帯に上限 60万円、30歳～39歳の世帯に上限 30万円の補助金

の交付を行います。 

結婚に向けた気運の醸成を図り、少子化の改善につながることを期待

しております。 

 

１１ページをご覧ください。 
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権利擁護推進センター委託事業について、であります。 

 

 独居高齢者や認知症高齢者などの増加により、成年後見制度を必要と

する人が増加しております。 

そこで、権利擁護推進センターの人員を 1 名から２名に増員すること

により、後見人の活動支援を拡充させ、より一層成年後見制度の利用促

進を図ってまいります。 

 

１３ページをご覧ください。 

排水ポンプ購入事業について、であります。 

 

近年、局地的な豪雨が頻発し、浅口市でも道路や住宅の浸水といった

被害が発生しています。これらの豪雨災害に備えるため、令和３年度に

可搬式
かはんしき

の仮設排水ポンプを２台購入します。 

 道路の冠 水
かんすい

や内 水
ないすい

氾 濫
はんらん

による浸水被害を防ぎ、市民の生命や財産を

守る一助になるものと期待しております。 

 

１４ページをご覧ください。 

三ツ山スポーツ公園運動場整備工事について、であります。 
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 完成から１６年が経過した、浅口市三ツ山スポーツ公園内の運動場の

土が飛散等により減少し、固い地層が現れております。 

土を補充する整備工事を行うことで、利用者の安全確保につなげてま

いります。 

 

１５ページをご覧ください。 

鴨方図書館トイレ、ふるさとかもがたプラザ南側トイレの改修工事につい

て、であります。 

 

鴨方図書館のトイレ、ふるさとかもがたプラザの南側にあるトイレに

ついては、建築から３０年以上が経過し老朽化が著しく、また、図書館

については和式トイレのままであることから、洋式化等の改修工事を行

います。 

洋式化により使いやすさが大きく改善されるほか、プラザの南側にあ

るトイレはＬＥＤ化や壁の塗り直しを実施します。この工事によって、

皆様に安心して気持ちよくご利用いただけることを期待しています。 

 

１６ページをご覧ください。 

岡山天文博物館プラネタリウム室修繕事業について、であります。 
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最新式のプラネタリウム機器を導入している岡山天文博物館のプラネ

タリウム室の椅子や床面の老朽化が目立ってきたため、修繕を行います。 

改修によって、より快適にプラネタリウムをご覧いただけることを期

待しています。 

 

１７ページをご覧ください。 

学校トイレ改修工事について、であります。 

 

市では、平成２３年度からトイレの洋式化を進めており、今年度末ま

でに、３幼稚園・２こども園・６小学校・１中学校について改修工事が

終わる予定です。 

来年度は、金光中学校、寄島小学校の改修工事を行います。 

最近は、和式のトイレが使えない子もいると聞いております。今後も、

使いやすく衛生的なトイレの整備を計画的に進めてまいります。 

 

１８ページをご覧ください。 

住吉 満
みつる

教育基金事業について、であります。 

 

昨年ご寄付いただきました 1億円を活用した事業についてであります。 
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 まず、来年開校３０周年を迎える寄島小学校の、オープンスペースの

普通教室への改修工事と、校庭の一部を芝生化するための造成工事を行

います。 

また、三ツ山景観復元事業として、三ツ山のクロマツ再生への基礎調

査となる植物相
そう

調査及び地形測量調査、アッケシソウ自生地における環

境整備事業も計画しております。 

 

１９ページをご覧ください。 

県内初 防災用ベスト等を給付対象に追加について、であります。 

 

 令和３年４月から、障害者日常生活用具給付対象種目に「防災用ベス

ト」と「防災用リュック」を追加いたします。 

聴覚や視覚等に障害がある方は、外見からは障害があるとわからない

こともあります。 

この「防災用ベスト・防災用リュック」を身に着けることで、周囲か

ら適切な支援につながることを期待しています。 

 

２０ページをご覧ください。 

動物の適正な取り扱いを定める条例制定について、であります。 
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動物愛護の観点から、餌やり行為自体は非難されるものではありませ

んが、不適切な餌やり行為は、人だけでなく、動物も不幸にしてしまい

ます。 

 本条例は、動物の適正な取扱いに関する必要な事項を定めたもので、

罰則の規定があるものは、県内初であります。 

人と動物との関係をより良いものにしていくために、また、不幸な動

物をこれ以上増やさないために、市民一丸となって動物愛護に取り組ん

でまいります。 

 

次に、主な事業の進捗状況について説明いたします。 

 

２１ページをご覧ください。 

災害廃棄物処理計画の策定について、であります。 

 

 この計画は、将来発生する可能性のある巨大災害に備えるため、市の

災害廃棄物処理方針を定めた重要な計画であります。 

災害時の廃棄物処理は、平時とは大きく異なる仕組みですすめられ、

分別の徹底が、処理期間の短縮や処理費用の削減につながります。 
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この計画を市民の皆さまにもご確認いただき、災害ごみの円滑な処理

を行うことで早期の復旧・復興につなげてまいります。 

 

２６ページをご覧ください。 

浅口市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画について、であります。 

 

 令和３年度から令和５年度までの３年を１期とする、高齢者保健福祉

計画及び介護保険事業計画を、令和３年３月末までに策定の予定であり

ます。 

 本計画で、高齢者が地域で自立した生活を営み、年齢を重ねても住み

慣れた地域で暮らせるための地域包括ケアシステムを深化・推進し、高

齢者福祉及び介護保険事業の方向性を示すとともに、介護保険事業の安

定的運営を図ってまいります。 

 

２７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。 

 

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、南口は昨年９月に供用を開始しており

ます。 
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北口広場は、現状の利用形態をとどめた上で、歩道と車道の分離工事

を行っており、３月に完了する予定であります。 

 

２９ページをご覧ください。 

ＧＩＧＡ
ギ ガ

スクール構想推進事業について、であります。 

 

ＧＩＧＡスクール構想に係る機器や環境整備のうち、1人 1台端末の整

備は３月１９日までに、校内ＬＡＮの整備につきましては、２月末まで

に、全ての小中学校で完了の見込みです。 

また、１月中旬より教職員を対象とした操作研修会を各学校単位で実

施しており、３月１５日の週からは中学校で１人１台端末を活用した授

業を始める予定です。小学校での実施は来年度からの予定です。 

さらに、来年度からは、今までの委託によるＩＣＴ支援員配置に加

え、新たにＧＩＧＡスクールサポーター３名を配置する予定です。機器

の管理や端末操作の支援を行うことで、ＩＣＴ機器を活用した授業が

スムーズに行える体制づくりに努めてまいります。 

 

３１ページをご覧ください。 

金光公民館外壁改修工事、天草公園武道館改修工事について、であります。 
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天草公園武道館については、トイレの洋式化等の改修工事と柔道場の

畳の交換を行い、１月２８日に事業が完了しました。 

また、金光公民館は、昨年度の屋上防水工事に続き、今年度は外壁の

改修を進めており、年度末までには工事が完了する予定です。 

工事完了後は、より快適な環境で皆様にご利用いただけると考えてお

ります。 

 

私からは以上です。 


