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令和 3年第 1回定例会 行政報告（令和 2年第 4回定例会以降分） 

令和 3年 2月 26日提出 

 

 新型コロナウイルス感染症対策本部  

 

【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) 路線バス輸送能力増強委託料（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、バスの増便       

や多頻度輸送を踏まえたルートの再編を行い、新型コロナウイルスの感染拡       

大並びに抑制を図る。 

 ・内 容：令和 2 年 12 月 21 日に委託事業者と契約を締結し、令和 3 年 3 月末に向けて 

ルート再編案の構築を進める。 

(2) ＡＩチャットボット導入事業（企画調整課） 

 ・目 的：市民のライフスタイルおよびニーズの多様化に伴い、一人ひとりが必要として      

いる情報を必要としているタイミングで入手できることが求められているが、      

市民が市ホームページ上から気軽に問い合わせを行えるよう、ＡＩを活用した      

自動応答システムを導入し、24 時間 365 日運用することで市民の利便性を  

図り、本市における行政サービスの向上を目的とする。 

 ・内 容：令和 2 年 11 月 20 日に公募型プロポーザル方式で事業提案審査を行い、12 月 

4日に契約を締結した。令和 3年 3月から試験運用を開始し令和 3年 4月から

の本格運用に向けて準備を進めている。 

(3) 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：7,860通 10,563名 31,689,000円 

・食 事 券：500円券×6枚＝3,000円（ワンセット） 

・郵 送 日：9月 14日に郵便局持ち込みにて随時郵送 

・追加給付：転入 19件 (8月 20日以降 12月 31日までの届出)随時郵送 

・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（1月 31日現在） 

・実  績：42,667枚 利用金額 21,333,500円 利用率 67.20% (1月 25日現在) 

(4) 敬老会感染予防事業（介護福祉課） 

 ・内  容：新型コロナウイルス感染拡大に伴い、集落敬老会が自粛される中、一般記  

念品を地域の方から高齢者へ手渡すことが困難となった。感染症予防のため

市内事業者の配送により配付する。 

 ・対 象 者：集落敬老会で配付されていない 71歳以上の方 1,512名 

 ・実  績：1,512件 1,239,840円 （2月 8日配付完了） 
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(5) 農地整備に係る感染予防事業（農政課） 

 ・目  的：農振除外に係る会議等の現地確認が必要な会議において、ドローンで撮影  

した動画を用いた現地確認を行うことにより、現地確認時の車移動による 

密状態を回避する。 

 ・内  容：随意契約によりドローン 2 台を購入。令和 2 年度第 3 回小美玉市農業振興 

地域整備促進協議会から、ドローンで撮影した動画での現地説明を行った。 

(6) 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【終了】 

 ・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…91件、支給額…19,100千円 

(7) 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【終了】 

 ・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…671件、支給額…67,710千円 

(8) 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…888人（うち 3万円給付者 850人、13万円給付者：38人） 

給付額…30,440千円（予算執行率 58.5%）※給付額確定 

(9) 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。また、令和 2年 12

月 11 日現在で基本給付の受給又は申請をしているひとり親家庭に、年内に

再支給し申請は随時受付する。 
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・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：129件 給付対象者 129件  6,450,000円(2/9現在) 

・基本給付申請者： 33件 給付対象者  31件  2,210,000円(2/9現在) 

・再支給対象者支給日：384件 25,140,000円 12月 25日振込 

・再支給基本給付申請者：9件  給付対象者 8件   640,000円(2/9現在) 

・申請書受付期間：令和 3年 3月 15日まで延長 

(10) 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：4,301通 7,450名 22,350,000円 

・食 事 券：500円券×6枚＝3,000円（ワンセット） 

・郵 送 日：9月 14日に郵便局持ち込みにて随時郵送 

・追加給付：転入 62件 出生 70件(8月 20日以降 12月 31日までの届出)随時郵送 

・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（1月 31日現在） 

・実  績：27,692枚 利用金額 13,846,000円 利用率 60.87% (1月 25日現在) 

