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令和 2年第 4回定例会 行政報告（令和 2年第 3回定例会以降分） 

令和 2年 12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) 新型コロナウイルス対策本部会議の開催 

 ・実施日：第 13回 令和 2年 11月 13日 

      第 14回 令和 2年 11月 16日 

      第 15回 令和 2年 11月 18日 

 ・内 容：市内において感染者が発生し、その対応と市民からの問い合わせへの対応マ  

ニュアルの作成、職員感染者発生時対応マニュアルの確認、小・中学校におけ

る新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドラインの情報共有などを行った。 

(2) 次亜塩素酸水の配布状況 

 ・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・玉里保健福祉センター） 

 ・配布状況：9月 延 69日間 市民 695ℓ 事業所等 26件 290ℓ 計 985ℓ 

       10月 延 71日間 市民 526ℓ 事業所等 34件 432ℓ 計 958ℓ 

       11月 延 36日間 市民 298ℓ 事業所等 31件 359ℓ 計 657ℓ 

（11月 17日現在） 

 

【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) 路線バス非接触型キャッシュレス導入事業（企画調整課） 

・目 的：市が運行する市内循環バス利用者の感染リスクを軽減するため、運賃の授受  

を現金ではなく交通系ＩＣカードで行えるシステムを導入する。 

・内 容：令和2年10月8日に運行事業者と契約を締結し、11月2日より運用を開始した。

(2) ハイパーローカルメディア実証実験業務委託（企画調整課） 

・目 的：コロナ禍において、ＳＮＳなどを使用して地元のお持ち帰りの情報など、生活

における地域の情報を個人で発信するためのプラットフォームとして整備し、

新型コロナ感染症対策における市民への情報提供を、行政だけでなく市民の 

生活レベルから提供するなど情報発信の強化につなげる。 

・内 容：令和2年10月29日に公募型プロポーザル方式で提案を受け、一番優秀な提案を 

行った事業者と11月6日に契約を締結。 

(3) 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 160セット購入するため、11月 16日に指名競争入札を実

施した。 
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(4) 避難所用送風機購入（防災管理課） 

 ・目 的：避難所の滞在スペースでの感染症予防のために行う換気を効率良く実施する 

ため、送風機を導入する。 

 ・内 容：避難所となる体育館及び公民館 14 か所に各 2 台、合計 28 台購入するため、 

11月 16日に指名競争入札を実施した。 

(5) 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：10,563人 

・配布時期：9月 14日に郵便局持ち込みにて随時郵送（7,860通） 

・食 事 券：500円券×6枚＝3,000円（ワンセット） 31,689,000円 

・追加給付：転入 10件（8月 20日以降 11月 13日までの届出） 

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

・食事券取扱事業所：48事業所 (11月 18日時点) 募集継続中 

・実  績：17,543枚 8,771,500円 利用率 27.7% (11月 25日現在) 

(6) 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…93件（11月 27日現在） 支給額…7,200千円 

(7) 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の  

事業継続を下支えするため、国の持続化給付金対象者から漏れた事業者を 

対象に、事業全般に広く使える給付金を支給するもの。 

 ・事業期間：令和 2年 7月 6日～令和 3年 1月 15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 12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…52件（11月 27日現在） 支給額…10,400千円 
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(8) 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策補助金（商工観光課） 

