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令和 2年第 3回定例会 行政報告（令和 2年第 2回定例会以降分） 

令和 2年 9月 3日提出 

 

 新型コロナウイルス感染症対策室  

 

【感染症予防対応グループ】 

(1) 次亜塩素酸水配布状況について 

・内  容：家庭及び地域での感染予防対策として次亜塩素酸水を無料配布する。 

 ・対 象 者：一般市民、事業所、学校等 

 ・会  場：市内 3か所（アピオス・四季健康館・コスモス） 

 ・配布状況：6月…延 77日間 延 934人 

 7月…延 73日間 延 784人 

       8月…延 37日間 延 416人（8月 17日現在） 

 

【経済対策対応グループ】 

(1) 特別定額給付金について 

・内  容：国が行う家計の支援のため国民一人当たり 10万円を給付する。 

・開 始 日：オンライン申請…5月 1日 郵送による申請…5月 12日 

 ・申請期限：オンライン申請、郵送による申請ともに 8月 12日まで 

・申請状況：21,146世帯/21,250世帯（99.5%）※8/21時点 

       50,366人/50,485人  （99.8%）※8/21時点 

・給 付 額：5,036,600千円 ※8/21時点 

 

【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業】 

(1) 避難所用間仕切り購入（防災管理課） 

・目  的：避難所の滞在スペースに，ワンタッチで設営が可能な間仕切りを設置する  

ことで，飛沫による感染症の拡大を予防する。 

・内  容：避難所用間仕切りを 150 セット購入するため，8 月 28 日に指名競争入札を 

予定している。 

(2) 高齢者応援事業（介護福祉課） 

 ・内  容：新型コロナウイルス感染拡大に伴い、高齢者への影響を少しでも緩和    

出来るよう、71歳以上の高齢者に食事券を配布する。 

 ・対象者数：約 11,000人 

・配布時期：9月 14日以降に対象者へ郵送予定 

・食 事 券：500円券×6枚＝3,000円（ワンセット） 

・使用期間：令和 2年 9月 20日（日）から令和 3年 1月 31日（日） 

・印刷業務：チラシ、ポスター、ステッカー発注済 9月 4日納品予定 

 ・食事券取扱事業所：約 40事業所 (8月 19日時点) 募集継続中 

・取扱事業所説明会：9月 1日 アピオス 
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(3) 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（商工観光課） 

・内 容：新型コロナウイルス感染拡大防止のため、茨城県が実施する協力金の支給  

を受けたもののうち、市内に対象施設を有する中小企業・個人事業主に対し、

協力金を支給するもの。 

・事業期間：令和 2年 5月 1日～令和 2年 7月 31日 

 ・支 給 額：対象施設が自己所有の場合      5万円 

       対象施設が賃借の場合（1か所）   10万円（上記＋5万円） 

       対象施設が賃借の場合（2か所以上） 15万円（上記＋5万円） 

       ※賃借とは貸主に金額を支払う対象施設を使用していること 

 ・支給実績：申請件数…91件（8月 26日現在） 支給額…7,100千円 

 (4) 小美玉市持続化給付金（商工観光課） 

 ・内  容：新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に  

対し、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広

く使える給付金で、国の持続化給付金対象者から漏れた事業者を救うもの。 

 ・事業期間：令和 2年 7月 6日～令和 2年 9月 30日 

 ・給 付 額：一律 20万円（法人・個人事業者問わず） 

 ・対 象 者：ひと月の売上が前年同月比で 20％以上 50％未満減少している事業者（直前

の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に 12 を乗じて得た

金額を差し引いた減少率範囲内のもの） 

※対象月とは、2020 年 2 月から 8 月までの間で、月間事業収入が、前年同 

月比 20％以上 50％未満となる事業者が任意で選択した月。 

 ・支給実績：申請件数…23件（8月 26日現在） 支給額…4,600千円 

 (5) ひとり親世帯臨時特別給付金事業（子ども課） 

 ・内 容：新型コロナウイルス感染拡大に伴い、長引く学校休業や、雇用問題等により  

ひとり親家庭への影響を緩和するための国の施策である。 

・基本給付額：第 1子…5万円 第 2子以降…3万円追加 

・対象者支払日：363件 23,700,000円 8月 28日振込 

 ・追加給付申請者：80件（8月 19日時点）審査後随時給付 

(6) 子育て世帯応援事業（子ども課） 

 ・内  容：新型コロナウイルス感染拡大に伴い、子育て世帯への影響を少しでも緩和  

出来るよう、0歳から 18歳までの子どもを持つ保護者に食事券を配布する。 

 ・対象者数：約 8,000人 

・配布時期：9月 14日以降に対象者へ郵送予定 

・食 事 券：500円券×6枚＝3,000円（ワンセット） 

・使用期間：令和 2年 9月 20日（日）から令和 3年 1月 31日（日） 

・印刷業務：チラシ、ポスター、ステッカー発注済 9月 4日納品予定 

 ・食事券取扱い事業所：約 40事業所 (8月 19日時点) 募集継続中 

・取扱い事業所説明会：9月 1日 アピオス 
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(7) 臨時子育て給付金事業（子ども課） 

