
令和２年９月 記 者 懇 談 会 

 
 

日時 令和２年９月２４日（木） 
                               午前１０時３０分 

                            場所  政策会議室 

 

１ 市長あいさつ 

 

 

２ 市政記者クラブからの質問事項                 （幹事社 東日） 

なし 

 

 

３ 市からの発表事項 

（１）高齢者インフルエンザワクチンの接種無償化について         （健康課） 

 

 

４ その他 

  資料提供・情報提供 

（１）新城市地域強靭化計画の策定について              （防災対策課） 

 

（２）新型コロナウイルス感染症の流行に伴う市民生活への影響等に関する 

市民アンケートについて（最終報告）      （防災対策課【コロナ対策 PT】） 

 

（３）湯谷温泉でのドローン物流実証実験について           （企画政策課） 

 
（４）新城市行政区等活動３密対策補助金について        （まちづくり推進課） 

 

（５）東郷中学校屋内運動場改築工事の竣工報告会の開催について    （教育総務課） 

 
（６）新城市指定文化財の解除について       （設楽原歴史資料館【生涯共育課】） 

 
 
５ 行事予定表  

 
 
 
 
 

次回開催日 １０月２７日（火）午前１０時３０分 



報 道 機 関 発 表 資 料 

（新城市） 

提出日 令和 ２年  ９月２４日 

担当課・室 健康課 

担当職・氏名 健康課長 加藤久美子 

連絡先（電話） （0536）23-8551 

連絡先（FAX） （0536）24-9008 

  （ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） hoken@city.shinshiro.lg.jp 

 

件名 高齢者インフルエンザワクチンの接種無償化について 

 
内容 

今後、新型コロナウイルスと季節性インフルエンザが同時に流行することが危惧されてい

ます。 
高齢者に対するインフルエンザワクチン接種を推進することで、重症患者の発生を抑え、

新型コロナウイルスに対する医療機関の負担軽減も図られることから、この度、予防接種法

に基づいて市町村が実施する高齢者等に対するインフルエンザワクチンの定期接種事業に対

し、愛知県がその自己負担分を補助する事とされました。本市においても、その補助制度を

活用して、下記の通り自己負担分を無償化いたします。 
なお、これに係る予算措置については、本日新城市一般会計補正予算（第 7 号）として専 

決処分いたしました。 
 

記 

 
【接種対象者】①６５歳以上の者  約 １６，４００名 
       ②６０歳以上６５歳未満の者で特定の疾患を有する者 
        （特定の疾患とは、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウ

イルスによる免疫機能障害） 
 
【接種期間】 令和２年１０月１日（木）～令和３年１月３１日（日） 
 
【接種場所】 市内医療機関等 
 
【周知方法】 ６５歳以上の対象者にハガキを送付、市ホームページ、ティーズなど 
 
【歳 入】 １７－２－３ 高齢者インフルエンザ予防接種費補助金 ２４，６００千円 
      ２１－１－１ 前年度繰越金             １８，３０５千円 
 
【歳 出】 ４－１－５  １７９－１－１（予防接種事業） 

委託料 個別接種委託料        ４２，９０５千円 
 



報 道 機 関 発 表 資 料 

【問い合わせ先】 新城市健康福祉部健康課（新城保健センター） 

           電話 ０５３６−２３−８５５１ 
 



報 道 機 関 発 表 資 料 

（新城市） 

提出日 令和 ２年 ９月２４日 

担当課・室 防災対策課 

担当職・氏名 課長  小林 義明 

連絡先（電話） （0536）23－7660 

連絡先（FAX） （0536）23－8920 

 

件名  新城市地域強靭化計画の策定について 

内容 
  
『強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法（平

成２５年法律第９５号）』第１３条の規定に基づき、いかなる災害が発生した場合でも、仮   

に被害を受けることがあっても可能な限り最小限にとどめ、迅速に回復することができる

よう、昨年１１月から新城市地域強靭化計画（案）の策定を進めてきました。 

策定に際し、広く市民の意見を聞くため、次の日程でパブリックコメントを実施したと

ころ、寄せられたご意見はありませんでした。 

  そこで下記のとおり、新城市地域強靭化計画を策定しました。 

 
 
パブリックコメント募集期間 ８月１日（土）から８月３１日（月）まで 
 

寄せられた意見       ０件 

 

計画策定日         ９月１８日 

 

新城市地域強靭化計画    新城市ＨＰに掲載 

              

            新城市地域強靭化計画のホームページアドレス 

https://www.city.shinshiro.lg.jp/shisei/keikaku/keikaku-hokoku/kyoujinka.html 

 

 



計画の策定趣旨、位置づけ 

 

平成 25 年に国において「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等

に資する国土強靱化基本法」が公布・施行され、翌年には「国土強靱化基本計画」が策定され

ました。また、愛知県においても平成２８年３月に「愛知県地域強靭化計画」（令和 2年3

月改訂）が策定されました。近年、地球温暖化に伴う風水害が全国的に頻発・激甚化してお

り、また、この地域においては、南海トラフ巨大地震等の発生が危惧されております。 

国や県の計画との調和を図りながら、近隣自治体、地域、民間事業者などの関係者相

互の連携のもと、いかなる災害が発生した場合でも、仮に被害を受けることがあっても、

可能な限り最小限にとどめ、迅速に回復することができるよう新城市地域強靭化計画を

策定しました。 

 

 

 

 

計画の基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

強靭化施策の基本的な考え方 

 

〇 国や県で定めた計画を参考に、想定されるリスクと本市の地域特性を踏まえ、【８の

事前に備えるべき目標】を設定し、この目標を達成するための課題として、【３４の起

きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）】を設定しました。 

 

〇 これをもとに、大規模自然災害等に対する【脆弱性の評価】を行い、その結果に基づ

き、【強靭化施策の推進方針】、リスクシナリオごとの達成度・進捗の把握のための【重

要業績指標（KPI）】を定めました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の見直しについて 

 

〇 本計画については、施策の進捗状況や社会経済情勢の変化等を考慮し、概ね５年毎に

本計画全体を見直すこととします。また、地域活性化、地域創生との連携など、国や

県の強靭化施策等の動向を踏まえるとともに、年度の進行管理を行う中で、新たに実

施すべき事業がでてきた場合や、近年の激甚化する自然災害に急遽対応が必要になる

場合など、推進すべき施策を中心に適宜、本計画を見直すこととします。 

さらに、見直しにあたっては、関係する他の計画等における見直しの状況等を考慮 

するとともに、見直し後の本計画を指針として他の計画等に適切に反映させるなど、

本計画と関係するその他の計画との、双方向の連携を考慮します。 

新城市地域強靭化計画 

愛知県地域強靭化計画 

新城市総合計画 

防災関連計画等 

各課の個別計画等 

① 市民の生命を最大限守る 

② 地域及び社会の重要な機能を維持する 

③ 市民の財産及び公共施設、産業・経済活動に係る被害をできるかぎり軽減する 

④ 迅速な復旧復興を可能とする 

 

