
第 3 回 基 山 町 議 会 臨 時 会 記 者 会 見 次 第 

 

 日時 令和２年 7 月 22 日（水） 

午後４時から午後５時まで 

場所 基山町役場 ４階 大会議室 

 

１．開会 

 

 

２．町長の挨拶 

 

 

３．令和２年 第３回基山町議会臨時会 議案について   …P1 

 

 

４．新型コロナウイルス感染症対策関連補正予算について 

 ・基山町生活支援特別給付金の給付について    …P2 

 ・町内医療機関へ感染防止対策補助金事業を実施します   …P3 

 ・迅速な避難所運営を行うために防災倉庫を建設いたします  …P4-5 

 ・令和３年１月から子どもの医療費助成の拡大を行います 

～高校生の通院分も対象になります～     …P6 

 ・新生児特別定額給付金の支給について     …P7 

 ・GIGA スクール構想による学習用ＰＣ１人１台端末配備を 

地方創生臨時交付金を使って行います     …P8 

 ・中小企業者事業継続緊急支援金の 

２次支援（２回目の交付）を実施します    …P9 

・プレミアム付商品券『きのくににぎわい商品券』追加販売決定！！ …P1 

 

 

５．令和２年７月豪雨（５日～１４日）被害について   …P12-17 

 

 

６．その他 

 

 

７．閉会 



令和２年第３回臨時会議案一覧 

【 可決 】  令和２年度基山町一般会計補正予算（第３号） 
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問合せ先 

福祉課 社会福祉係 

Tel:0942-92-7964 Fax:0942-92-7184 

Mail:fukusi-2@town.kiyama.lg.jp 

令和２年７月 22日 

福祉課 

基山町生活支援特別給付金の給付について 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、所得の減少や生活費の負担増加となってい

る世帯に対し、基山町生活支援特別給付金を給付します。 

記 

１．給付対象者  基準日（令和２年６月 30 日）において、本町の住民基本台帳に記

録されている者であって、住民税非課税世帯、一人暮らし高齢者世

帯、生活保護受給世帯、準要保護世帯、児童扶養手当受給世帯、特

別児童扶養手当受給世帯、重度心身障害者医療費受給世帯、要介護

認定者世帯(要介護４以上)、多子世帯(高校生以下の子ども５人以

上)のいずれかに該当する世帯の世帯主 

２．給付額 給付対象の世帯主に２万円（給付対象者のうち、中学生以下の子ど

もがいる世帯の世帯主に１世帯当たり１万円を上乗せして給付） 

３．給付時期 給付対象の世帯主の方に、９月上旬頃に給付します 

４．給付方法 特別定額給付金の振込口座に振り込みます。本町が当該口座を把握

していない場合や当該口座以外の口座への振込を希望する場合は、

事前に手続きが必要になります。 

５．その他 申請は不要です。給付対象の世帯主の方には、事前にお知らせを送

付します。 
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問合せ先 

健康増進課 健康増進係 

Tel:0942-92-2045 Fax:0942-92-2148 

Mail:kenkou@town.kiyama.lg.jp 

令和２年７月 22日 

健康増進課 

町内医療機関へ感染防止対策補助金事業を実施します 

 新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため、町内の医療機関が実施する感染

防止対策に要する経費を補助します。 

記 

１．補助対象者  町内の医療機関（病院・診療所・歯科診療所） 

２．補助対象経費 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に必要な経費 

（１）消耗品費 

（２）備品購入費 

（３）施設改修費 

（４）その他町長が特に必要と認める経費 

３．補助金の額  対象経費を合算した額の１０分の１０以内（１０万円を上限） 

４．補助方法   所定の交付申請書に必要な書類を添えて、健康増進課へ提出。 

交付決定後の請求により指定口座に振り込みます。 

５．補助対象期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日 
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問合せ先 