(11) 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 1月 26日までに出生届を提出した乳児数 204人 

・支給者数：204人中 197人申請あり(2月 9日時点) 

・支給金額：19,700,000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 

 

 市 長 公 室  

 

【秘書政策課】 

(1) 提案制度審査委員会の開催 

・目 的：職員が市政運営に対する自由な発想と創意工夫による提案を行うことにより、

職員の意欲及び資質の向上並びに組織の活性化を図り、効果的かつ効率的な 

行政運営を図る。 

・開催日：令和 3年 2月 5日 

・提案内容及び審査結果 

①事務改善提案 

 「財務・会計処理に関するマニュアルの作成」…採用 

 「社会福祉士連絡会の創設」…採用 
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②政策提案 

「高齢者へのごみ出し支援」…採用 

「地元企業の認知度向上によるまちの活性化」…不採用 

「農福連携で取り組む農業と福祉の持続可能性」…不採用 

 ・その他：政策提案により採用とした案件は、事業化に向け関係機関と協議する。 

 

【市民協働課】 

(1) 新型コロナウイルス感染予防に伴う事業の中止 

①令和 2年度「おみたまふるさと塾」 

・日 時：令和 3年 1月 27日（水）～2月 28日（日）全 4回 

・会 場：四季文化館みの～れ風のホール、小川文化センターアピオス 

②おみたま男女共同参画推進フォーラム 

・日 時：令和 3年 1月 31日（日）13：00～15：00 

・会 場：四季文化館みの～れ森のホール 

③小美玉市女性活躍推進事業「マルシェデビューセミナー」 

・日 時：令和 3年 2月 20日（土）、3月 6日（土）19:00～21:00 

・会 場：小川文化センターアピオス 

・対象者：マルシェに興味がある女性 

 

 企 画 財 政 部  

 

【企画調整課】 

(1) 小美玉市地域公共交通会議の実施 

・目 的：地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保や、  

その他旅客の利便性向上を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に 

必要となる事項を協議、調整することを目的とする。 

・実施日：令和 3 年 1 月 28 日（木）【新型コロナウイルス感染防止対策のため書面協議】 

・構成員：道路運送法施行規則第九条の三の規定により構成。副市長、旅客自動車運送事

業者代表及び関係団体代表、住民、利用者代表、関東運輸局長など。委員人数

は 24名。 

・内 容：①地域循環バスの実証運行は令和 3年 3月 31日をもって終了する。 

     ②終了に伴う代替施策として、高齢者等外出支援事業を拡充する。 

     ③市内循環バスを利用して通学する市内小学生に対して、一定基準に該当する 

児童について無料で利用できる措置を実施する。 

・結 果：委員 24名のうち全員の賛成で上記内容は承認された。 
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 総 務 部  

 

【人事課】 

(1) ドローン操作研修の実施 

 ・期 日：12月 15日（火） 

 ・講 師：NTT東日本設備部担当者 9名 

 ・受講者：農政課、農業委員会、環境課、防災管理課、管理課、商工観光課、企画調整課 

      各課合計 9名  

 ・内 容：先進技術導入の一環として、市がドローンを管理・運用し、職員自らがドロー

ン操作を行い行政分野の各業務での活用を図るため、連携協定を締結している

東日本電信電話株式会社設備部社員を講師とし、ドローンの操作方法について

学んだ。  

(2) 政策形成実践研究発表会の実施 

 ・期 日：1月 29日（金） 

 ・参加者：9名 

 ・内 容：政策形成実践研究は、問題解決や政策形成等の能力の向上を図る研修として、

参加した 9 名の職員が 3 チームに分かれ、「市内企業の活性化」・「高齢者への

生活支援」・「農福連携」の各テーマについて約半年の期間をかけて調査・研究

した成果を発表した。 

 