・本市の強靱化を損なう原因をあらゆる側面から検証し、取組を推進 

・短期的な視点によらず、長期的な視野を持って計画的に取組を推進 

・ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせ、効果的に施策を推進 

・女性、高齢者、子ども、障害者、外国人等への配慮 

 

国土強靭化計画 

調和 

調和 

調和 

整合 

想定するリスク 

 

地域特性 

事前に備えるべき目標 ８ 【本文 P17】 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）３４【本文 P18】 

推進方針・重要業務指標（KPI） 

 

 

 

【本文 P20】      【本文 P48】 

リスクシナリオごと 施策分野ごと 

脆弱性評価【本文 P63】 

新城市国土強靭化地域計画（概要版） 

 

国
・
県
の
計
画
と
の
整
合
性 



 

リスクシナリオごとの強靭化施策の推進方針一覧（主なものを抜粋） 

 

 

 

                                                                                                                           

事前に備えるべき目標（８目標）  

起きてはならない最悪の事態（3４事態） 主な推進方針 

１ 直接死を最大限防ぐ 

1-1 建物等の大規模倒壊や不特定多数が集まる施設

の倒壊による多数の死傷者の発生 

・住宅・建築物等の耐震化の促進 

・不特定多数の者が利用する建築物等の耐震化の促進  

・家具・機械設備等の転倒防止策の促進 

1-2 

 

住宅密集地や不特定多数が集まる施設における

火災による多数の死傷者の発生 

・火災に強いまちづくりの推進 

・地域防災力・企業防災力の強化 

1-3 

 

突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水に

よる多数の死傷者の発生 

・河川施設等の強化 

・ハザードマップの作成・防災教育や避難行動の推進 

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生 

 

・土砂災害対策の推進 

・治山対策の推進 

2  救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保

する 

2-1 

 

被災地での食料・飲料水等・電力・燃料等、生命

に関わる物資エネルギー供給の長期停止 

・物資輸送ルートの確保 

・備蓄の推進 

・物資輸送体制の確立・受援体制の構築 

2-2 

 

多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 ・孤立地域等の発生防止 

・家庭や地域における食料備蓄の促進 

2-3 

 

自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急

活動等の絶対的不足 

・災害対応体制・資機材の強化 

・消防団の災害対応力の強化 

2-4 

 

想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者の発生

によるまちの混乱 

・宿泊施設の提供、斡旋 

・帰宅困難者の移送 

2-5 

 

 

医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ル

ートの途絶による医療機能の麻痺 

・新城市民病院の施設・設備の耐震化 

・医師会等関係機関との連携 

・救命体制の強化 

2-6 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 ・医療機関等との連携及び活動資機材の整備 

2-7 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による 

多数の被災者の健康状態の悪化・死者の発生 

・避難所運営体制の整備 

・女性に配慮した避難所運営 

・避難所備蓄品及び救急用資機材の確保 

３ 必要不可欠な行政機能は確保する 

3-1 被災による警察機能の大幅な低下等による治安

の悪化 

・災害時の防犯体制の強化 

・地域コミュニティ力の強化に向けた支援 

3-2 市の職員・施設等の被災による機能の大幅な低

下 

・市役所の業務継続計画の強化 

・災害時の広域連携の推進 

４ 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

4-1 防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・

機能停止 

・情報伝達手段の確保 

4-2 テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が

必要な者に伝達できない事態 

・情報提供手段の多様化 

・光ファイバ網の復旧体制の強化 

4-3 

 

災害時に活用する情報サービスが機能停止し、

情報の収集・伝達ができず、避難行動や救助・

支援が遅れる事態 

・市民への確実な情報の伝達 

・効果的な教育・啓発の推進 

・適時・適切・確実な避難情報の発令 

 

５ 経済活動を機能不全に陥らせない 

5-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産

力低下 

・企業BCP策定の促進及び普及 

・農業生産者における防災対策の推進 

5-2 エネルギー供給の停止による、社会経済活動、

サプライチェーンの維持への甚大な影響 

・燃料供給ルートの確保に向けた体制整備 

5-3 食料等の安定供給の停滞 ・食品産業事業者等の災害対策強化 

・農業施設の生産基盤等の災害対応力強化 

６ ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに早期に

復旧させる 

6-1 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設

備）や石油・LP ガスサプライチェーン等の長

期間にわたる機能停 

・電力供給の災害対応力強化 

・エネルギー供給源の多様化 

6-2 上水道等の長期間にわたる機能停止 ・水道施設・管路の耐震化 

・応急給水及び上下水道復旧体制の強化 

6-3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 ・下水道施設の耐震化・下水道BCPの見直し 

・マンホールトイレの整備 

・携帯トイレの備蓄の推進 

6-4 地域交通ネットワークが分断する事態 ・輸送ルートの確保 

・鉄道代替機能としてのバス輸送の増強 

７ 制御不能な複合被害・二次災害を発生させない 

7-1 地震に伴う市街地での大規模火災の発生 ・火災に強いまちづくりの推進 

・消防団の災害対応力の強化 

7-2 沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害及

び交通麻痺 

・住宅・建築物の耐震化 

・空き家対策の推進 

7-3 ため池等の損壊・機能不全による二次災害の

発生 

・農業用ため池の安全性の向上 

7-4 有害物質の大規模拡散・流出 ・有害物質の拡散・流出対策の推進 

7-5 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 ・適切な森林の整備・保全 

・鳥獣害対策侵入防止柵の管理等の推進 

８ 地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備する 

8-1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞によ

り復旧・復興が大幅に遅れる事態 

・災害廃棄物処理計画の策定等 

・災害廃棄物の仮置場の確保の推進 

8-2 復旧・復興を支える人材等（専門家、コーディ

ネーター、ボランティア、労働者、地域に精通

した技術者等）の不足により復旧・復興が大幅

に遅れる事態 

・災害ボランティア活動体制の確認 

・民間事業者との災害協定推進 

・円滑な遺体の処理に向けた体制等の確保 

8-3 地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等によ

り復旧・復興が大幅に遅れる事態 

・各地域自治区における防災・防犯体制づく

りへの支援 

・地域コミュニティへの女性登用 

・家族での安全確認 

8-4 

 

基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅

に遅れる事態 

・地籍調査等の推進 

・幹線道路のネットワーク化の推進 

8-5 

 

被災者の住居確保等の遅延により、生活再建

の遅れ 

・応急仮設住宅・復興住宅の迅速な確保に向

けた取り組み 

・罹災証明書の迅速な発行体制の整備 

8-6 風評被害等による地域経済等への甚大な影響 ・的確な情報発信のための体制強化 



報 道 機 関 発 表 資 料 

（新城市） 

提出日 令和２年 ９月 ２４日 

担当課・室 防災対策課（コロナ対策 PT） 

担当職・氏名 課長 小林義明 

連絡先（電話） （0536）23-7660 

連絡先（FAX） （0536）23-8920 

  （ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） bosai@city.shinshiro.lg.jp 