総務企画課 防災係 

Tel:0942-92-7915 Fax:0942-92-2084 

Mail: bosai-1@town.kiyama.lg.jp 

令和２年７月 22日 

総務企画課 

迅速な避難所運営を行うために防災倉庫を建設いたします 

 近年頻発、激甚化する自然災害に加え、新型コロナウイルス感染症に対応するため、

指定避難所（町民会館、総合体育館等）に隣接して防災倉庫を建設し、現在、分散して

保管している備蓄品や資材等の集約化を図ります。 

また、避難スペースの間仕切りや段ボールベットとしても利用可能な段ボールを購入

し、備蓄いたします。 

総事業費は 23,189 千円となります。 
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問合せ先 

こども課 こども家庭係 

Tel:0942-92-7968 Fax:0942-92-7184 

Mail:kosodate-1@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

令和２年７月 22日 

こども課 

 

 

令和３年１月から子どもの医療費助成の拡大を行います 

～高校生の通院分も対象になります～ 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、町内在住の高校生の通院分の医療費 

について、令和３年１月診療分から助成を行います。 

 

記 

 

１．対象者   町内在住の高校生（医療機関等受診時に基山町に住所を有す 

る者） 

18歳に達した日以後最初の３月 31日までが対象 

 

２．助成対象医療費   令和３年１月診療分以降の保険診療分の医療費 

 

３．助成方法      医療機関等で医療費をお支払をした後で、保険診療分につい

て、子どもの医療費助成申請書に必要事項を記入後、領収書

を添付し、こども課に提出します。こども課で審査後、自己

負担分を超えた金額を指定口座に振込します。 
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問合せ先 

こども課 こども家庭係 

Tel:0942-92-7968 Fax:0942-92-7184 

Mail:kosodate-1@town.kiyama.lg.jp 

令和２年７月 22日 

こども課 

新生児特別定額給付金の支給について 

 新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子

育て支援の充実を図るため、国の特別定額給付金の基準日（令和２年４月 27 日）を過

ぎて出生した新生児を育てる世帯に対して新生児特別定額給付金を支給します。 

記 

１．支給対象者 令和２年４月 28日から令和３年３月 31日までに生まれた子ども

（死産は除く）の父又は母 

２．支給額  対象の子ども１人につき５万円 

３．申請方法 新生児特別定額給付金支給申請書に必要事項を記載し、こども課 

へ提出（郵送可） 

４．支給時期 対象の方には、支給決定後 30日以内に支給します。 

５．支給方法 申請書で指定する父又は母の口座へ振込みします。 

※支給対象者には、こども課からお知らせします。
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問合せ先 教育学習課 学校教育係 

Tel:0942-92-7980 Fax:0942-92-0741 Mail:gakko-2@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

令和２年７月２２日 

教育学習課 

 

 

GIGA スクール構想による学習用ＰＣ１人１台 

端末配備を地方創生臨時交付金を使って行います 

 

 基山町では、ＩＣＴを活用してすべての子どもたちに学びを保障できる環境を早急に

実現する必要があることから、国が掲げるＧＩＧＡスクール構想に実現に向けて児童生

徒１人１台の環境を整備します。 

令和２年６月議会において、高速大容量の通信ネットワーク施設工事費とすべての児

童生徒に学習用パソコンを導入する補正予算が可決されました。今回７月臨時議会の補

正予算で町負担部分であった教師用のパソコン端末の購入等についても新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金を使って整備することとしました。 

総事業費は 116,670 千円、となります。そのうち国の補助金は、GIGA スクール補助

金が 56,061 千円、地方創生臨時交付金は 36,813 千円となります。 
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問合せ先 

産業振興課 商工観光係 

Tel:0942-92-7945 Fax:0942-92-0741 

Mail: brand@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

令和２年７月 22日 

産業振興課 

 

 

中小企業者事業継続緊急支援金の２次支援（２回目の交付）を実施します 

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、経済活動の収縮が広がり、各業種の売上減の

状況が長期化しています。特に中小企業者の事業継続を支援するため、基山町独自で実

施している緊急支援事業の２次支援として、支援金の２回目の交付を実施します。 

 

記 

 

１．２次支援（２回目の交付）対象事業者 

基山町中小企業者事業継続緊急支援金を受けた事業者で、次の①および②を満

たすもの 

① セーフティネット保証４号の申請月から２か月を経過した後の任意の１か月間

の売上高が前年同月比で２０％以上減少していること。 

② 上記の１か月間とその後の２か月間の売上高が前年同期間比で２０％以上減少

する見込みであること。 

 