・内  容：新型コロナウイルス感染症の更なる感染の拡大防止のための取組を実施す 

る小美玉市内の事業者に対して、その対策費を補助するもの。 

 ・事業期間：令和 2年 10月 5日～令和 3年 1月 15日 

 ・給 付 額：一律 10万円（法人・個人事業者問わず） 

 ・対 象 者：「いばらきアマビエちゃん」に登録し、除菌用アルコールの設置や飛沫防止 

策などの感染防止対策を実施していること。 

 ・支給実績：申請件数…399件（11月 27日現在）支給額…39,900千円 

(9) 公共交通事業者給付金（商工観光課） 

 ・内  容：新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛等により影響を受けて  

いる市民生活に必要なバス・タクシー事業者に対し、車両の維持確保の  

ための経費の一部を給付するもの。 

 ・事業期間：令和 2年 10月 1日～令和 2年 11月 30日 

 ・給 付 額：バス１台あたり 10万円、タクシー１台あたり 3万円 

 ・対 象 者：①市内に主たる事業所を有するバス事業者のうち、一般貸切旅客自動車運  

送事業を行う者。 

       ②市内に主たる事業所を有するタクシー事業者のうち、市内を営業範囲  

とし、一般乗用旅客自動車運送事業を行う者。 

 ・支給実績：申請件数…6件（11月 27日現在） 支給額…4,280千円 

(10)霞ヶ浦沿岸地域に関する市場調査業務委託（商工観光課） 

 ・内  容：小美玉市の観光資源である霞ヶ浦沿岸地域の利活用を図るため、市民や   

事業者のニーズを把握するための市場調査を実施する。 

 ・事業期間：令和 2年 11月 20日～令和 3年 3月 26日 

 ・契約金額：4,950,000円 

 ・契約方式：プロポーザルによる随意契約 

 ・委託業者：筑波総研株式会社（茨城県土浦市中央 2-11-7） 

(11) 大学生等応援給付金（学校教育課） 

 ・内  容：新型コロナウイルス感染症の影響により、就学及び生活に影響を受けている

学生が就学を諦めることがないよう、保護者に対して経済的支援を行う。 

 ・事業期間：令和 2年 9月 25日～令和 3年 2月 1日 

 ・給 付 額：学生 1人あたり 3万円 

保護者が市民税非課税世帯には学生 1人あたり 10万円を加算 

 ・給付実績：学生数…474人（うち 3万円給付者 447人、13万円給付者：27人） 

給付額…16,920千円（予算執行率 32.6%）※11月 13日現在 

(12) 自然教室（小学校 5年生対象）中止に伴う代替事業（指導室） 

・内  容：自然教室の中止に伴い、代替遠足時のバス利用における費用を支援した。 

・実  績：福島県方面（アクアマリンふくしま）6校 

栃木県方面（日光、ツインリンクもてぎ）3校 

茨城県（ひたちなか海浜公園）1校 
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(13)修学旅行中止に伴う代替事業（指導室） 

 ・内  容：修学旅行の中止に伴い、日帰りでの校外学習における費用を支援する。 

 ・実  績：福島方面（あぶくま洞，アクアマリンふくしま）2校 

           栃木方面（那須高原）1校  未実施（3月実施予定）1校 

(14)修学旅行中止に係るキャンセル代金支援事業（指導室） 

 ・内  容：修学旅行中止により生じたキャンセル料を支援した。 

 ・実  績：3,004,572円（小川南中学校 644,680円、小川北中学校 563,170円、美野里

中学校 1,544,480円、玉里中学校 252,242円） 

(15)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…一人につき 3万円追加 

・対象者支給日：363件 23,700,000円 8月 28日振込 

・追加給付申請者：124件 給付対象者 109件 5,450,000円(11/18現在) 

・基本給付申請者： 24件 給付対象者  17件 1,180,000円(11/18現在) 

・申請書受付期間：令和 3年 2月 28日まで 

(16)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：7,450人 

・配布時期：9月 14日に郵便局持ち込みにて随時郵送（4,301通） 

・食 事 券：500円券×6枚＝3,000円（ワンセット） 22,350,000円 

・追加給付：転入 34件 出生 45件(8月 20日以降 10月 31日までの届出) 

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

・食事券取扱事業所：48事業所（11月 18日現在）募集継続中 

・実  績：11,741枚 5,870,500円 利用率 26.3% (11月 25日現在)  

(17)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、10万円の給付金を保護者に支給する。 

・対 象 者：4月 28日から 11月 11日までに出生届を提出した乳児数 138人 

・給 付 者：138人中 132人申請あり(11月 11日時点) 

・支給金額：13,200,000円 

・受付期間：令和 3 年 3 月 31 日までに乳児を出生した保護者を対象に、令和 3 年 4 月 13

日まで受付 

(18)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社：3,763千円 
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(19)教育施設感染症対策事業（学校給食課） 