 

件名 
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う市民生活への影響等に関する市民アン

ケートについて（最終報告） 

 
内容 

特別定額給付金申請書の配布(5 月１９日)に合わせて、新型コロナウイルス感染症の流行に

伴う市民生活への影響等に関する市民アンケート 調査をいたしました。 
８月２４日（回答期限）における集計１２，５９２件（最終）の結果について、別紙のと

おりお知らせします。 

 
 
 
    



新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 流 行 に 伴 う

市民生活への影響等に関する市民アンケート

報 告 書

令和２年９月２４日



1

１．アンケート調査概要

（１）目的

新型コロナウイルス感染症の流行に伴う厳しい経済情勢が続くなか、市民のみなさまの現状の生活状

況や素直なご意見をいただき、新型コロナウイルス感染症の流行に伴う市民生活への影響を把握すると

ともに、市としての今後の支援等を検討することを目的とします。

（２）調査対象者

新城市内全域の世帯主又は生計の中心者

（３）調査内容

・生活への影響 ・あなたや家族が困っていること ・市への要望 ・国籍 ・性別

・年齢 ・家族構成 ・18 歳以下のお子さんの有無 ・職業

（４）回答期限

令和２年８月２４日（月）

（５）回答者

（６）その他

記載のなかった設問は無回答として処理し、アンケート集計には反映させていません。

アンケート送付数 アンケート回答数 回答率

17,337 通 12,592 通 72.6％
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２．アンケート結果

問１．新型コロナウイルス感染症の流行により、あなたの生活に影響はありますか。

最も回答が多かったのは〔ウ．すでに影響がある〕が最も多く 52％と過半数を占めています。次い

で〔イ．あまり影響はない〕が 32％、〔エ．今後影響が出る可能性がある〕13％、〔ア．全く影響はな

い〕3％でした。
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問２．新型コロナウイルス感染症の流行により、あなたや家族が困っていることは何ですか。

（複数回答可）

最も回答が多かったのは、〔イ．マスクや消毒液などの衛生用品が入手困難〕30％で、以降〔オ．感染

症が心配で病院に行くのが怖い〕21％、〔ア．収入が減った〕16％、〔エ．特別定額給付金（１人あたり

10 万円）では足りない〕、〔キ．子どもたちの勉強の遅れ〕10％と続いています。
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「新型コロナウイルス感染症の流行により、あなたや家族が困っていることは何ですか。」という設問

に対し、1,186 件の自由記述回答がありました。回答内容は多岐にわたるため、回答文中から区分を抽

出し、一部の回答を抜粋して以下に記載します。

区 分 回答内容（一部抜粋）

収 入 コロナの影響で主人の会社の勤務体制が変わり、残業もなくなり収入が減り日々の

生活が厳しい。子供たちが休校中で家にいて食費などがかなりかかっている。不安

しかない。

自営業なので収入が９０％減で年内続けば給付金では足りなくなります。

名古屋の長男が自営業を始めたらすぐコロナ感染症の流行になって、今後の事業に

ついて不安になります。（仕事が減ってしまった）

支出が増えたので赤字生活です。

２か月先までは仕事は受注がありますが、その先は決まっていない。

自営業をしているのですが、特に 3月からの売り上げが激減して収入がおおきく減

っています。この状態がいつまで続くのかとても不安です。今回の給付金も 1回で

はとても足りません。

イベント中止による収入減。

今年は年収で約 150～250 万円減少すると予想しています。

今まで細々あった仕事がなくなり、年齢的なこともあり廃業届を出しました。

夏、冬のボーナスがカットになるため、きびしいです。一人１０万円はとてもあり

がたいが足りないのでは、という不安がある。

妻は失業しました。

今のところ収入は減っていないが今後減る可能性がある。

仕事がサービス業なので、お客様の相手の為、収入が減り第２、第３波が来たとき

不安である。

数ヶ月つづくと会社が倒産しそう。

収入が減ったため、税金（車）等の支払いを遅らせてほしい。市のほうからも少し

支援していただくと助かります。

大阪で下宿している大学生の息子はアルバイト先が休業で収入がなくなり、それを

支えるための仕送りが生活を圧迫しています。アルバイト先では休業補償の手続き

を行ってくれず困っています。

商売をしているが先の見通しがたたない！

牛の市場価格が大暴落し、とても苦しい。

各種行事、イベント等が全くなくなり関係する収入がゼロになった。なるべく早急

に元の生活になるよう願いたい。

母子家庭のため内職もなく収入なし。母子のためにもっと考えてほしい。

妻の会社が倒産した。

労働時間が長い。残業代が十分にもらえていない。

コロナの影響で、勤め先の業績が悪化し、クビにされました。

まずは消費増税により、仕事が減って収入が大きく減ってしまった。それでも頑張

って仕事が前のように増えてくるまで我慢する覚悟でいましたが、そこへコロナウ

イルスが重なったためにゴールデンウィークを境に仕事を打ち切られた。
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区 分 回答内容（一部抜粋）

子ども 子供が通学で公共機関に乗れないので送迎している。

学業への支障（学外実習の中止）

新１年生（小学校）が学校生活に馴染んでいけるかが（勉強の遅れより）心配。休

校で子供２人の昼食が増えたことでの食費の増加は感じた。

子供たちのストレスがたまっている。ステイホームを心がけているため外出して発

散させることが難しい。

オンライン授業を検討してほしい（時間確保へ自宅学習でまかなう）夏休み短縮は

熱中症の心配をしてしまいます。

長男が高校３年生です。受験のスケジュールをはじめ、各大学や大学共通テストが

どのように対応されるのか心配です。

子供たちの生活リズムの乱れ。

上の子が重度の知的障害で留守番することもできないので、買い物先でなるべく一

人でマスク着用と書かれているとすごく心苦しかった。

高校受験など今後どうなるのか不安です。３密を避けたやり方で受験するのでしょ

うか。子どもたちのためにもなるべく早く詳しいことが知りたいです。

子どもの学力、体力の低下。生活習慣の乱れ。

仕事をしているため（夫婦とも）子どもが休校中の家庭学習を一緒に行う時間がな

い。

入園式以降１週間しかこども園に行けていない。

子供だけで家にいる事が多くあり、犯罪等トラブルに巻き込まれないか心配。

娘に持病があるため、家族全員が感染することには気を付けています。大人が病に

かかるのは対処できるが、持病のある子供の場合、同じような対処が困難なためす

ごく不安になります。

子供は知的障害があり、イベントや各行事が急に中止や延期になっても理由が理解

できないので戸惑ってしまう。

子供が外で遊ばせにくい。小さい子なので遊具で遊びたくて仕方ないようです。

こども園の休園により５歳児が家に残り、妻が働きに行けない。

子供たちの生活習慣が乱れすぎてしまって、元に戻ることができるのか心配。ゲー

ム依存症だと思う。

学校が休校になり、課題がオンラインで出されたので、インターネット環境がなか

ったので、整備する羽目になった。（中学校）タブレットやパソコン機器がなくて

困っている。

家 庭 持病があるので子供たち（別居）が心配するのだけれど感染させることを恐れて家

の中に入ってこない。絶えず携帯などで連絡を取っているのだけれど気を使わせる

ようでつらい。

高齢の親が入院しているので面会したいが４か月会えていない。高齢の親が一人暮

らしになっているので会いに行ったら利用しているデイサービスの施設から他県

の人と接触した場合、２週間施設を利用できないと言われた。

孫の世話に時間がとられること。両親が共働きのため平日は終日孫（小学生・こど

も園）二人の面倒をみるため農作業等にも影響がある。
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区 分 回答内容（一部抜粋）