２．内   容  次の①又は②のいずれかを追加支援金として交付します。 

①家賃等（事業所の家賃（土地賃借料を含む。）及び事業を営む上 

で使用する駐車場の賃借料）の５割（上限 10万円）の３月分 

         ②売上金の減少に対する緊急支援金（一律 10万円） 

 

３．申請書類等  申請書の様式等は産業振興課の窓口で配布します。 

また、町ホームページからダウンロードできるようにします。 
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問合せ先 産業振興課ブランド化推進室商工観光係 

Tel:0942-92-7945 Fax:0942-92-0741 

Mail:brand@town.kiyama.lg.jp 

令和２年７月 22日 

産業振興課 

プレミアム付商品券『きのくににぎわい商品券』追加販売決定！！ 

 新型コロナウイルス感染症の影響による消費支出の低迷に対し、消費喚起と事業者の

事業継続を下支えすることを目的として、プレミアム付商品券を発行しています。 

 このたび、購入希望の多かった消費喚起型プレミアム付商品券と小規模事業者応援型

プレミアム付商品券の追加販売をすることを決定しました。 

記 

１． 追加発行する商品券の概要 

○得 きのくににぎわい商品券（消費喚起型プレミアム付商品券）

  対象商品等：すべての登録事業所での物品販売またはサービス提供 

額面 11,000円のプレミアム付商品券を 10,000円で販売する。 プレミアム率 10％ 

追加発行冊数 3,000冊 

○金 きのくににぎわい商品券（小規模事業者応援型プレミアム付商品券）

対象商品等：サービス業や小規模な小売店等での物品販売またはサービス提供 

額面 7,000 円のプレミアム付商品券を 5,000 円で販売する。プレミアム率 40％ 

追加発行冊数 3,000冊 

２．購入対象者 基山町民及び基山町への通勤・通学者 

３．商品券販売方法等 販売方法・場所等については近日発表！ 

４．商品券利用期間 販売日から令和３年１月 31日（日）まで 
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事業番号 事業名 目的・効果

1 健康保持支援事業

重症化しやすい高齢者等の健康を守り、かかりつけ
医の安定した診療支援を行う。また、自然災害によ
る避難所での新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止と健康保持のため、衛生環境の整備を図る。
また、新型コロナウイルス感染症により、経営に影
響を受けている町内の病院及び診療所に対し、コロ
ナウイルス感染症の対策に係る費用を助成すること
により、医療提供体制の継続と維持を図る。

医療機関感染防止
対策費助成事業

1,800千円
（助成費100千円×18件）

生活支援特別給付金
支給事業
（一人20千円又は
30千円）

42,217千円（Ⅰ＋Ⅱ）
Ⅰ　40,000千円
（特別給付金20千円×1,907人、15歳以下の子ども上乗分10千円
×186人）
Ⅱ　事務費2,217千円

住まいの困窮者緊急
支援事業

24,355千円
（修繕費24,355千円）

6 おもてなし向上支援事業

町内活動のおもてなしを向上させ、将来の生産力の
向上や観光の魅力の増強を図り、交流人口を増加
させ、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を
受けている地域経済の活性化と経済活動の回復を
図る。

スポーツによる来訪者
誘致、交流人口増加
のため安心安全な町
内施設の整備

25,433千円
（多目的運動場整備費11,983千円、
町営球場整備費13,450千円）

図書館環境整備事業
1,256千円
（サーマルカメラ設置費1,044千円、消耗品等212千円）

文化・スポーツ施設
環境整備事業

5,590千円
（Ｗｅｂ配信設備導入費（町民会館）3,502千円、サーマルカメラ設
置費2,088千円（町民会館・総合体育館））

防災倉庫整備事業
22,760千円
（防災倉庫整備費22,760千円）

避難スペース仕切用
段ボール・段ボール
ベット整備事業

429千円
（消耗品費429千円）

ＳＮＳ対応事業
1,792千円
（ＨＰ改修委託料1,792千円）

9 高校生の受診支援事業
助成範囲を高校生の入院までとしていたが、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大を受け、助成範囲を高
校生の通院まで拡大する。

高校生の受診支援
事業

2,490千円
（助成費400千円、臨時職員人件費843千円、通信運搬費37千円、
システム改修費1,210千円）

10
新生児特別定額給付金
事業

緊急事態宣言の時期に不安を抱えながら妊娠期を
過ごされた世帯への経済的支援として、国の特別定
額給付金の基準日（4月27日）を過ぎて出生した新
生児を育てる世帯に対して給付金を給付する。

