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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。 

 

既にご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、１１月４日に発表

されました、「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング２０２１＜中

国版＞」において、浅口市が第３位に輝きました。明るいニュースを提

供いただき、ありがたく思っております。 

これからも市民の皆様に住み続けたいと思っていただける、持続可能

な浅口市となることができるように、取り組んでまいります。 

 

それでは、令和３年度１２月補正予算（案）につきまして、説明いた

します。 

令和３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 ４億２７万９千円 を追加し、 

補正後の予算総額は １５５億３，８５１万 ６千円であります。 
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これは、対前年度同期との比較で、２２．１％の減であります。 

 

一般会計、特別会計等を合わせました今回の補正額は、 

４億３，８７０万 ３千円の追加で、 

補正後の総額は、２８３億１， ２３２万円であります。 

 

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、総務費であります。 

「ふるさと納税事業費」 １，２９５万円は、 

 

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。 
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次に、民生費であります。 

「保育所等整備事業補助金」 ５，５７１万７千円は、 

 

０歳～２歳児までの保育施設利用定員の拡大を図るため、法人が行う小

規模保育事業所の整備に要する経費に対し、補助金を交付するものであ

ります。 

 

次に、衛生費であります。 

「新型コロナウイルスワクチン接種事業費」 ５，５２９万８千円は、 

 

新型コロナウイルス感染症対策として、ワクチンの追加接種を行うもの

であります。 

 

次に、土木費であります。 

「公共施設災害対策事業費」 ３，０００万円は、 
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災害対策事業として、河川への排水ポンプの設置及び閉塞
へいそく

した暗渠
あんきょ

水路

の改修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、特別会計及び企業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」、「畑地

かんがい給水事業特別会計」、「工業団地開発事業特別会計」の５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。 

 

以上が、１２月補正予算（案）の概要であります。 

 

次に新型コロナウイルスワクチン接種事業と、１２月補正予算（案）の

主な事業の詳細についてお知らせいたします。 
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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。 

 

新型コロナウイルスワクチン接種事業について、であります。 

 

１１月１８日現在、浅口市において２回接種を完了した方は、対象全

体の８４．５％となっており、６５才以上では９２．７％、１２～６４

歳では７９．１％となっています。 

 浅口市では、９月中旬に妊婦等への優先接種を、１０月初旬に受験生

への優先接種を行い、１９人の妊婦等と、５２人の受験生が接種を受け

られました。少しでも早く接種を受けたい方に対しては、良い機会にな

ったと考えております。 

 海外渡航
とこう

の予定がある方に交付するワクチンパスポートは１１月１８

日現在５０人の方が申請しています。今後もワクチンパスポートが有効

となる国が増えると思われますので、渡航予定がある方は早めの申請を

お願いしたいと思います。 

 

 次に、３回目のワクチン接種について、現在までに決まっていること

をお知らせいたします。 
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 ３回目接種は、医療従事者を対象に１２月から開始されることとなっ

ており、浅口市における、１２月接種の対象者、約２００人に対しまし

ては、既に、１１月１９日に接種券発送を完了しております。 

 

 １月接種の対象者は、医療従事者や、入院・入所されている方等で約

７７０人、２月接種の対象者は高齢者で約５３００人、３月接種の対象

者も高齢者で約６６００人となっています。 

 １月接種の対象者への接種券は１２月２５日までにお届けできるよう

準備を進めており、その後順次お送りしていくこととなります。 

 

 接種体制については、浅口医師会にご協力をいただき、前回と同様、

個別接種を主として実施いたします。対象者数が多くなる時期には集団

接種の実施も検討しており、決定次第皆様にお知らせしてまいります。 

  

なお、ワクチンの供給については１１月下旬にファイザー社製 1,170

回分の配送が決定していますが、２月接種分以降については、１つの接

種会場・医療機関で複数種類のコロナワクチンを取り扱うことが可能と

なります。これにより、モデルナ社製のワクチンも個別接種に使用する

ことができることとなります。 
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 新型コロナワクチン接種にかかる情報は日々変わっていきますので、

市民の皆様には日頃からホームページをご確認いただきますようお願い

したいと思います。 

 

また、あさくちメール、市公式ＬＩＮＥを登録していただくと、ホー

ムページに変更があったときにいち早くお知らせできますので、メール、

ＬＩＮＥのご登録もお願いしてまいります。 

 