家 庭 離れている家族に会えない。

娘が初出産を 6月に控え出産の付き添い、面会ができず不安な気持ちを安心させて

あげれず残念である。

親族の入院見舞いにあまりいけなかった。

海外に単身駐在している主人が帰国できない、娘の結婚式が延期になった。

入院している両親の面会ができない。認知症の症状があるので自分の顔、名前を忘

れられそう。

一人暮らしの為、月に一度長男長女が交代で様子を見に訪れていたが、いずれも県

外なので全く来られなくなった。

娘夫婦が共働きで、２人の孫が小学生。学校へ行かない孫の世話を一日中しなくて

はならない。老齢の妻が過労で体調を崩した。

小学校が休校になり、孫たちを預かることになり、支出が増えた。

親の介護を姉妹３人で交代していたが、移動自粛によりできなくなり、一人の介護

負担が重くなった。せっかく計画をたてて実行し始めたのが、すべてなくなりスト

レスがたまっている。

感染（予防）

マスク・消毒等

マスクが入手できず、ドラッグストアに毎日のように出かけるが入手できず。最近

中国製品を譲ってもらった。

マスクの品不足や高価格化で手に入れづらいです。5月中旬には店頭にマスクを見

かけるようになりましたが、まだ、価格が高めです。

体温計が買えなくて困っています。

ドラッグストアに行ってもマスクや消毒液は全くなくとても困った。今後も未知の

ウイルスが流行する恐れがあるので、市でマスクの備蓄をしておいて市民に配布し

ていただけないでしょうか。

マスクの値段が高い。学校が始まった際、子供たちの登下校時にマスクをしている

と熱中症にならないか心配。

マスク手に入らず、手作りにて使用しています！！

とにかく衛生用品がほしいときに手に入らない。

マスク等朝五時くらいに並んで買いに行った。

介護現場で働いているが、マスクが足りない。消毒液もない。さらに消毒関係で気

をつける事が増えてしまい、時間がかかるようになった。

コロナ対策用品が高価になっている。

体温計の電池が入手困難。どのお店へ行ってもない。マスクは最近お店に並ぶよう

になってはきたが少ない。

アルコールが入手出来ない／今後マスク・消毒液が必要になると思うが価格が高く

て買えない。

マスクは自分で作るので良いが、消毒液が手に入らない。（アルコール消毒液、手

の消毒用）

体温を測定しなければ出勤できないのに、体温計、体温計電池が品切れになってい

て、困りました。

免疫疾患があるため優先的にマスク・消毒液を提供してほしい。
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区 分 回答内容（一部抜粋）

感染（予防）

マスク・消毒等

家族に障害者がいるのですが、もともと、交換に必要だったガーゼが買えません。

優先して買えるなどの（障害者手帳、理由など）特別な措置があれば助かります。

情 報 区の行事がすべて中止となり区民の様子がわからない。

PCR 検査できる病院等みんなにわかるように説明してほしい。検査にかかる金額も

教えてほしい。

精神的にイライラして眠れない。外にもあまり出れなくて、お金もないのも重なっ

て、テレビをつけれれば、東京では何人出たとか、愛知県は？って思いました。も

っと地元のことを教えてほしかったです。

×××店の前の人がコロナウイルス感染したが×××店の人が感染したと風評被

害にあった。

もし自分が新型コロナにかかったのかなと思ったとき、どのような順序で病院にか

かっていいのかはっきりわからない。最初に保健所に連絡した方がよいのか？

個人で工業の仕事をしていますが感染流行により企業が製造を調整して発注がな

い状態になっていますが個人で工業の仕事をしている所には助成金はないのでし

ょうか？

国、県からの情報はテレビなどでわかるが市はどうなんだろう？と思ったときにパ

ソコンも携帯もありません。

地域の行事をどう進めていくべきか困っている。例：敬老会、夏祭りなど（ガイド

ラインがあれば参考にしたい）

個人名を特定できない範囲で情報を提供していただきたい。

今年まもなく定年退職になるが、再雇用の不安、今後の見通しがはっきりと見えず

心配である。現在の収入が減り、失業への影響も有り、支援策が知りたい。

図書館とか市の施設が開いているのか、という情報が足りない。新城市ＨＰをもっ

と見やすく、分かりやすくして下さい。リニューアルしたみたいですが、見にくい

です。

いろいろな情報がありすぎて何を信じればいいのかわからない。

生 活 TV で「〇〇が品薄！」と流れるとその商品がなくなってしまうこと。いつもふつう

に購入するものがなくなってしまい困っている。

色んな行事が中止になるのが残念です。

休業対象の職場ではなく、収入が減ったわけではないが、逆に仕事が忙しかったり

精神的な苦痛は少なからずあった。

勤務先の飲食店が休業になり、他店への応援業務が中心となり、通勤時間が長くな

った。

この状況下で税金の請求だけはきっちり来るのはなぜ？コロナ対策チーム立ち上

げるのが遅い。

図書館、児童館、公演等が閉館していて遊び場がなくて困っています。妊娠中の為

感染が心配です。生まれてからも相談する場所、交流する場所があるか不安です。

病院がコロナに敏感すぎて、ただの風邪でも大ごとにされてしまう。前より神経

質になってしまっている。食料品、本屋、洋服屋など、他の人が触って、コロナ

がついているのではないかと思ってしまう。
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区 分 回答内容（一部抜粋）

