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新型コロナウイルス感染症対策

・家計への支援のため全市民に10万円支給
●特別定額給付金 143億8,090万円

敬老会中止に伴い、代替事業を行う各地区の社会福祉協議会に対する支援
●高齢者敬愛活動支援 2,478万円

地域公共交通の維持・存続を図るため、バスやタクシー事業者に事業
継続支援

●地域公共交通事業者支援 2,346万円

生活支援

●市長給与10％減額（令和2年6月～令和3年3月）
●市長期末手当支給なし
●副市長ほか4人の特別職給与5％減額（令和2年6月～令和3年3月）

支出を伴わないもの

広報 別冊

市民の皆さまへ
　市民の皆さまにおかれましては、日々、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため
に、ご理解とご協力を賜っておりますこと、心から感謝申し上げます。
　また、市民の健康、命を守るために、最前線でご尽力いただいております病院関係者や
医療従事者の皆さまに、改めて深く敬意と感謝の意を表します。
　さて、新型コロナウイルス感染症の拡大は、命を脅かすだけでなく、市民生活や地域経
済に深刻な影響を及ぼしています。
　私は、何よりも市民や事業者の皆さまの生活安定や事業継続を支援するため、財政再
建のための改革を一時凍結し、国や県の対策とあわせて「生活支援」「子育て支援」「経済対策」「感染予防対策」を4
本柱とした、市独自の対策を積極的に講じてまいりました。
　これまでに「新型コロナウイルス感染症緊急対策」第４弾までの補正予算が市議会で可決され、感染症緊急対策
に係る補正予算総額は約173億円、うち市独自の対策分は18億円となりました。ここで改めて市民の皆さまに、これ
まで講じてきた対策につきましてご説明いたします。

予算総額：144億6,529万円

特別定額給付金の対象とならなかった新生児に10万円支給（4月28日
～8月21日の出生）

●新生児応援特別定額給付金 3,615万円

心理的、経済的に不安な生活を送られている
市民の皆さんの思いに寄り添い、また少しで
も財源の確保をするための措置です。市議
会議員の皆さんも10％減額されています。

◎新生児に限り、基準日
を令和2年8月21日ま
で延長

◎高齢者などの移動手
段として重要な、バス
やタクシーの運行継
続に対し支援

ポイント

市 … 周南市独自の支援策
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●中小企業者等支援 12億633万円 感染予防を徹底しつつ、大き
く落ち込んだ経済活動を回復
させていくために、新しい生
活様式を踏まえた経済対策
に取り組みます。

経済対策

予算総額：14億3,638万円

「3密」の状態になり得る店舗営業を自主休業した7業
種の小規模企業者などへ20万円の支援
売り上げが減少し、事業継続に取り組む10業種の小
規模企業者などに、20万円の支援
中小企業振興融資制度の預託金総枠の拡充
小規模・中小企業経営改善資金の措置期間中の支払
利息を全額補助
感染症対策に対応した改修工事を行った店舗などに
対し、最大20万円を補助
テイクアウトなどのサービスを始めた飲食店へ10万
円を補助
新たに飲食料品のテイクアウト事業（注文受付～配
達）を始めた事業者に最大50万円を補助

新しい生活様式に対応した営業形態への転換を図る
飲食店の共助による取り組みを補助
プレミアム食事券の発行助成
市内対象店舗でキャッシュレス決済サービスを利用
した場合、最大5,000円分のポイントを還元
組合などが行う消費喚起事業に対し、最大100万円
を補助
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宿泊旅行者が、市内で飲食や土産物などの購入
時に使用できるクーポン券2,000円分を配布

●市内宿泊特典クーポン発行 5,791万円

クーポン

市

直売所などが行う感染症対策などに対し支援
感染拡大防止のため休業した道の駅に対し協
力金を支給

●農産物直売所等活動継続支援 720万円
市

市

売り上げが減少した農林漁
業者に10万円を支援
販路拡大などに取り組む組
合などに最大50万円を補助

●農林漁業者支援 1億6,494万円
市

市

▲新しい生活様式に合わせた共同運営の店舗

▲キャッシュレス決済のキャンペーンの紹介をする市長 ▲道の駅ソレーネ周南

ポイント

子育て支援

・児童手当（本則給
付）受給者に対し、
対象児童１人につ
き１万円を支給

●子育て世帯への
　臨時特別給付金
　 1億7,584万円

市

●地域型保育施設等職員応援給付金 1,018万円

学校給食の休止で家庭での食費負担が増加した
ため、就学援助認定世帯に対し、臨時休業期間中
の学校給食費相当額を支給
学校給食食材供給体制維持支援

・学校などの臨時休業による障害児の放課後等デイ
サービス利用増加に伴う、負担額増に対する支援

●小中学校等臨時休業に伴う支援 3,527万円

・学校業務支援員の追加配置
・感染症対策・学習保障などにかかる学習支援体
制整備

●小中学校再開に伴う支援 6,420万円

・ICTを活用した学習環境を早期に実現するため、児
童生徒に１人１台タブレット端末を整備
・家庭学習のための通信機器などを整備

●小中学校学習用端末の整備 6億2,210万円
子どもの健やかな成長を応援
し、子育ての不安や疑問解消を
図るための取り組みを行いま
す。

・ひとり親世帯に５万円（第2子以降1人につき3万
円）を支給
　児童扶養手当受給資格者に、対象児童１人につき

3万円を支給
　所得制限などで上記給付金のいずれも支給され

ない人に対し、児童１人につき３万円を支給

●ひとり親世帯に対する支援 2億4,090万円

●小中学校夏休み短縮に伴う支援 5,124万円

・小学校普通教室のエアコン整備を前倒しで
行い、夏休み短縮に対応

その他の対策

予算総額：12億7万円

●子育てに関するオンライン相談・講座などの
　環境整備 34万円
・子育てに関する相談をオンラインで行えるよう整備
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学校における生活指導員・介助員の配置
授業実施期間中の学校給食を無償化