２ページをご覧ください。 

公共施設災害対策事業について、であります。 

 

金光町須恵・沼地区から里見川に流れ込む龍王川河口付近に排水能力

の高いポンプを、今年度中に設置します。 

操作盤や排水管の整備後は、水位の変動に応じて自動的にポンプの起

動や停止が行われるようになります。また排水能力も毎分４ｔから１５

ｔと、約４倍の処理能力となります。 

 

これによって周辺の内水を、これまで以上にスムーズに里見川に排出
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することが可能となり、内水氾濫の防止効果を期待しております。 

 

５ページをご覧ください。 

寄島図書館空調改修工事等について、であります。 

 

 設備の老朽化により、寄島図書館の空調の効きが非常に悪くなってい

るため、空調改修工事を実施します。 

 

 また、寄島中学校の生徒から、図書館に学習用スペース設置の要望を

いただき、これまで多目的室だった部屋を、新たに学習用スペースとし

て開放することといたしました。パーテーションを設置し、定員は 6 名

であります。 

 

空調改修工事により、新たに設置した学習用スペースも含めて、１年

を通して快適に利用していただけることを期待しています。 

 

６ページをご覧ください。 

寄島運動場テント、東部グラウンドテント、寄島 B&G 海洋センターテ
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ントの修繕について、であります。 

 

夏季の暴風により破損した、寄島運動場と東部グラウンドにあるテン

ト、寄島 B&G 海洋センタープールの上屋テントの修繕を行います。 

 

これまで以上に多くの方々に、新しくなった施設をご利用いただき、

健康増進につながることを期待しています。 

 

７ページをご覧ください。 

保育所等整備事業補助金について、であります。 

 

 市内の保育需要につきましては、就園年齢の低年齢化により、特に０

歳から２歳児の保育ニーズが高い状況が続いています。 

 

この年齢を対象として、新たに金光地区に「金光学園乳児保育園」、鴨

方地区に「浅口はちまん小規模保育園」が、令和４年４月の開園に向け

て整備を進めておられます。両施設の開園によって、それぞれ１２人ず

つ、合計２４人分の受け皿が拡充されます。 
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新たな保育施設が整備されることで、安定的な保育の受入れ体制の確

保につながることを期待しています。 

 

次に、主な事業の進捗状況などについて説明いたします。 

 

８ページをご覧ください。 

第２弾！あさくち復活応援券事業について、であります。 

 

コロナワクチンの希望者への接種完了を見据え、切れ目なく、地域経

済の復活を支援する観点から、全市民を対象に、一人当たり５，０００

円分の応援券を給付いたします。 

 

対象者は約３４，０００人で、生活困窮者に対する支援の観点から、

低所得の子育て世帯に対しては、対象児童 1 人あたり 1 万円分の応援券

を上乗せして給付することといたしました。 

発行総額は約１億７，７００万円を見込んでおります。 

 

使用期限は令和４年１月１日から２月２８日までの２か月間で、券が
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利用できるお店は、市内の事業所から募集しており、１１月１８日の時

点で１６１店舗となっています。  

 

 市民の皆様の家計支援につなげることはもとより、長引く新型コロナ

ウイルス感染症の影響により落ち込んだ地域経済及び市民の元気の復活

につなげてまいります。 

 

９ページをご覧ください。 

障害者週間啓発イベントについて、であります。 

 

「障害者週間」にあわせて、障害に関する啓発イベントを新しくなっ

た金光駅南口の待合所において開催いたします。 

 

このような障害者についての展示・販売イベントは、浅口市では、今

回が初めての取り組みであり、障害者やその家族、施設職員等と企画運

営などについて協議しながら進めてまいりました。 

 

市民の皆様に障害について知っていただくことで、誰もが住み慣れた

まちで、安心して暮らせる浅口市を目指してまいります。 
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１２ページをご覧ください。 

三ツ山景観復元事業について、であります。 

 

 昨年度は、現地の地質調査を実施するとともに、クロマツ 植 栽
しょくさい

の参

考のために、昔の写真を募集し、市民の皆様から、多くの写真を提供い

ただきました。 

 

 今年度は、三ツ山に生育する植物を調べる 植 物 相
しょくぶつそう

調 査
ちょうさ

を実施中で、

ドローンを使った地形測量調査も行いました。 

 