生 活 遊びに行くところがない。出かけるところがない。また、年間の行事予定が次々に

キャンセルになる。気分が暗くなる。

一人暮らしのこともあって体調の変化に敏感になり感染したのではないかと不安

が常にある。

NPO 活動など啓発等の活動に支障をきたしている。

外出時、常時、マスクが必要になり生活が不便になった。又、大きな店への買い物

や、旅行等遠方への外出が不安になった。他に知人の見舞にも行けなくなった。

物価の値上がりで生活費が今迄よりもかかる様になった為、年金生活ではきびし

い。

障害福祉施設に勤めている。職場環境は「３密」はさけられず、感染が心配。（管理

者、上司は３密にならないよう、できる限りの工夫はしてくれているが、仕事の性

質から仕方がない。）社会福祉の現場ではスタッフの不安やつかれもたまってきて

いると感じる。

緊急事態宣言中にもかかわらず、不要不急とも思われる外来者が気にかかる。

国の支援は分かりますが、新城としても何かしら影響が出てると思います。市独自

の支援とかあったら、、、、住民税の減税とか、、」

他の市でやっているような税金免除や水道料金無料など期待してたけど、新城も何

かして欲しいです。

勤め先が休業のため、自宅待機を余儀なくされている。

医療従事者だからと（？）近所であいさつしても、逃げるように避けられてしまう。

ＴＶ等で情報を得てのことだと思われるが悲しいです。早く終息してほしいです。

収入は減っていないが、食費、光熱費、水道代があがり大変である。

仕事への影響（収入以外の感染防止策による活動の制限や効率面に関して）

国保の減免希望。

市県民税などの減税減額も考えてほしい。

その他 在宅勤務では仕事がはかどらず困っている。

自分の会社が今後どのようになるか心配です。今後数年社会がどのように変化する

か全く予想がつかない。

将来不安、新型コロナに有効なワクチン治療薬の開発の迅速化。

給付金申請書について、同意事項１～５は字が小さくて非常に見にくい。的確な同

意を得たいなら文字を大きく見やすくしてほしい。

国の対応は勿論の事、市の対応を期待します。新城市は全国的にも大きい町とは言

えません。それだからこそ、いざと言う時の対応を速やかにしてほしい。対応が遅

れるために市民が困惑している。

すべての事に対して政府の対応が遅すぎると思われる。

雇用調整助成金が増えても会社が休業手当の保証が 100％にならない。

今回の給付金でとても感謝しています。が、できればもう少し早くいただくことが

できれば嬉しいです。

多少不便ですが、市の対応は早かったと思います。

新城市は高齢者が多いから第２波コロナ対策をしっかりと！
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問３．新型コロナウイルス感染症の流行に伴う市民生活への支援として、市へのご要望をお聞かせくだ

さい。（複数回答可）

最も回答が多かったのは、〔カ．検査を気軽に受けれるようにしてほしい〕24％で、以降〔エ．マスク

や消毒液などの衛生用品がほしい〕20％、〔オ．情報が届くようにしてほしい〕、〔ケ．学校やこども園、

病院などの感染予防対策を徹底してほしい〕12％、〔イ．経済面の援助をしてほしい〕10％と続いていま

す。
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「新型コロナウイルス感染症の流行に伴う市民生活への支援として、市へのご要望をお聞かせくださ
い。」という設問に対し、824 件の自由記述回答がありました。回答内容は多岐にわたるため、回答文中
から区分を抽出し、一部の回答を抜粋して以下に記載します。

区 分 回答内容（一部抜粋）

収 入 息子の仕事がなくなり３ヶ月以上無収入なので、援助がほしい。

新城市に在住している成人一人当たり１万円の支給をしてほしい。（新城市内で使

える商品券でもよい）市長の権限で即実行してください。

国民健康保険、車税、固定資産税なども今期は免除をお願いしたいです。収入が前

年の８割減で給付金を支給いただいても生活費としては残りません。

給食費の無償化。上下水光熱水費の補助。「教育の遅れを取り戻す」について→雑

にならず身につく方法を考えてほしい。

経済面→水道代、市県民税、公共料金など各自治体で差があるので、それは一つに

まとめてほしい。差をなくしてほしい。少しは協力していただきたい。子育て世代

をもっと応援してほしい。いつもシングルやお年寄りばかりなので。

うちには子供がいません。国や市は子供のいる家庭、片親家庭を重視しがちですが

今回のコロナのような経済面に大きく影響が出ている場合、子供がおらずとも世帯

をもっている人には、もう少し大きく経済的な支援がほしいと思いました。ちょう

ど税金がまとまって請求書が届いています。税金の支払いだけでもかなりの出費な

上に、夫婦共に収入が減り大変困っています。市としても考えていただけるとあり

がたいです。同じことを思っている市民は多くいると思います。

前年同月より売り上げが半減未満の減少時には国から交付金がもらえないが、市か

らの援助を少しでも期待したいです。

影響が長くなりそうなので事業が持続できるか心配です（飲食業）。家賃や従業員

の給与等重くのしかかっています。迅速な経済面での支援を期待しています。追加

で複数回お願いしたいです。

感染が心配なため、いつも以上に気を付けた生活を送るのに介護に係る金額が増え

た。経済面の援助（介護する親族に対して）があるといいと思う。

外国の方も働きにきていると思います。同じ人間です。市長も一人も取り残しのな

いようにと放送がありました。私はもう少し生活に余裕があれば寄付したいのです

けど、残念ながら自分たちの生活だけで大変です。市で支援してあげてほしいと思

います。

水道料などの減税

商品券、お魚券、お肉券ではなく、現金が助かります。

先に記した老人対策として老人に食事券とか旅行券の配布もいいではないか。

経済面の援助が各種あってありがたいのですが必要になる書類の準備がとても大

変で、なるべく簡単にして頂けると助かります。

中間層（子供が自立した５０才～６０才）に対しての支援。必ずしも楽な生活では

ない。

母子家庭のため、一般家庭よりも収入が少なく、母子手当もなくなってしまい、子

供のみで家にいたり、食事代も多くなり、出費が増え経済的に困ります。

ひとり親給付金をお願いします。生活が苦しいです。
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区 分 回答内容（一部抜粋）