 ・内 容：新型コロナウイルス感染拡大に伴い、国の特別定額給付金の対象外となった  

4月 28日以降に出生した乳児に対し、10万円の給付金を支給する。 

・対象者：4月 28日から 7月 31日までに出生した乳児数 68人 

      8月 1日以降に出生した乳児については、出生届提出時に申請書を配布中 

 ・支給日：68人中 57人申請あり(8月 19日時点) 8月 28日振込 

      8月 1日以降の申請については、審査後随時支払い予定 

(8) 学校給食食材納入業者支援事業（学校給食課） 

 ・内  容：4 月以降の学校臨時休業による学校給食停止に伴い、食材納入業者に対し  

食材加工費を補助する。 

・対 象 者：牛乳・ソフトメン・パンの学校給食食材納入業者 4社 

・申請状況：4件中 2件：3,185千円(牛乳・ソフトメン食材納入業者：8月 19日時点) 

 ・交付手続：小美玉市学校臨時休業対策費補助金交付要綱に基づき、補助金交付の手続き      

       を進めている。 

 

 

 市 長 公 室  

 

【秘書政策課】 

(1) 小美玉市総合教育会議 

 ・目 的：教育を行うための諸条件の調整や地域の実情に応じた教育、学術及び文化の  

振興を図るため、重点的に講ずべき施策について協議し、市長及び教育委員   

会の事務の調整を行うことを目的とする。 

 ・実施日：令和2年8月27日（木） 

 ・構成員：市長、教育委員 

・内 容：①羽鳥小学校と納場小学校に関する意見交換を行い、校舎の状況や将来の児  

童数の推移を共有し、両校の将来像について意見交換を行った。 

     ②小中一貫教育に関する意見交換を行い、小川南中学校区と美野里中学校区に

おける具体的な施策について意見交換を行った。 

     ③元気っ子幼稚園と玉里幼稚園に関する意見交換を行い、園児数の推移と施設

の状況、幼児教育無償化施行後のニーズの変化について共有し、将来の公立

幼稚園の在り方について意見交換を行った。 
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 総 務 部  

 

【人事課】 

(1) 新規採用職員研修の実施 

・趣  旨：新たに地方公務員となった職員を対象に、地域全体の奉仕者としての自覚を  

養うとともに、市が実施する様々な政策等を講習することを目的とした各研

修を実施する。 

・対 象 者：令和 2年度新規採用職員 21名 

 ・研修内容：①人事評価制度研修 6月 22日（月） 

講 師：㈲ヒサエダコンサルティング 代表取締役 久枝良彰氏 

内  容：小美玉市の人事評価制度、基本的な人事評価の意味合いと目的を 

理解する。 

②行政事務研修 6月 26日（金） 

講 師：各担当職員 

内 容：市の財政状況や議会の仕組み、公文書と法令など市政運営に関す 

る基本事項を学ぶ。 

③セルフケア研修 7月 20日（月） 

講 師：精神保健福祉士金井幸子氏、作業療法士髙橋功樹氏・山本一貴氏 

内 容：ストレスの対処方法やこころとからだの運動療法（ストレッチ） 

    等について学ぶ。 

④接遇研修 7月 21日（火）、22日（水） 

講 師：㈱話し方教育センター 山川亮子氏 

内 容：社会人としての心構えを整え、ビジネスシーンにふさわしいコ 

            ミュニケーションを取得する。職員の一員として、指示の受け方、 

報告の仕方を学ぶ。 

(2) 新任課長研修の実施 

・趣  旨：課長が担う職務と果たすべき役割・職責について，人事評価やメンタルヘル  

スを中心に課題と解決策を学び，管理能力の向上を目指す。 

・対 象 者：令和 2年度新任課長職員 6名 

・研修内容：①新任評価者研修 6月 22日（月） 

講 師：㈲ヒサエダコンサルティング 代表取締役 久枝良彰氏 

内 容：評価者（管理者）としての役割を認識し、職場の課題整理や目標 

        達成するためのマネジメントスキル、人事評価の意味と目的を理 

        解する。 

②ラインケア研修 7月 20日（月） 

講 師：精神保健福祉士 金井幸子氏 

内 容：メンタルヘルス対策やストレスの基本、セルフケアを理解する。 

            パワーハラスメント対策法、パワーハラスメントにならない対応 

  等を理解する。 
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 市 民 生 活 部  

 