 調査によって、テリハノイバラなど、クロマツの成長を阻害する恐れ

のある植物の根絶が課題であることが判明いたしました。今後は、この

課題を解決し、できるだけ早い時期でのクロマツ植樹を目指してまいり

ます。 

 

１３ページをご覧ください。 

表彰受賞について、であります。 

浅口市指定文化財の関連団体が、各分野において表彰されました。 
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佐方
さ が た

子供吉備
き び

神楽
かぐら

伝承教室は、市指定無形民俗文化財「吉備神楽」を、

次世代を担う子どもたちに伝承する活動をされています。この度、令和

３年度岡山県青少年健全育成功労者表彰を受賞されました。 

 

 上竹ホタルを守る会は、市指定天然記念物「ゲンジボタル生息地」の

保護活動をされています。 

また、地元の金光竹小学校で、ホタルの生態と自然環境の保護につい

ての出前授業を毎年実施しておられ、令和３年度備中県民局環境保全功

労者表彰を受賞されました。 

 

浅口市寄島町アッケシソウを守る会は、市指定天然記念物「アッケシ

ソウ自生地」の保護活動や、地元の寄島小学校での出前講座、自生地で

の観察会などをされています。 

この度、公益社団法人環境生活文化機構の２０２１年度持続可能な社

会づくり活動表彰の生物多様性保全活動賞を、受賞されることが決定し

ました。なお、県内では初の受賞であります。 

 

市といたしましても、貴重な文化財の伝承・保護活動にご尽力いただ

いている各団体様にこの場を借りて、御礼申し上げたいと思います。 
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１５ページをご覧ください。 

よりしま海と魚の祭典開催中止について、であります。 

 

 例年１２月初旬に浅口市三ツ山スポーツ公園において、開催されてお

ります「よりしま海と魚の祭典」は、８月３０日に開催された実行委員

会において、新型コロナウイルス感染症の感染防止策の徹底について慎

重に検討いたしました結果、２年連続となりますが本年度も開催を中止

するということに決定いたしました。 

 

祭典を楽しみにされておられました皆さまには大変申し訳ございませ

んが、何卒ご理解くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

１６ページをご覧ください。 

第１５回浅口市マラソン大会について、であります。 

 

１２月１２日（日）に、三ツ山スポーツ公園周辺で「第１５回浅口市

マラソン大会」を開催します。 

 

 今大会は１０キロコースを中止し、大会参加者を浅口市民のみに限定
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することに加えて、参加者と応援者の活動エリアを分けたり、時差スタ

ートでスタート時の密集を回避するなどの、新型コロナウイルス感染対

策を実施します。 

 

 また、コロナ禍で疲弊した皆様に元気になってもらえるよう、参加者

へ特産品の牡蠣を進呈する予定です。 

 

 ぜひ市民の皆様には、温かい声援を送っていただきたいと思います。 

 

１８ページをご覧ください。 

災害時緊急対応用の大型土嚢について、であります。 

 

近年、頻発する、豪雨災害等に備えるため、大型土嚢約 100 個を常にス

トックしておく場所を市内に 2か所程度、確保する準備を、県と協力して

進めております。 

大型土嚢は災害復旧作業等に利用できることから、早急な対応が可能と

なり、二次災害の防止にも効果が見込めると考えております。 

 

 最後に、 
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配布資料にはございませんが、 機構改革について、であります。 

  

１月からの実施を目指し、次の２点の改革を検討しています。 

 

まず、国が推進する行政事務・手続きのデジタル化に対応し、市民の

利便性向上と業務の効率化を図る施策の企画立案、実施体制の整備を行

うため、デジタル化の推進を統括する（仮称）デジタル推進係の設置を、

次に、多様化する生涯学習に関するニーズへの対応や社会情勢の変化に

応じた社会人向けの学習機会の提供を、迅速かつ機能的に行うため、教

育委員会事務局の生涯学習課と文化振興課を統合し、（仮称）ひとづくり

推進課の新設等を検討しております。 

  

 また、その他の部局についても、デジタル化の進展、市民の利便性向

上、社会情勢に対応した業務の拡大や縮小などの観点から、組織体制の

見直しに着手いたしました。今後も、柔軟に機構改革を行っていきたい

と考えております。 

 

私からは以上です。 