収 入 仕事は逆に増えている状況。（老健、ＨＰなど）医療従事者や施設で働く介護士な

どへの援助も考えてほしい。普段より気を張っており、やる事も増え、精神的にも

体力的にも負担が増している。大阪の様にクオカードでも、支援金でも目に見える

物で応援してほしい。

・市民税を下げる。 ・市長の給料を減給する。（子育てしている人、高齢者へまわ

す） ・公用車を軽自動車にする。（経費削減） ・市役所の不要な電気は切る。窓

口料金をなくす、少なくする。 ・議員報酬を減らす、定員を減らす。教職員退職

者の天下りをなくす。 ・給食費を少なくする。

これからもっと流行ればお金がいるので削れるお金は削る。市職員の有給を減ら

す。

飲食業だけでなく製造業等の業種にも一時金の給付を新城市としても給付しても

らえると助かる。

妊娠中であり、コロナの感染には十分気をつけているが、マスクや消毒液が入手困

難な状況が続いており、不安である。自身の仕事も休みや時間短縮となり、収入が

減少したほか、出産後の復職も厳しい状況である。また、主人の仕事も少なくなっ

てきており、これから先、経済面で不安である。継続的な支援をお願いしたい。

副業するための創業融資制度が欲しい。会社の給与だけに頼れないため。こども園

の預け料を半年～１年でも無償負担してほしい。

他市町村では、商品券を配布するとか、来年３月までに生まれた子どもにも、市と

して１０万円支給とか、特別支援策を打ち出しています。当市でも打ち出してはい

かがですか。

公共料金（ライフライン）水道料、電気、ガス、各世帯共通で使用するものへの支

援は？／子供がいる世帯はかなり支援されていると思いますが、子供がいなくても

妻が働けなく、一人で生活をささえている人や夫婦や老人夫婦には何も支援がない

のはなぜ？同じように困っていると思います。一人暮らしの人もです。／子供がい

る世帯支援も大事ですが、その他の人は今まで何もないような気がします。この機

に何かしてほしいです。税金は平等に払っているはずでは？子供支援が目立ちすぎ

です。（大切だとは思いますが。）

障がい者に手厚い援助をしてほしい。

農業者に対する支援をぜひお願いしたい。農業者にわかる情報提供。農業従業者へ

の無利子の補助。

失業された方や、収入減でお店や会社経営難に陥っている方がたくさんいらっしゃ

ると思います。そういった方たちの支援策がなされていくことを切に願います。／

医療従事者へのフォロー。

他県、学校給食 1学期免除の所がありますが、新城市はなぜ免除されないのでしょ

うか？

子育て世代への臨時特別給付金がありましたが、高校生、大学生でも一日中いえで

すごしていれば同じように食費や光熱費はかかります。小さな子供たちだけが特別

お金がかかるわけではありません。高校生・大学生をもつ家庭への支援も考えて頂

けるとれしいです。
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区 分 回答内容（一部抜粋）

収 入 他市では親元を離れて大学、大学院に通う子供たちに、生活支援品や支援費を支給

している所もあると、報道されています。当市でも同様に支援していただけると（ア

ルバイト収入が激減しているため）助かります。

給付金でも貯蓄せずに使用してもらうため、田原市のように新城でも１万円で１万

３千円の商品券を発行して新城市内の商店で利用できるように考えて欲しい。

子ども 学校再開後の感染症が心配。皆が気をつけてくれるか心配。

児童クラブが三密になりやすいので、部屋数を増やしたり指導員の安全を確保した

りしてほしい。

こども園のお迎えの際、せっかく災害時引き渡し訓練などしているのに、このよう

な機会にやらなかったのが疑問でした。感染拡大を考慮するならば、早期に園に立

ち入る人を最小にするため玄関での引き渡しにしても良いのではないかと思った。

いろんなところで働く保護者がいるため、最善の対策をとってほしいし、何のため

に引き渡し訓練をしているのか。地震だけのためだけではないはずと思っています

が。

子どもが休校中にオンライン授業を受けられるようにしてほしい。

自宅外へ進学（大学 etc）している市民に対して給付型の奨学金を支給してほしい。

これから暑くなるのでマスク着用での授業はやめさせてほしい。熱中症の方が死に

直結し危険だと思います。柔軟な対応をお願いしたいです。

子供のスポーツ教室で小・中学校の体育館や運動場を使用している団体をコロナ終

息宣言が出てマスクなしで接触可になるまでは中止させてください。経済活動でも

ないものは後回しにしてください。

高校受験に間に合うか心配。受験生対象で土曜講座などできると心強いと思う。

第２波がきて休校になった時の学校教育の対策に備えてほしい。勉強の遅れだけで

なくコロナ感染者がいない今のうちに学校行事を前倒しして子供たちに思い出を

作ってあげてほしい。中学３年生はいきなり部活引退ではなく市内大会（６月部活

再開、夏休み大会実施）だけでもできないですか？修学旅行も秋の延期を早めてで

も絶対行かせてあげて欲しいです。（東京はリスクが高いので場所変更も検討して

もいいと思います）コロナに思い出すべてが奪われないようにしてあげてほしいで

す。

大学生・専門学生の支援

勤め先では導入されたが入り口でのサーモグラフィによる自動体温高温者チェッ

ク⇒入場規制。学校こども園等に設置してほしい。

学校の遅れに関しては全国的な問題なので、きちんと上の人たちが将来日本を支え

てくれる子供たちをどう教育していくのかを話しあってほしいと思います。せめ

て、市内の全児童にタブレットのレンタル配布を。新城市の子供たちが将来役にた

てる人になってほしいです。

学校は本当に心配。特に給食。 給食時はフェイスガードをしてほしい。

・学校の入学時期を９月にするのは反対です。

短期間の詰め込みではなくしっかり時間を確保して欲しい（９月入学など）。

学校やこども園の代替を考えてほしい。
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区 分 回答内容（一部抜粋）

子ども 学校も 6月から給食がスタートするが、子供たちも待ちに待った学校がより楽しみ

になるよう、週に一度は豪華メニューを取り入れる等して頂けると良いと思いま

す。感染対策でなかなか外食もできないこともありますので。

・エについて

赤ちゃんのおしりふきなど本当に必要な人が買えるように、はぐみんカードを持っ

ている人が優先的に買えるようにしてほしい。

・ケについて

密が避けられない活動については勇気をもった中止の判断をしてほしい。

子どもたちとの活動において密が避けられない現場は急転直下の決定に常々疲弊

している。もっと現場の声を聞いて欲しい。

給食について子どもの安全を最優先して考えている。それに伴う調理員さんの負担

が増えることを考えてほしい。例えば給与を増やすなど。

コロナにかかった後の差別とかフォローとかが心配。学校の部活・修学旅行の活動

がどうなっていくのか。

家 庭 面倒を見てくれる家族は大変なので経済面の援助をしてほしい。

外出がままならない状況。家族間の交流ができないので、孤立感がある。

感染（予防）

マスク・消毒等

マスクは作ればなんとかなるが、消毒液を何とかしてほしい。

アベノマスクは不要。寄付の受付窓口を作って欲しい。

ＰＣＲ検査を国民（市民）全員できるようにしてほしい。無症状の人、全ての人（感

染者）わかるようにしてください。抗体検査でもいいので素早くできるように、安

心の為、強く希望します。医療崩壊のないようにお願いしたい。

障害、高齢、子育て世帯に優先的に消毒や使い捨てマスクを購入（できれば安く）

できるシステムがあると嬉しい。

コロナ対策として今後市で必要な備品（マスク、アルコール等）備蓄し、必要な各

家庭（地区）に配布できるといいと思う。

感染した際にすみやかに医療を受けられる体制を整備してほしい。

マイナスイオンやプラズマクラスターなど、ウイルスを殺してくれる空気清浄機な

ど、本当に効果のあるものを公共施設に置いてもらえるなら置いてほしい。

非接触型体温計の各戸配布や通過型のサーモグラフィを学校や公共施設に設置す

ることを要望します。

家、地域でできる感染防止策を定期的に無料などで流してほしい。（例）消毒液の

作り方。地域の感染防止など。

子供もマスクをしてくれるけど、暑くなってきてすぐとってしまうのでフェイスシ

ールド、フェイスカバー子供にほしい。

消毒液（アルコール濃度が７０％以上あるもの）が買える引換券を配布し、公平に

行き渡るようにしてほしいです。

特に年配の方に多く見られますが、マスクをしていなかったり、していてもちゃん

とつけていなかったりすると、不安な気持ちになります。大げさかもしれませんが、

衛生的な事とか咳エチケットとか、コロナが終息してもしなくても、皆さんに周知

していただくために活動してほしいと思います。
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区 分 回答内容（一部抜粋）