市
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県事業の対象にならない地域型保育施設、認可外
保育施設の職員に対し、１人５万円を支給

ポイント
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●中小企業者等支援 12億633万円 感染予防を徹底しつつ、大き
く落ち込んだ経済活動を回復
させていくために、新しい生
活様式を踏まえた経済対策
に取り組みます。

経済対策

予算総額：14億3,638万円

「3密」の状態になり得る店舗営業を自主休業した7業
種の小規模企業者などへ20万円の支援
売り上げが減少し、事業継続に取り組む10業種の小
規模企業者などに、20万円の支援
中小企業振興融資制度の預託金総枠の拡充
小規模・中小企業経営改善資金の措置期間中の支払
利息を全額補助
感染症対策に対応した改修工事を行った店舗などに
対し、最大20万円を補助
テイクアウトなどのサービスを始めた飲食店へ10万
円を補助
新たに飲食料品のテイクアウト事業（注文受付～配
達）を始めた事業者に最大50万円を補助

新しい生活様式に対応した営業形態への転換を図る
飲食店の共助による取り組みを補助
プレミアム食事券の発行助成
市内対象店舗でキャッシュレス決済サービスを利用
した場合、最大5,000円分のポイントを還元
組合などが行う消費喚起事業に対し、最大100万円
を補助
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宿泊旅行者が、市内で飲食や土産物などの購入
時に使用できるクーポン券2,000円分を配布

●市内宿泊特典クーポン発行 5,791万円

クーポン

市

直売所などが行う感染症対策などに対し支援
感染拡大防止のため休業した道の駅に対し協
力金を支給

●農産物直売所等活動継続支援 720万円
市

市

売り上げが減少した農林漁
業者に10万円を支援
販路拡大などに取り組む組
合などに最大50万円を補助

●農林漁業者支援 1億6,494万円
市

市

▲新しい生活様式に合わせた共同運営の店舗

▲キャッシュレス決済のキャンペーンの紹介をする市長 ▲道の駅ソレーネ周南

ポイント



2020 広報 別冊 4

・公立の保育所・幼稚園などの感
染予防対策
・公立の保育所・幼稚園などの
ICT化による保護者との迅速な
コミュニケーション体制の構築
・民間保育所などが行う感染予
防対策として1施設につき50万
円を上限に支援

●保育所などの感染予防対策 6,339万円

感染予防

予算総額：1億9,010万円

新南陽市民病院の院内感染予防対策として、旧新
南陽保健センターに発熱外来を整備
医療現場にフェイスシールド（2,700枚）を配備

●医療現場における感染予防対策 1,084万円
子どもや高齢者、昼夜を問わ
ず尽力している医療従事者へ
の予防対策・支援を行います。

障害福祉サービスや高齢福祉サービスを行う事業
所に、感染予防対策費として5万円、10万円を支給

●福祉施設感染予防対策支援 2,385万円

・妊婦へのマスク配布
集団検診（3歳児健康診査）での感染予防対策
保健師などによる乳幼児家庭訪問時の感染予防対策

●母子感染予防対策 575万円

●庁舎内などの感染予防対策 6,398万円

・旧新南陽保健センターに「地域外来・検査セ
ンター」（ウイルス検体採取）を設置
・市民の皆さんや企業から寄付されたマスクを
小中学校などに配布
・企業から提供された消毒液を感染予防対策
を行う事業所に対し、無償配布
・感染症対策応援寄付金の募集

その他の対策

●小中学校感染予防対策 2,229万円

本庁舎などの感染予防対策
避難所感染予防対策（非接触型体温計・避難所用
テント・段ボールベッドなどの配備）
ウェブ会議環境整備
テレワーク環境整備
文化会館感染予防対策
動物園リモート機能整備
図書館に除菌BOXを配置
各種届け出、申請の郵送化

　感染症終息のめどが立たない中、引き続き対策の手を緩めることなく、さらなる感染症予防や市民生活・事業活動
に対する支援、消費喚起対策など、必要に応じて迅速かつ積極的に講じてまいります。
　市民の皆さまにおかれましても、引き続きマスクの着用など、基本的な感染防止策の徹底や、3密を防ぐなどの「新
しい生活様式」の実践をお願いします。

周南市長　藤井 律子　　　　

最後に
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消毒用アルコールなどを配備
・放課後児童クラブでの感染予防対策
市

▲徳山医師会長へフェイスシールドを贈呈

問合せ　市民の声を聞く課広聴担当☎0834-22-8808
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