 ・内  容：新型コロナウイルス感染症対策として、給食施設の空調設備を整備する。 

・実  績：調理場用スポットエアコン 4台の購入 545千円 

 

 市 長 公 室  

【秘書政策課】 

(1) 市民の日記念事業 

・目 的：来年 3 月 27 日で小美玉市は 15 歳を迎える。今年度の市民の日記念事業は、 

新型コロナウイルス感染症対策を考慮し、新しい生活様式を取り入れた企画を

立案した。今回は「未来を担う子供たち」を主なターゲットとして、日常生活

の中においてシビックプライドの醸成が図れる事業を実施する。 

 ・内 容：①小美玉市 15歳記念オリジナルヨーグルトの配付、販売 

②学校給食特別メニューの提供 

③広報おみたま 15年間の表紙を集約したフォトアルバムの作成、展示 

④小美玉市 15歳記念缶バッジの作成、配布 

⑤市ＨＰ「小美玉市 15歳」専用ページの開設 

 ・時 期：令和 3年 2月～3月 

 ・その他：表彰者への表彰伝達は、参加人数制限のもと令和3年3月27日(土)に実施する。 

 

【市民協働課】 

(1) 小美玉市区長会との意見交換会の開催 

・実 施 日：令和 2年 10月 16日（金）19：00～ 

・開催場所：四季文化館みの～れ 風のホール 

・参加対象：小美玉市行政区長 

・目 的：公正、公平な市政運営を行うため、住民と行政が相互の情報を共有する   

ことで、住民が主体的に市政へ参加する意識を啓発するとともに、住民の 

意向を市政に反映し「協働」による円滑な市政運営を図るため実施した。 

・内  容：事前に各区長から意見・提案を受け、文書による回答を行い、その回答に   

ついて再質問、再回答を行った。24 行政区から 39 項目の「意見・提案」が 

あり、当日は 9項目について再質問・再回答が行われた。44行政区から正副

区長、合わせて 50名の出席があった。 

(2) おみたまハーモニー連絡会 女性サロンの開催 

 ・目 的：地域における男女共同参画を推進するための研修として、女性の市政への  

参画の意識を高めるために女性団体と市長による「女性サロン」を開催した。 

 ・実 施 日：令和 2年 11月 5日（木）13：30～15：00 

 ・参加人数：ハーモニー連絡会 8団体のうち 6団体 28名 

 ・内  容：①小美玉市内循環バス、デマンドタクシーについて 

       ②小美玉市医療センターについての体制、診療内容について 

      ③公共施設の今後の在り方、利用について 
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(3) 男女共同参画推進パネル展の実施 

・目 的：女性に対する暴力の問題に関する取組として、パネル展示やパープルライト          

アップを実施。「女性に対する暴力をなくす運動」や「子どもの虐待をなくす

運動」の啓発活動を行い、私たち一人ひとりが人権を尊重し、自立し、活躍で

きる社会を実現するため、啓発の一環として男女共同参画推進に向けたパネ

ル展を行った。 

 ・実 施 日：令和 2年 11月 12日（木）～25日（水） 

 ・場  所：小美玉市役所本庁 1階ロビー他 

 ・内  容：男女共同参画に関するパネル展及びパープルライトアップによる啓発 

（女性に対する暴力をなくす運動や子どもの虐待をなくす運動、LGBT等） 

(4) おみたまハーモニー連絡会 終活セミナーの開催 

 ・目  的：女性団体相互の女性の地位向上と福祉の増進を図るために講座を開催した。 

 ・実 施 日：令和 2年 11月 27日（金）13：30～15：00 

 ・場  所：四季文化館みの～れ 風のホール 

 ・対 象 者：おみたまハーモニー連絡会会員 

 ・参加人数：66名 

・内  容：終活セミナー講師をお招きし、「自分らしく生きるために」をテーマとした 

講座を行い、エンディングノートを活用し終活のプランを考える。 

 

 企 画 財 政 部  

【企画調整課】 

 (1) 市広報研修会の実施 

・趣  旨：情報発信並びにシティプロモーションに精通している講師を招き、市職員   

の見識を広め、現在進めているメディアへの発信力強化や、伝わる文章の  

表現など、情報発信力を高める研修を実施した。 

 ・対 象 者：市職員（参加人数：60人） 

 ・講  師：小美玉市シティプロモーション推進懇談会 会長 取出新吾氏 

 ・内  容：「地方創生時代の情報発信」 

 