 市 民 生 活 部  

 

【市民課・小川総合支所・玉里総合支所】 

(1) マイナンバーカード申請補助サービスの実施 

 ・内  容：マイナンバーカードの交付率向上のため、令和 2 年 7 月から窓口 3 ヶ所で   

マイナンバーカードの申請補助を実施している。 

 ・申請状況：令和 2年 7月～令和 3年 1月 1,349件 

      （内訳）7月…119件  8月…176件 9月…218件 10月…179件 

          11月…200件 12月…169件 1月…288件 

 

【環境課】 

(1) 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、計画案が完成した。2 月 1 日に第 3 回  

小美玉市環境審議会を開催し、審議会長から市長に令和 2年 8月 6日に諮問し

た「小美玉市環境基本計画の策定について」に関する答申があった。 

 ・その他：12 月 18 日から令和 3 年 1 月 18 日にかけてパブリックコメントを実施した。

（意見提出者数 1件） 
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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（1月 31日現在） 

休館：令和 3年 1月 11日（月）～令和 3年 3月 1日（月）予定 

開館日数：184日 

利用者数：延 27,988人 

・小美玉温泉ことぶき 利用状況（1月 31日現在） 

休館：令和 3年 1月 11日（月）～令和 3年 2月 28日（日）予定 

開館日数：184日 

利用者数：延 33,838人 

(2) 小美玉温泉ことぶき駐車場整備事業 

・用地取得が完了し、エントランス増築工事を発注した。 

(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を進めている。 

 ・四季健康館事務室ローカウンター化工事を進めている。 

 ・小美玉市保健センター網戸設置工事が完了した。 

 

 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 

 ・中国行き：定期 2路線 3月 27日まで運休。連続チャーター便 3路線当分の間運休。 

 ・台湾行き：4月 30日まで運休。 

 ②国内線の状況 

 ・2月 28まで全便運休。 

 ・3 月 28 日よりダイヤ改正。神戸便及び札幌便が 1 日 2 往復、福岡便及び那覇便が 1 日 

1往復、宮古(下地島)乗継便 1日 1往復が運航される。 

 ③茨城空港ビル来場者の状況 

 ・空港来場者数は、令和 2 年の 1 年間で約 68 万 9 千人、対前年比は約 87 万 6 千人の減、

率にして約 66％の減。開港からの来場者数累計は、2月末日で約 1,335万 6千人。 

 

 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、境界立会い(伏沼区)を実施した。 

・中延地内「市道小 10742号線外 2」は、道路改良工事(立延区)が完了した。 
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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、用地測量(羽木上区)業務が完了した。 

・山野地内「市道小 20224 号線外 1」は、用地測量・水路設計(清水頭区、山野区)業務を

実施している。 

・外之内地内「市道小 20284号線」は、道路改良工事が完了した。 

・与沢地内「市道小 30125号線」は、道路改良工事が完了した。 

・川戸地内「市道小 110号線」は、歩道整備(山川区)の事業を進めている。 

・倉数地内「市道小 30509号線外 1」は、道路線形説明会(倉数川向区)を開催した。 

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  

実施している。 

(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、道路改良工事を実施している。 

・中延地内「灌漑排水整備」は、排水整備(立延区)の事業を進めている。 

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、石岡台地の送水管工事(松山区、下高崎区)   

時期の目途が立ち次第、事業を再開する予定である。 

・竹原小学校外周道路「市道 1648号線外 1」は、道路改良工事が完了した。 

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の事業を  

進めている。 

・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、上馬場地内「市道美 1-11号線」は、道路改良工事(竹原中郷区)を実施してい

る。また、地質調査(竹原中郷区、上馬場区)業務を発注した。 

・柴高、西郷地地内「市道美 1-8号線」は、道路改良工事(柴高区)が完了した。 

・中野谷地内「市道美 936号線」は、縦横断測量業務を発注した。 

・江戸地内「市道美 502号線」は、道路詳細設計説明会を開催した。 

・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、路線測量を実施している。 

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)の事業を進めている。 

・羽刈地内「市道美 422号線」は、境界立会いを実施した。 

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

 