感染（予防）

マスク・消毒等

もし自分や家族が罹患した時、自宅待機になった場合の個室確保が難しいため濃厚

接触者の隔離場所があると助かります。

園児にマスクは無理だと思うので、大変なのは理解しているが、こども園もこまめ

に消毒して欲しい。低月齢の子のいる園は特に徹底して欲しいが、何をしているか

情報があると助かるし安心する。

これを機会に市民病院、保健センターの防疫体制の整備充実をお願いしたい。

ＰＣＲ検査は感染拡大のおそれがあるので、やるなら必要な人のみ抗体検査にして

ほしい。

第２波を考え対策、予防をしっかり市として考えていただきたい。もし、地震、台

風避難時の避難場所、コロナを踏まえた対策。マスク、消毒液などの確保、防護服

などあらかじめ市として考えてほしい。雇用の面でも機会が増える。

情 報 感染者を特定する意図はないが、感染者の居住地区程度は知りたい。外出自粛中の

買い物等の参考にしたいため。市長による有線放送で安心感が得られた。

正確な情報が迅速に届くように希望します。新型コロナウイルス感染症の詳しい情

報が欲しいです。

高齢者で移動手段がない方、インターネット環境が整備されてない方に対し市はど

のように広報しているのですか。

コロナに関する決め事や市としての対策などわかりやすく書いた冊子を配布して

市民への（特に年配の人に理解できるよう）意識の連帯を強くしてほしい。

市のホームページを見やすくしてほしい。他の市町村と比べると情報が少ない。防

災無線からの情報はとても助かっています。

コロナウイルス感染症が出始めてからこまめに市のＨＰを見ましたが、何かと更新

が遅い気がします。電話での問い合わせの前にＨＰを見る人も多いと思うので、常

にＨＰの情報を更新してほしいです。

新型コロナウイルス感染の疑い（発熱がある場合）がある場合の対処方法を明確に

してほしい。

みんなが安心して「がんばろう！」と思える明るい話題や情報提供。ホームページ

を見られない（インターネット環境がない）方への配慮（支援）。

感染の心配があった場合のわかりやすいマニュアルがあると助かります。

市が情報発信する際、少なくとも日本語と英語の２言語でしていただけると助かり

ます。

市内のテイクアウトできる店などの情報をもっと多く発信してほしい。利用して応

援できればと思う。

支援の種類や申請方法、申請期限について、市内設置のスピーカーや放送車などで

音声案内してほしい。

感染防止対策を徹底するようアナウンスをつづけてほしい。

感染防止対策は継続してほしい（三密をさける、消毒など）。

情報は「ネットを見てください」［ＨＰを見てください」だけではなく、一人暮ら

し、老人世帯にも伝わりやすくお願いします。

ポルトガル語のフォームをお願いします。
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区 分 回答内容（一部抜粋）

生 活 新型コロナウイルス感染症でない病気や乳幼児の予防接種などが安心して受けら

れる環境を望みます。

風邪の症状等感じた場合、今まで通り病院等へ行きずらい、少しのことだと我慢し

てしまう、我慢して悪化しないか心配。

できるイベントは開催してほしい。

グループ活動ができなくなり、コミュニケーションがなくなった。耐える尊さを思

い知らされた。

会合、イベントなど人の集まる行事は最低限今年いっぱいは中止にしてほしい。

今回のコロナウイルスの事で病院に行くのがすごく怖かったです。新城市は高齢者

が多いので病院に対する支援を重点的に行って欲しいです。高齢者は肺炎になると

そのままお亡くなりになりやすいので。

相談窓口を本庁舎だけでなく支所にも設置してほしい。

市の窓口へ持続化給付金の相談に行ったが紙面での内容が書かれている事しか言

われずあきらめて帰ってきました。市役所の窓口の方自分達は公務員なので給料は

減らないので関係ないかと思いますが困っている市民の事をもっと真剣に相談に

のってほしい。

誰も想像できない状況の中での公務ありがとうございます。一点だけ、ゴミ収集に

関係者の方々への感染防止対策をお願いします。医療関係者の皆様の次に危険なの

は彼らだと思われます。

道の駅等、市外からの集客施設の衛生対策と注意喚起を徹底してほしい。飲食店等

の支援として食事券が簡単に手に入るようにしてほしい。（商工会の今の方法はだ

れでもできるやり方ではないと思う）

会合や地域活動ができるように措置してほしい。（次年度の対策が困難）

持病を持っている家族がいるので、もし、発熱などコロナを疑うような症状が出た

時に、相談した時に優先して対応してもらえるようにしてほしい。相談する際に慌

てないように、まずどこに電話するとか順を追って書いてある紙があるといい。

リモート授業、リモート診療、テレワークの環境をととのえて、田舎で住んで、街

でテレワークをつかって生活するモデルができたらと思う。

①免許返納した場合、保健所はどうやって行くのか？検査はすぐ出来るのか？②コ

ロナウイルスになった場合、自宅滞在で食事、食料品補充手配は？できればホテル

に居たいです。③健康診断の中に血液、唾液検査を入れて欲しい。冬が心配。④保

健所で車で検査が出来たら良いね。

早くイベント等を再開して欲しい。

デイサービスの感染防止対策をお願いします。

個人宅を回ってくれる移動スーパー

少しでも感染の不安を感じたら小さなことでもすぐ相談できる窓口を作ってほし

いです。

消防団の活動を今だけでなく当面休止してほしい。感染リスクは職場のみにした

い。

車に乗れないので検査を受けるとか、病院への移動手段を考えてほしい。
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区 分 回答内容（一部抜粋）