 総 務 部  

【人事課】 

(1) 新規採用職員フォローアップ研修の実施 

 ・期 日：10月 30日（月） 

・講 師： ㈱話し方教育センター 山川亮子氏 

・受講者：令和 2年度新規採用職員 20名 

・内 容：入庁してから半年間の振り返りを行い、改善点を洗い出し、現在抱えている  

業務上の課題を解決する糸口をつかみ、行政職員としての意識の定着を目指す

ための研修を実施した。 
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(2) AI-OCRと RPAを活用した業務効率化に関する研修の実施 

 ・期 日：11月 18日（水） 

・講 師：ＮＴＴ東日本ビジネス開発本部 宗像和貴氏 

・受講者：課長級職員 32名 

・内 容：生産性の向上や経費削減等の効率化を図るため導入している AI-OCR や RPA 等

の先進技術の導入について、各課の更なる活用と普及促進を目的に、連携協定

を締結している NTT東日本茨城支店協力のもと、導入事例や活用方法を学んだ。 

(3) 債権基礎研修「地方公共団体の債権」の実施 

 ・期 日：11月 24日（火） 

・講 師：総務部収納課長 小倉達郎 

・受講者：税務課、収納課、環境課、医療保険課、社会福祉課、介護福祉課、水道局、     

生活文化課、生涯学習課、都市整備課、下水道課、学校給食課、子ども課 

 債権に係る各担当職員 28名 

・内 容：財政健全化と市民負担の公平性確保及び安定した行政サービスの提供のため、

債権管理に係る制度の専門的な知識やノウハウについて学び、知識の習得や 

スキルアップ、徴収率の向上を図った。 

 

 市 民 生 活 部  

【環境課】 

(1) 第 1回小型家電等回収イベントの開催 

・内 容：ごみ減量やリサイクルを進め環境にやさしい地域社会を実現するため、昨年    

度に引き続き、茨城町・リーテム共催事業として、家庭で不要となった小型家

電や金属製品等の回収イベントを開催した。 

・日 時：10月 25日（日）10時～15時 

・場 所：茨城町福祉センター駐車場 

・参加者：小美玉市民 94台（全体 211台） 

・回収量：合計 4,670kg（小美玉市分） 

うち小型家電 2,994kg、小型ﾃﾞｼﾞﾀﾙ 140kg、携帯電話 5kg、金属屑 1,532kg 

 ・その他：来年 2月に 2回目の開催を予定する。 

(2) 小美玉市環境基本計画の策定 

 ・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   

会を開催した。 

・開催日：8月 26日に第 2回小美玉市環境基本計画策定委員会を開催。 

9月 28日に第 3回小美玉市環境基本計画策定委員会を開催。 

11月 13日に第 4回小美玉市環境基本計画策定委員会を開催し、環境基本計画 

の素案を協議した。 

 ・その他：11 月 30 日に第 2 回小美玉市環境審議会を開催し、12 月 18 日から来年 1 月  

18日にかけてパブリックコメントを実施する。来年 2月に第 3回小美玉市環境

審議会の開催を予定する。 
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 保 健 衛 生 部  

【健康増進課】 

(1) 健康増進施設管理運営状況 

・四季健康館健康風呂 利用状況（10月 31日現在） 

運営再開：令和 2年 6月 9日（火） 

開館日数：125日 

利用者数：延 17,974人 

・小美玉温泉ことぶき 利用状況（10月 31日現在） 

運営再開：令和 2年 6月 11日（木） 

開館日数：124日 

利用者数：延 21,368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、用地取得を進めている。 

・エントランス増築工事に伴う設計業務が完了した。 

(3) 健康増進施設管理運営費事業 

 ・四季健康館空調設備設置工事の発注準備を進めている。 

 ・四季健康館事務室ローカウンター化工事の発注準備を進めている。 

 ・小美玉市保健センター網戸設置工事を発注した。 

 