【市民課・小川総合支所・玉里総合支所】 

(1) おくやみデスクの状況について 

 ・目  的：遺族の行政手続きの負担を減らすため、各課の窓口で手続きを行っていた  

ものを 1ヶ所の窓口で完了する。 

 ・内  容：死亡届受理後約 1 週間で案内通知を発送し、遺族は手続日時を予約して        

おくやみデスクで手続きをする。 

 ・手続状況：4月～7月まで 101件 

（内訳）4月…22件 5月…28件 6月…28件 7月…23件 

 

【環境課】 

(1) 小美玉市不法投棄監視サポーターについて 

・内  容：不法投棄をなくすためには、地域全体での監視体制を強化する必要がある   

ことから「小美玉市不法投棄等監視サポーター」を 7 月より募集開始した。

市民の皆様には通勤や買い物、散歩など、日常生活での不法投棄監視にご協

力をお願いしている。 

・申込者数：現在までに行政区を中心に約 40名の方に申込みをいただいた。 

(2) 不法投棄監視通報システムの運用開始について 

・内  容：昨年度、市内では約 160 件の不法投棄事案に対応し、道路沿い等のごみを  

約 7ｔ回収した。こうしたなか、不法投棄監視サポーター制度の運用と一体

的に地域住民の方への啓発を図り、身近な監視体制を強化するため、インタ

ーネットによる通報システムを 7月から運用開始した。 

(3) 小美玉市環境基本計画の策定について 

・内  容：昨年度から環境基本計画策定を進めており、小美玉市環境基本計画策定委  

員会と小美玉市環境審議会を設置した。 

・開 催 日：7月 20日に第 1回小美玉市環境基本計画策定委員会を開催した。 

       8月 6日に第 1回小美玉市環境審議会を開催し、計画(案)策定に向け、今後

の進め方について協議を行った。 

 

 保 健 衛 生 部  

 

【健康増進課】 

(1) 健康増進施設管理運営について 

・四季健康館健康風呂 利用状況（7月31日現在） 

運営再開：令和2年6月9日（火） 

開館日数：46日 

利用者数：延6,490人 
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・小美玉温泉ことぶき 利用状況（7月31日現在） 

運営再開：令和2年6月11日（木） 

開館日数：44日 

利用者数：延7,391人 

(2) 小美玉温泉ことぶき駐車場整備事業 

・測量等業務委託及び駐車場設計業務が完了し、用地取得の準備を進めている。 

・エントランス増築工事に伴う設計業務を発注した。 

 

 福 祉 部  

 

【社会福祉課】 

(1) 新型コロナウイルス感染症対策に伴う事業の中止 

・参加者の安全と健康を最優先に考え、下記の 3事業の開催を中止とした。 

①福祉にっこりまつり（社協主催） 

②小美玉市障がい者スポーツレクリエーション教室 

③小美玉市戦没者追悼式 

 

 産 業 経 済 部  

 

【農政課】 

(1) 農地中間管理事業の窓口について 

・農地の利用権設定支援の総合窓口として、農地中間管理事業の契約事務等を、7 月 1 日

より小美玉農業公社に移管した。 

 

【商工観光課】 

(1) 茨城空港の現状 

 ①国際線の状況 

 ・中国便 5 路線は引き続き 9 月 30 日まで、台湾便 1 路線は 12 月 31 日までの運休が決定

している。 

 ②国内便の状況 

 ・新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑みながら、6月 12日より福岡便が運航を再開

し、6月 19日から国内各路線一便ずつ運航を再開した。お盆期間中の 8月 7日から 8月

17 日の間は、一時的に国内線全線の運航が再開されたが、8 月 18 日から 8 月 31 日ま

で、沖縄便の運休が決定している。 

 ③茨城空港ビル来場者の状況 

 ・空港来場者数は、1月から 7月までの 7ヵ月間で約 37万 2千人、昨年度同期は約 88万

人。前年比は、50 万 8 千人の減、率にして約 58％の減となった。開港からの来場者数

累計は、7月末日で 1,300万 3千人となった。 
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 都 市 建 設 部  

 

【建設課】 

(1) 防衛省補助を活用した道路事業 

①特定防衛施設周辺整備調整交付金事業(特防交付金) 