新生児特別定額給付
金事業(一人50千円）

7,050千円
（特別定額給付金50千円×141人）

11 放課後児童対策事業

放課後児童教室に通う児童同士の間隔を保つた
め、また、空気換気を効率よく行うため、放課後児童
教室の改修を行い、新しい生活様式に対応した放
課後児童教室を目指す。

放課後児童対策事業
10,301千円
（放課後児童教室改修費10,301千円）

12
GIGAスクール構想推進
事業

小中学校の児童生徒１人１台の学習用ＰＣを配備
し、高速大容量のネットワークを整備することによっ
て、デジタルコンテンツの活用やオンライン学習によ
り、新型コロナウイルス感染症による学校の長期休
業にも対応でき、子どもたちの学びを保障できる環
境を整備する。

GIGAスクール構想推
進事業

45,969千円
（町負担分、国庫補助事業裏負担分45,969千円）

(１)事業所の家賃及び
駐車場の賃借料に対
する緊急支援金

(２)売上金の減少に対
する緊急支援金

一事業者当たり(１)又
は(２)を支援

4 プレミアム付商品券事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受け収縮した地
域経済活動の復興と落ち込んだ消費の回復を図
る。

第２弾プレミアム付
商品券事業

102,000千円（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ）
Ⅰ　消費喚起型プレミアム付商品券（プレミアム率10％）
　55,000千円　（11千円×5,000冊）
Ⅱ　飲食店応援型プレミアム付商品券（プレミアム率30％）
　6,500千円（6,500円×1,000冊）
Ⅲ　小規模事業者応援型プレミアム付商品券（プレミアム率40％）
　35,000千円　（7千円×5,000冊）
Ⅳ　5,500千円（印刷費3,054千円、消耗品費510千円、換金費用
1,936千円）

5
交流イベントによる
活性化事業

基山町で開催する大規模イベントを盛大に開催し、
交流人口と滞在時間を増加させ、新型コロナウイル
ス感染症拡大により影響を受けている地域経済の
活性化と経済活動の回復を図る。

きやまロードレース大
会・スロージョギング
大会

300千円
（参加記念品250円×1,200人）

交付金を充当する経費内容

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

様々な災害に備えた避難所運営を行うため、備蓄
品の集約化と避難所における新型コロナウイルス感
染症等への感染リスクの軽減と感染拡大を防止す
る。また、SNSを活用することで緊急情報等を素早く
正確に町民に周知することを目指す。

新たな災害対応スタイル
構築事業
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追加事業

新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けた
者の生活再建のための経済的支援として、ひとり親
世帯、非課税世帯、一人暮らし高齢者世帯等への
給付金支給や雇用維持、学習支援のためのICT環
境整備、セーフティネット住宅確保を行う。また、本
桜団地の電源を単相２線式から単相３線式に変更
することにより適切なエアコン使用が可能となり、新
型コロナ禍の「新しい生活様式」における熱中症予
防を目指す。

生活再建緊急支援事業2

施設の利用やイベント開催に伴い、新型コロナウイ
ルス感染症等の感染拡大防止策として、リモートカ
メラを設置し、イベントのライブ配信を行う。また、消
毒液等を常備し施設内の清潔を保ち安心して利用
してもらうことを目指す。

公共施設における感染
症等拡大防止事業

7

増額事業

減額事業

中小企業者事業継続
緊急支援事業

3
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け売上
金が減少している町内中小企業者の事業継続を支
援する。

43,000千円（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）
Ⅰ　一次支援15,000千円
((１)300千円×25事業者、(２)100千円×75事業者）
Ⅱ　一次支援追加10,000千円
((１)300千円×25事業者、(２)100千円×25事業者）
Ⅲ　二次支援18,000千円
((１)300千円×35事業者、(２)100千円×75事業者）

総事業費（７月補正後）　　 　５２５，２７０千円

（内訳）

臨時交付金（１次）　 　７５，３０６千円

臨時交付金（２次）　 　１７１，９１５千円

一般財源等　 　２７８，０４９千円
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令和２年７月豪雨（５日～１４日）の状況等について 