 産 業 経 済 部  

【商工観光課】 

(1) 茨城空港の現状 

 ①国際線の状況 

 ・中国 5路線、台湾 1路線の全路線が引き続き 12月 31日まで運休。 

 ②国内線の状況 

 ・10 月 25 日より冬ダイヤとなり、12 月 1 日より札幌便 2 便、神戸便 2 便、福岡便 1 便、

那覇便 1 便が運航される。また、新たに宮古（下地島）への乗り継ぎ便が設定された。 

 ③茨城空港ビル来場者の状況 

 ・空港来場者数は、1月から 10月までの 10ヵ月間で約 55万 5千人、昨年度同期は約 130

万人。前年比は、76 万 6 千人の減、率にして約 57％の減となった。開港からの来場者

数累計は、10月末日で 1,318万 7千人となった。 

 

 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、本線流末の道路詳細設計説明会を開催し、境界   

立会い(伏沼区)の準備を進めている。 

・中延地内「市道小 10742号線外 2」は、道路改良工事(立延区)を実施している。 
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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、境界立会い(羽木上区)を実施した。 

・山野地内「市道小 20224号線外 1」は、境界立会い(清水頭区、山野区)を実施した。 

・外之内地内「市道小 20284号線」は、道路改良工事を実施している。(今年度事業完了) 

・与沢地内「市道小 30125号線」は、道路改良工事を実施している。 

・川戸地内「市道小 110号線」は、歩道整備の用地買収(山川区)が完了した。 

・倉数地内「市道小 30509号線外 1」は、路線測量(倉数川向区)業務を発注した。 

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、道路修正設計と地質調査(佐才区、上吉影区)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、道路改良工事を発注した。 

・中延地内「灌漑排水整備」は、境界立会い(立延区)を実施した。 

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、事業進捗状況説明会(松山区、下高崎区)を   

開催した。 

・竹原小学校外周道路「市道 1648 号線外 1」は、道路改良工事を実施している。(今年度

事業完了) 

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の工事委託

契約を JR東日本水戸支社と締結した。 

・小川地内「市道小 107号線」は、道路改良工事(坂上区)を実施している。 

・竹原中郷地内「市道美 1-11号線」は、路線測量(竹原中郷区、上馬場区)と道路改良工事

(竹原中郷区)を実施している。 

・西郷地地内「市道美 1-8号線」は、道路改良工事(柴高区)を実施している。 

・中野谷地内「市道美 936号線」は、歩道整備の位置確認と測量業務の発注準備を進めて

いる。 

・江戸地内「市道美 502号線」は、道路詳細設計説明会の準備を進めている。 

・羽鳥地内「市道美 2-11号線」は、路線測量(旭区)を実施している。 

・上玉里、田木谷地内「市道玉 4号線」は、歩道整備の事業説明会を開催し、路線測量業

務を発注した。 

④市単独事業 

・羽鳥地内「市道美 591号線」は、道路改良工事(高場区)が完了した。 

・羽刈地内「市道美 422号線」は、境界立会いの準備を進めている。 

・中延地内「市道小 10457号線」は、道路改良工事(下田一区)を実施している。 

・中台地内「市道美 904号線」は、道路改良工事が完了した。 

・世楽地内「市道小 10911号線」は、道路照明灯設置工事が完了した。 
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【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 

・全線早期供用開始を目指し、県工区の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 の道路改良工事に続き、上馬場地内の園部川橋梁部の下部 

工事及び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 

工事を行っており、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のシェルター工事が完成し、今年度内の完成を目指し、引き  

続き駅前広場工事を行っている。 

・東口市有地を利活用する事業者を令和 2 年 9 月 30 日から募集したが、11 月 6 日までの

参加登録受付期間内に参加登録手続した事業者はなかった。 

(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、今年度内の全線完成を目指し、道路改良舗装工事  

を行っている。 

 

【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、竹原下郷地区のマンホー

ルポンプ設置工事 1件、竹原・竹原下郷地区 1件および新高浜第一地区 2件の実施設計

業務委託を発注した。 

(2) 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 26 基（新築 3 基、転換 23 基）

の申請を受付した。そのうち 12基分（新築 2件、転換 10件）が完了し、補助金の支払

いを行った。 

 