・野田地内「市道小 204号線外 1」は、道路詳細設計と用地測量(伏沼区)業務を発注した。 

・中延地内「市道小 10742号線外 2」は、道路改良工事(立延区)を発注した。 

②再編関連訓練移転等交付金事業(再編交付金) 

・山野地内「市道小 20667号線外 3」は、用地測量(羽木上区)業務を発注した。 

・山野地内「市道小 20224 号線外 1」は、用地測量と流末測量設計(清水頭区、山野区)   

業務を発注した。 

・外之内地内「市道小 20284号線」は、道路改良工事を発注した。 

・与沢地内「市道小 30125号線」は、道路改良工事を発注した。 

・川戸地内「市道小 110 号線」は、補償調査業務が完了し、用地買収(山川区)の準備を  

進めている。 

・倉数地内「市道小 30509 号線外 1」は、路線測量(倉数川向区)業務の発注準備を進めて

いる。 

③防衛施設周辺民生安定施設整備事業(民生安定補助金) 

・中央線「市道小 10911号線」は、未整備区間(佐才区、上吉影区)の事業採択に必要とす

る、交通量推計と費用便益分析業務を発注した。 

(2) その他の道路事業等 

①農道・かんがい排水整備事業 

・部室地内「部室地区農道整備」は、用地買収を進めている。 

・中延地内「灌漑排水整備」は、測量設計(立延区)を実施している。 

②社会資本整備総合交付金事業 

・高崎、上玉里地内「市道玉 767 号線」は、令和元年度繰越事業の石岡台地送水管の       

防護設計(松山区、下高崎区)の内容に基づいて、石岡台地と協議をしている。 

・竹原小学校外周道路「市道 1648号線外 1」は、令和元年度繰越事業の道路改良工事が完

了し、今年度の道路改良工事を発注した。 

③防災安全交付金事業 

・羽鳥地内「市道美 2-9号線」は、常磐線石岡・羽鳥間高場踏切歩道設置工事に伴い、JR

東日本と協定を締結する手続きをしている。 

・小川地内「市道小 107 号線」は、令和元年度繰越事業の道路改良工事(坂上区) が完了

し、今年度の道路改良工事を発注した。 

・竹原中郷地内「市道美 1-11 号線」は、事業説明会を開催し、路線測量(竹原中郷区、   

上馬場区)業務を発注した。 

・西郷地地内「市道美 1-8 号線」は、土地評価業務が完了し、道路改良工事(柴高区)を  

発注した。 

・中野谷地内「市道美 936号線」は、縦横断測量業務の発注準備を進めている。 
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・江戸地内「市道美 502号線」は、道路詳細設計を実施している。 

・羽鳥地内「市道美 2-11号線」は、事業説明会を開催し路線測量(旭区)業務を発注した。 

・上玉里、田木谷地内「市道玉 4号線」は、事業説明会の準備を進めている。 

④市単独事業 

・羽鳥地内「市道美 591号線」は、令和元年度繰越事業の道路改良工事(高場区)を実施し

ている。 

・羽刈地内「市道美 422号線」は、用地測量業務を発注した。 

・中延地内「市道小 10457号線」は、道路改良工事(下田一区)を発注した。 

・中台地内「市道美 904号線」は、道路改良工事を実施している。 

・世楽地内「市道小 10911号線」は、道路照明灯設置工事を発注した。 

 

【特定プロジェクト整備課】 

(1) 広域幹線道路整備事業 

①茨城空港アクセス道路 

・市工区は、県道玉里水戸線から市道小103号線までの延長3.4kmが完成し、8月26日に全線

供用開始した。県工区についても、全線早期供用開始を目指し道路工事を実施している。 

②栗又四ケ線 

・栗又四ケ地内の延長約270mの道路改良工事を発注し、引き続き、用地買収を行っている。 

③市道美1627号線 

・県道羽鳥停車場江戸線から岩間IC間の延長約280mの道路改良舗装工事と県道交差点工事

を発注し、今年度内の全線完成を目指している。 

(2) 羽鳥駅周辺整備事業 

・東口及び西口の駅前広場整備工事とシェルター工事を行っており、今年度内の完成を目

指している。 

(3) 防衛補助道路整備事業 

・市道小108号線川戸地内については、道路改良舗装工事を発注し、今年度内の全線完成を

 目指している。 

 

【下水道課】 

(1) 公共下水道事業 

・竹原下郷地区 5 件、新田木谷地区 5 件の管渠埋設工事のほか、竹原・竹原下郷地区    

および新高浜第一地区の実施設計業務委託を発注した。今後は、竹原・竹原下郷地区の

マンホールポンプ設置工事 1件の発注を予定している。 

(2) 農業集落排水事業 

・納場北部・堅倉南部・巴南部・巴中部地区の農業集落排水施設の維持管理に努めている。

(3) 浄化槽事業 

・高度処理型浄化槽設置補助事業については、これまでに 25 基（新築 2 基，転換 23 基）

の申請を受付した。 
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 文 化 ス ポ ー ツ 振 興 部  