【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 

・全線早期供用開始を目指し、県工区竹原地内の道路工事を実施している。 



- 8 - 

②栗又四ケ線 

・栗又四ケ地内の延長約 163m の道路改良工事、上馬場地内の園部川橋梁部の下部工事及

び道路改良工事に続き、栗又四ケ地内の延長 316m の道路改良工事を発注した。引き続

き、用地買収を行っている。 

③市道美 1627号線 

・江戸地内の延長約 280m の道路改良舗装工事と県道羽鳥停車場江戸線の交差点工事が  

2 月 16 日完成したことにより全線開通した。これにより、岩間 IC から国道 6 号を経て

メロンロードまで繋がり、利便性が向上した。 

(2) 羽鳥駅周辺整備事業 

・3月の完成を目指し、引き続き東口及び西口駅前広場工事を行っている。 

(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、3 月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 

・整備事業において、竹原下郷地区 5 件、新田木谷地区 5 件の管渠埋設工事、及び竹原  

下郷地区のマンホールポンプ設置工事 1 件の計 11 件の工事と、竹原・竹原下郷地区   

1 件、新高浜第一地区 1 件、及びみどり野地区 1 件の計 3 件の実施設計業務委託を発注

した。その内、工事が 10 件、委託が 2 件完了しており、残りの工事 1 件、委託 1 件に

ついても年度内完遂を目指し順調に進んでいる。 

(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、25 基（新築 3 基，転換 22 基）の申請を  

受付した。そのうち 23基分（新築 2件，転換 21件）が完了し、補助金の支払いを行っ

た。残りの 2基についても年度内に完了する見込である。 

 

 文 化 ス ポ ー ツ 振 興 部  

 

【生涯学習課】 

(1) 市内の生涯学習施設 

（利用制限） 

・1/15 茨城県独自による緊急事態宣言が発令 

・1/18 緊急事態措置の要請 

・1/19～2/8 臨時休館 

・2/5  茨城県独自の緊急事態宣言の延長 

・2/9～2/15 臨時休館の延長 

（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   
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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) 令和 2年度小美玉市成人式の開催 

・内 容：新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施して開催。式典については  

3 密を避けるため 2 部制（午前の部、午後の部）での開催とした。また、式典

の簡素化及び屋外での記念撮影により式典時間の短縮を図って実施した。 

・開催日：令和 3年 1月 10日（日） 

午前の部：午前 10時開場（午前 11時開式） 

午後の部：午後 1時開場 （午後 2時開式） 

・会 場：小川文化センターアピオス（小美玉市小川 225番地） 

・出席者：380人（該当者 634人） 出席率 59.94％ 

午前の部：小川南中学校…64人 小川北中学校…60人 玉里中学校…71人  

計 195人 出席率 71.96％ 

      午後の部：美野里中学校…183人 その他の中学校…2人 

計 185人 出席率 50.96％ 

(3) 新型コロナウイルス感染症対策に伴う事業の中止 

・リボンアートボール 2020ワークショップ 

・劇団創造市場「シンデレラ」 

・演劇 CrewCosmo's「ピーターパン」 

 