 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状況 

・9/8 に県コロナ対策指針がステージ 2 に緩和、11/11 には再びステージ 3 に強化された

が、引き続き全施設の利用制限（人数制限）及びいばらきアマビエちゃんの登録推進と

宣誓書の掲示、並びに 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 
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(2) 小美玉市七つの祝い記念品贈呈式の開催 

・実施日：令和 2年 11月 12日（木） 

・場 所：小美玉市役所本庁舎 

・目 的：未来を担う子どもたちの健やかな成長を願うため、七つの祝いを記念し、   

ランドセルを贈呈する。 

・内 容：新型コロナウイルス感染拡大防止のため式典を中止し、来春小学 1年生になる

入学予定者 364名を代表して、美野里幼稚園の代表園児 2名と保護者が出席し、

市長から園児に記念品のランドセルを贈呈した。 

(3) 小美玉市成人式の開催 

 ・内 容：小美玉市成人式典は、新型コロナウイルス感染防止対策のため、新しい生活様

式を取り入れ、出身中学校で参加者を振り分けして分散開催を予定している。 

・開催日：令和 3年 1月 10日（日） 

・会 場：小美玉市小川文化センターアピオス（小美玉市小川 225番地） 

・日 程：（午前の部・午後の部 2回に分けて開催） 

    午前の部：小川南中学校・小川北中学校・玉里中学校 

午前 10時開場 午前 11時開式（午前 11時 40分終了予定） 

    午後の部：美野里中学校、その他の中学校 

午後 1時開場  午後 2時開式（午後 2時 40分終了予定） 

・対象者：平成 12年 4月 2日から平成 13年 4年 1日までに生まれた方 

・その他：新型コロナウイルス感染症の著しい拡大に伴う緊急事態等の措置が行われた 

場合には、安全対策を優先し変更もしくは中止にする場合がある。 

(4) 新型コロナウイルス感染症対策に伴う事業の中止 

・12月実施予定の「しめ縄講座」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、グラウンド）の利用状況 

・9/1 各種大会開催運営に関するガイドラインを策定し、大会での施設利用を緩和する。  

なお、大会開催にあたりコロナウイルス感染症対策についてスポーツ推進課でヒアリン

グを実施している。 

・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、外部グラウンド（各運動広場，野球場）、学校体育施設（体育館，グラウ

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 

・「新春歩け歩け大会」・「第 15回市民駅伝競走大会」・「スキー教室」の開催を中止とした。 
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【生活文化課】 

(1) 市内の文化施設の利用状況 

・9/8 に県コロナ対策指針がステージ 2 に緩和、11/11 には再びステージ 3 に強化された

が、引き続き全施設の利用制限（人数制限）及びいばらきアマビエちゃんの登録推進と

宣誓書の掲示、並びに 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) 第 2次まるごと文化ホール計画策定 

・内  容：まるごと文化ホール計画の第 2次計画を令和 4年 3月（予定）に策定するた

め、内容の審議について、小美玉市公共ホール運営委員会に諮問を依頼した。 

 ・諮 問 日：令和 2年 10月 13日（火） 

 ・委員構成：社会教育及び学校教育の関係者並びに芸術・文化に識見を有する者（12名） 

 ・そ の 他：計画内容の具体的な協議を住民と行うため、プロジェクトチーム（25 名）  

を別に編成する。 

(3) 新型コロナウイルス感染症対策に伴う事業の中止 

・1月実施予定の「書き初め大会」の開催を中止とした。 

 

 教 育 委 員 会  

 