 

【生涯学習課】 

(1) 市内の生涯学習施設の利用再開 

・5/14 政府の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及び特定警戒都道府県の解除に  

伴い、市内の生涯学習施設を 6月 1日（月）から利用再開した。 

・6/8 茨城県の茨城版コロナ Next（コロナ対策指針）がステージ 1 に緩和、また 6/19  

都道府県をまたぐ移動の自粛が全国で緩和されたことに伴い、7 月 1 日（水）より市内

の生涯学習施設の利用制限を緩和した。 

・7/3 県コロナ対策指針がステージ 2に、7/31にはステージ 3に強化されたことに伴い、 

引き続き全施設の利用制限（人数制限）及び 3密回避等の感染予防対策は継続する。 

・対象施設：生涯学習センターコスモス（公民館・図書館・史料館・文化ホール）      

小川公民館、小川図書館、小川資料館、やすらぎの里小川、美野里公民館、

羽鳥公民館、羽鳥ふれあいセンター、農村女性の家、農村環境改善センター、

小美玉市学習等供用施設、しみじみの家、民家園 

(2) 新型コロナウイルス感染症対策に伴う事業の中止 

・令和 2 年度「市民講座」（定期）、高齢者大学、自然観察教室、やすらぎの里まつりを   

中止した。 

 

【スポーツ推進課】 

(1) 市内の全スポーツ施設・学校体育施設（体育館、グランド）の利用再開 

・5/14 政府の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及び特定警戒都道府県の解除に  

伴い、学校施設（体育館）を除く市内のスポーツ施設・学校体育施設（グランド）を    

6月 1日（月）から利用再開した。 

・6/8 茨城県の茨城版コロナ Next（コロナ対策指針）がステージ 1 に緩和、また 6/19  

都道府県をまたぐ移動の自粛が全国で緩和されたことに伴い、7 月 1 日（水）より学校

施設（体育館）の利用が再開された。 

・7/3 県コロナ対策指針がステージ 2に、7/31にはステージ 3に強化されたことに伴い、

引き続き全施設の利用制限（人数制限）及び 3密回避等の感染予防対策は継続する。 

・対象施設：タスパジャパンミートパーク（玉里運動公園）、小川運動公園、希望ヶ丘公 

園、外部グランド（各運動広場，野球場）、学校体育施設（体育館，グランド）、

小川海洋センター 

(2) 新型コロナウイルス感染症対策に伴う事業の中止 

・令和 2年度「ニュースポーツ大会」、「スポレク 2020」の開催を中止とした。 

 

【生活文化課】 

(1) 市内の文化施設の利用再開 

・5/14 政府の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及び特定警戒都道府県の解除に  

伴い、市内の文化施設を 6月 1日（月）から利用再開した。 
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・6/8 茨城県の茨城版コロナ Next（コロナ対策指針）がステージ 1 に緩和、また 6/19  

都道府県をまたぐ移動の自粛が全国で緩和されたことに伴い、7 月 1 日（水）より市内

の文化施設の利用制限を緩和した。 

・7/3 県コロナ対策指針がステージ 2に、7/31にはステージ 3に強化されたことに伴い、 

引き続き全施設の利用制限（人数制限）及び 3密回避等の感染予防対策は継続する。 

・対象施設：四季文化館みの～れ、小川文化センターアピオス 

(2) 新型コロナウイルス感染症対策に伴う事業の中止 

・令和 2年度「市民文化祭」の開催を中止とした。 

 

 水 道 局  

 

【水道課】 

(1) 防衛補助を活用した事業 

 ①委 託 

 ・導･配水管更新工事実施設計業務委託1件を発注した。 

 （川戸・山野・世楽・中延・佐才・上吉影・飯前・倉数地内） 

 ②工 事 

 ・配水管更新工事5件を発注した。 

 （川戸・山野・野田・佐才・飯前・倉数・与沢地内） 

(2) その他の水道事業等（単独事業） 

 ①委 託 

・美野里浄水場配水ポンプ増設工事実施設計業務委託1件を発注した。 

 （小美玉市美野里浄水場） 

 ・給･配水管台帳補正業務委託1件を発注した。 

 （小美玉市内） 

②工 事 

・公共工事における配水管布設及び布設替工事８件を付帯工事により発注した。 

 （川戸・中延・江戸・中台・竹原下郷・柴高地内） 

 