【スポーツ推進課】 

(1) 市内の全スポーツ施設 

（利用制限） 

・1/15 茨城県独自による緊急事態宣言が発令 

・1/18 緊急事態措置の要請 

・1/19～2/8 臨時休館 

・2/5  茨城県独自の緊急事態宣言の延長 

・2/9～2/15 臨時休館の延長 

（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）、小川海洋センター 

(2) 学校体育施設（学校体育館及びグラウンド） 

（利用制限） 

・1/19～2/8 臨時休館 

・2/9～2/28 臨時休館の延長 

(3) 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回市民駅伝大会 

・親子スキー教室 
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【生活文化課】 

(1) 市内の全文化施設 

（利用制限） 

・1/15 茨城県独自による緊急事態宣言が発令 

・1/18 緊急事態措置の要請 

・1/19～2/8 臨時休館 

・2/5  茨城県独自の緊急事態宣言の延長 

・2/9～2/15 臨時休館の延長 

（対象施設） 

・小川文化センター（アピオス）、四季文化館（みの～れ） 

(2) 新型コロナウイルス感染症対策に伴う事業の中止 

・アピオスリニューアル記念コンサート 

・学校アクティビティ事業集大成コンサート「綛糸Ⅳ」 

・三宅狂言会 狂言鑑賞会 

 

 教 育 委 員 会  

【学校教育課】 

(1) 遠距離通学となる児童に対する支援（令和 3年度事業予定） 

 ・堅倉小学校の児童のうち、遠距離通学（3キロメートル以上）となるため、路線バスを

使用するときの通学定期代相当分を補助するための体制を整えた。 

 

【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 

・12月に開校準備委員会を開催し、校歌や専門部会からの報告について協議を行った。 

・校歌の歌詞については、地域や学校の特色を「紫峰」、「霞ヶ浦」、「玉里」や学校教育目

標を用いて表現し、楽曲については、子どもたちの意見を参考に 2案の中から決定した。 

・平成 27年に設置した本委員会は、全 26回による協議を経て、全ての協議事項の検討を

終えたことにより、閉会となった。 

・新校舎建築工事は、内装工事等の建物の工事はほぼ完了し、現在は、外構工事を行って

おり、1月末現在の進捗率は、計画・実施ともに 96.6％である。 

②小川北義務教育学校 

・12月に開校準備委員会を開催し、工事計画や専門部会からの報告について協議を行った。 

・校章については、公募により新たに制作することとし、校歌についても、新たに制作す

ることとした。 

・通学体制として、スクールバスの 5本の運行経路と乗降所について協議を行い、乗降所

については、再度部会で検討を行うこととした。 

・新校舎建築工事は、準備工・杭基礎工事が完了し、現在は地中梁工事を行っており、   

1月末現在の進捗率は、計画 12.9％に対し実施 12.0％である。 
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(2) 小美玉市立美野里中学校トイレ改修工事 

 ・校舎は築 40 年以上が経過し、トイレの老朽化が進んでいることから、教育施設の環境

向上や機能改善を図ることを目的として、R2.12/26から R3.3/30を工期として、全校舎

棟のトイレ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保護者説明会の開催 

・実 施 日：令和 3年 1月 22日（金） 

・場 所：各幼稚園（羽鳥、納場、堅倉） 

・出席人数：保護者 46人 

・入園者数：年中 4歳児…12名（定員 35名） 年長 5歳児…35名（定員 35名） 

・内 容：よつば幼稚園の概要、入園の心得・準備等、預かり保育、年間行事予定、 

    送迎バス等の説明を行った。 

 

 水 道 局  

 

【水道課】 

(1) その他の水道事業等（単独事業） 

 ①工 事 

・舗装復旧工事 3件を発注した。（山野・与沢地内） 

・公共下水道工事に伴う舗装復旧工事１件を付帯工事により発注した。（花野井地内） 

 

 消 防 本 部  

 

【消防本部】 

(1) 消防団車両の更新 

・内 容：老朽化した消防団の消防車両を更新した。最新の装備により、性能や機能性、      

安全性が向上した。 

・配 備：①第 14分団（管轄区域：上高崎・下高崎） 

可搬式消防ポンプ付消防自動車を令和 2年 12月に更新した。 

      ②第 12分団（管轄区域：与沢・与沢百里・倉数川前・倉数川向） 

防衛施設周辺民生安定施設整備事業（民生安定補助金）を活用し、消防    

ポンプ自動車を令和 3年 2月に更新した。 

 