【学校教育課】 

(1) 学校における感染症対策 

※文部科学省『学校保健特別対策事業費補助金』を活用した事業 

①感染症対策のためのマスク等購入支援事業 

・総 額：1,323,000 円(補助率 1/2) ※うち 662,000 円は「新型コロナウイルス感染症 

対応地方創生臨時交付金」を活用 

・内 容：感染症対策のための全園児及び全児童生徒にフェイスシールドを購入した。 

      各学校へ消毒用アルコール等を購入した。 

②学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業 

・総 額：17,000,000 円(補助率 1/2) ※うち 8,500,000 円は，「新型コロナウイルス感 

染症対応地方創生臨時交付金」を活用予定 

・内 容：各学校が取組む感染症対策を目的とした物品購入及び校外活動時のバス利用 

における 3密対策を目的としたバス増車分に対する費用支援を行った。 

     〈補助内訳〉美野里中 200万円，その他の中学校 100万円 

           小川南小及び羽鳥小 150万円，その他の小学校 100万円 

※補助金実施要領の基準による 

(2) 「ＧＩＧＡスクール構想」に関する取組み 

※「ＧＩＧＡスクール構想」⇒教育 ICT 環境の構築を目的とした 1 人 1 台端末と、高速 

大容量の通信ネットワークの整備を行う。 

①学校情報通信ネットワーク校内ＬＡＮ構築等（業務委託） 

 ・契約期間：令和 2年 9月 1日～令和 3年 2月 26日 
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 ・契約金額：小川地区小中学校：35,200,000円 

       美野里地区小中学校：59,400,000円 

 ②タブレット端末（児童生徒 1人 1台及び教師用）整備 

・タブレット端末整備にあたっては、茨城県と県内市町村が連携し、教育 ICT の推進を  

目的として設置された「茨城県教育 ICT推進協議会」が執行する端末共同調達において

納入業者が決定するため、この納入業者との契約を予定している。（12月予定） 

 

【施設整備課】 

(1) 小中学校規模配置適正化実施計画の進捗状況 

①玉里学園義務教育学校 

・8 月及び 10 月に開校準備委員会を開催し、校歌の歌詞や通学体制など、各専門部会か 

らの報告に基づき協議を行った。 

・校歌については、音楽制作会社からの地域や学校の特色を取り入れた歌詞の提案を基に、

その構成や内容についての協議を行った。委員より上がった歌詞のフレーズについての

意見は、全体的なバランスに影響のない範囲で反映させることとし、次回の準備委員会

では楽曲の検討を行うこととした。 

・通学体制については、路線バスによる遠距離通学支援の対象において、地域間での違い

があるとの意見を受け、対象地域の見直しを行った。 

・新校舎建築工事は、コンクリート打設工事を終え、現在は、外壁塗装及び家具等の内装

工事を行っており、10月末現在の進捗率は計画 68.4％に対し 71.7％である。 

②小川北義務教育学校 

・7 月及び 9 月に開校準備委員会を開催し、制服・体操服の選定及び開校時期の変更、  

工事等の今後の予定について報告を行った。 

・制服・体操服については、各 3セットを一次選定した後、二次選定として製品の見本を

展示したうえで、保護者等の投票により選定を行った。 

・新校舎建築工事は、11月より仮設駐輪場設置の工事を進めている。 

(2) 納場小学校校舎外壁及び屋上防水工事 

 ・教育環境の改善及び建物の耐久性の確保を図ることを目的として、7/4 から 9/23    

を工期として、当該工事を実施した。 

(3) 小美玉市立よつば幼稚園整備工事 

・竹原小学校校舎内に美野里地区の統合幼稚園となる「よつば幼稚園」を設置すること  

に伴い、幼児教育の円滑な実施を図るため、10/31 から R3.2/26 を工期として、トイレ

等の改修工事を実施する。 

 

【子ども課】 

(1) 小美玉市立よつば幼稚園の入園申込み状況 

・内  容：令和 3年 4月に開園する小美玉市立よつば幼稚園の入園募集を行った。 

・申込期間：令和 2年 11月 2日から令和 2年 11月 20日まで 

・申込者数：4歳児…14名（定員 35名） 5歳児…35名（定員 35名） 
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 水 道 局  

【水道課】 

(1) 防衛補助を活用した事業 

 ①工 事 

 ・配水管更新工事 5件を発注した。 

 （山野・野田・中延・下馬場・小塙地内） 

(2) その他の水道事業等（単独事業） 

 ①工 事 

・公共工事における配水管布設替工事 1件を付帯工事により発注した。 

（竹原下郷地内） 

・浄水場施設における機器改修工事 1件を発注した。 

（美野里浄水場） 

 