【気象警報等発令日時】 

５日～８日 ９日～１２日 １３日～１４日 

大雨警報発令 ６日１１時４１分 ９日 ４時０１分 １４日 ０時４３分 

大雨警報解除 ８日１１時１７分 １２日１０時５８分 １４日１３時２６分 

【雨量】 

５日～８日 ９日～１２日 １３日～１４日 

雨の降り始め ５日１９時 ９日 ５時 １３日 ８時 

雨の降り終わり ８日 ９時 １１日 ３時 １４日 ９時 

降り始めからの総雨量 ４０８．５ｍｍ ２０８．５ｍｍ １１８．０ｍｍ 

時間最大  ３３．０ｍｍ 

６日１３時～１４時 

１９．５ｍｍ 

９日１７時～１８時 

６０．０ｍｍ 

１４日 １時～ ２時 

１日の最大雨量 ２０７．５ｍｍ 

7 日 4 時～24時間 

１２５．０ｍｍ 

9 日 17時～24時間 

１１７．５ｍｍ 

13日 10時～24 時間 

期間総雨量 

7 月５日～１４日 

７４０．５ｍｍ 

（１２日の５．５ｍｍを含む） 

【町対策日時】 

５日～８日 ９日～１２日 １３日～１４日 

災害対策連絡室設置 無 ９日 ４時０１分 １４日 ０時４３分 

災害対策本部設置 ６日１１時４１分 無 無 

【警戒レベル３】避難準

備・高齢者等避難開始を発

令（第１区、第２区、第４

区、第６区の中山間地域） 

６日１２時００分 ９日１５時００分 

避難所開設 ６日１２時００分 ９日１５時００分 無 

【警戒レベル４】避難勧告

を発令（第１区、第２区、

第４区、第６区の中山間地

域） 

７日 ８時０５分 

【警戒レベル４】避難勧告

を解除 

８日１１時１７分 

避難所閉鎖 ８日１１時１７分 １１日１２時００分 

災害対策本部解散 ８日１１時１７分 

災害対策連絡室解散 １２日１０時５８分 １４日１３時２６分 
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【避難者数】 

５日～８日 ９日～１２日 １３日～１４日 

避 難 所 
基山町民会館、保健セン

ター
基山町民会館 － 

避難者総数 ５３名 １６名 － 

【被害状況】 

災害箇所 種別 被災状況 
５日～ 

８日 

９日～ 

１２日 

１３日～

１４日 
計 

道路 

町道 

土砂流出 １５ ３ ２ ２０ 

法面崩壊 ２０ ２ ２２ 

道路陥没 ２ １ ３ 

計 ３５ ７ ３ ４５ 

法定外道路 
法面崩壊 ２ ２ 

陥没 １ １ 

計 ２ １ ３ 

林道 

法面崩壊（寺谷線） １ １ ２ 

法面崩壊（一の坂・河

内線） 
３ １ ４ 

道路破損（一の坂・河

内線） 
２ ２ 

路肩崩壊（一の坂・河

内線） 
１ １ 

路肩崩壊（岩坪線） ２ ２ ４ 

法面崩壊（鎌浦線） １ １ 

計 ９ ５ １４ 

水路 法定外水路 ２ １ ３ 

公園 都市公園 法面崩壊（総合公園） １ １ 

緑地 緑地 法面崩壊（けやき台） ２ ２ 

農業 

農地 
田 ２ ２ 

畑 ５ ５ 

農作物等 

アスパラ（浸水 5回）

1,008 ㎡ 
２ ２ １ ５ 

サカキ（埋没）

500㎡ 70 本 
１ １ 
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【災害復旧費予算】 

金額（千円） 

≪公共土木施設災害復旧≫ 

修繕料 １５，４１５ 

公共土木施設災害土砂等撤去手数料 １８，６３３ 

公共度某施設災害復旧測量設計業務委託料 ９，７３５ 

その他 １，３１４ 

小計   ４５，０９７ 

≪農林水産施設災害復旧≫ 

土砂等撤去手数料   ２，０８０ 

林道施設災害復旧測量設計業務委託料   ２０，０００ 

その他   ３，１２２ 

小計 ２５，２０２ 

合計 ７０，２９９ 
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