生 活 相談窓口を一つにしてまとめて相談できるようにしてもらいたいです。

行政区や組単位での集会や食事会の開催が、三密を避けるために自粛しているの

で、これらに係る情報の提供をお願いできればと思います。

生活が維持できる働き手を（会社等）事業体等が新城市内で確保される様願います。

（新東名の活用を）

感染の度合いによる地域別の制限を決める必要があるのではないか？３月下旬の

当市での状況で卒業式が本当にできなかったのか？県下一斉にすべてを同じくす

る必要はなく、できることはやるべきと思う。

家庭内での過ごし方 友人知人との交流の仕方 何にもしないで家にいて外

出するな、にプラスこんな方法で過ごしたらいかがと何かアイデアをいただきた

い。

県外自粛でも交流ある隣の市町村への外出ができなくなると困ることがあります。

一度やってしまうとあとまで尾を引きますので単純な県外自粛はやめてください。

回覧を無くして欲しい。（可能な限り）・・・回覧を持って来る隣人がマスク着用等

の配慮をしてくれない（高齢で無神経に思われる。）回覧のクリップボードに触れ

る為、接触感染の恐れがある。高齢弱者程、不注意にクリップボードに触れてしま

うと思われ危険である。赤字財政なのだから無駄な印刷物を減らすべき。→その分、

衛生品へ回せ。

高齢者等があまり出歩くことがないように、日用品（食べ物含む）の宅配ができる

サービスがあるといいと思う。

新型コロナウィルス対策に限らず、新城市民病院の医療体制をしっかりと整備して

ほしい。

陽性で自宅待機になった場合、食料や雑貨の調達をお願いしたい。

その他 休校、休業、自粛が求められる中、医療、介護職は休みもなく、さらにコロナウイ

ルスへの感染リスクも高い。危険手当のようなものがあれば頑張ってきたことが少

し報われると思う。

今後影響の出る業種の支援策を考えているのか？

ほとんど外出していなかったし、市への期待は大きくありませんでしたので、詳し

い事は分かりませんでしたが、この様な有事の時こそ力を発揮してほしいもので

す。普段の穏やかに暮らせる時はいいのです。今回のこの様な時こそ、市のスタッ

フには頑張っていただきたい。事務的ではなく、一つ一つ愛を持って市民に接して

いただきたい。特に生活困窮者、介護が必要な人、あらゆる弱者を助けることにエ

ネルギーを使ってください。

これを機に新城地域（特に作手）へ都会から田舎への定住促進策により地域活性化

に努力してください。

全ての面に関してもう少しスピード感をあげてほしい。対応に不安があります。

申請書の文字が小さすぎて読みづらい。申請書の色を白色にしてほしい。

高齢な方や母子家庭の人が経済的に困っていることを聞きます。みんなに平等に支

援して頂けるのはうれしいですが、ほんとうに困っている人にサポートをしてほし

いです。
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問４．あなたの国籍はどちらですか

最も回答が多かったのは、〔ア．日本〕98％で、以降〔イ．ブラジル〕、〔ウ．ベトナム〕1％、〔エ．中

国〕、〔オ、フィリピン〕、〔カ．その他〕0％となりました。
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問５．あなたの性別は何ですか。

最も回答が多かったのは、〔ア．男性〕71％で、以降〔イ．女性〕29％、〔ウ．その他〕0％、となりま

した。
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問６．あなたに年齢はいくつですか。

最も回答が多かったのは、〔カ．70 歳代〕24％で、以降〔オ．60 歳代〕23％、〔エ．50 歳代〕15％、

〔ウ．40 歳代〕、〔キ．80 歳代以上〕13％と続いています。
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問７．あなたの家族構成は

最も回答が多かったのは、〔イ．夫婦世帯〕33％で、以降〔ウ．二世代世帯〕32％、〔ア．単身世帯〕

21％、〔エ．三世代世帯〕9％、〔オ、その他〕5％となりました。
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問８．あなたの世帯の１８歳以下のお子さんはいますか。

（複数回答可）

最も回答が多かったのは、〔カ．いない〕68％で、以降〔イ．小学生〕10％、〔ア．乳幼児〕、〔ウ．中

学生〕7％、〔エ、高校生〕6％、〔オ。その他〕2％となりました。
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問９．あなたの職業は何ですか。

最も回答が多かったのは、〔イ．会社員〕31％で、以降〔キ．無職〕27％、〔ア．自営業〕16％、〔オ．

パート・アルバイト〕12％、〔エ．公務員・教員〕5％と続いています。
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３．政策一覧

新型コロナウイルス感染拡大によって、市民のみなさんが具体的にどのような影響を受けているのか、

本アンケート調査の回答から課題を抽出し、次の施策を行っていきます。

また、事業名欄には施策を行う担当課を記載します。

区 分 事業名 主な事業内容

収 入 特別定額給付金給付事業

【行政課】

特別定額給付金の給付及び給付経費

愛知県・市町村新型コロナウイルス感

染症対策協力金交付事業

【商工政策課】

愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症

対策協力金の交付及び交付経費（休業要請

に協力した中小事業者へ協力金を交付）

市新型コロナウイルス感染症対策協力

金交付事業

【商工政策課】

市単独新型コロナウイルス感染症対策協

力金の交付及び交付経費（県の交付対象と

ならなかった事業者へ協力金を交付）

新型コロナウイルス感染症対策資金融

資支援事業

【商工政策課】

愛知県融資制度を活用した中小事業者へ

信用保証料補助金を交付

生活困窮者自立支援事業

【福祉課】

住居確保給付金の増額

子育て世帯臨時特別給付金給付事業

【こども未来課】

子育て世帯臨時特別給付金の給付及び給

付経費

市特別定額給付金給付事業

【行政課】

特別定額給付金の対象外となる４月２８

日以降出生児へ１０万円を給付

農畜産物消費拡大事業

【農業課】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け

た煎茶生産者（煎茶をプレミアム付商品券

引換時に配布）及び和牛生産者（牛肉を学

校給食献立への活用）への支援

公共交通確保維持支援事業

【公共交通対策室】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け

た公共交通（路線バス、タクシー）事業者

への支援

地域経済活性化事業

【商工政策課】

市内事業所での購買機会向上及び子育て

世帯への経済支援を行うため、プレミアム

付き商品券を発行

ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業

【こども未来課】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け

た低所得のひとり親世帯に臨時特別給付

金を給付

緊急雇用対策事業

【各担当課】

新型コロナウイルス感染症の影響で離職

等を余儀なくされた人を会計年度任用職

員として雇用（８名）

国民健康保険税、後期高齢者医療保険

料、介護保険料の減免

【保険医療課・高齢者支援課】

新型コロナウイルス感染症により生計維

持者死亡や重篤の世帯、前年度所得が大幅

に減少した世帯が対象
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区 分 事業名 主な事業内容

収 入 市持続化給付金給付事業

【商工政策課】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け

た市内製造業事業者への市独自の支援

地産地消推進事業

【農業課】

農産物の保存など出荷調整可能となるス

ーパークーリングシステムの導入補助

市民税・県民税・固定資産税・軽自動

車税、国保税の徴収猶予

【税務課・債権管理室】

新型コロナウイルス感染症の影響により

支払いが困難となった方について１年以

内の徴収猶予

手数料の免除

【税務課】

感染症対策資金融資支援の申請に係る納

税証明書の交付手数料を免除

手数料の免除

【市民課】

緊急小口資金の申請に必要な住民票、印鑑

登録証明書の交付手数料を免除

水道料金の減免

【経営課】

市及び県の休業要請に応じた市内事業者

への減額。緊急小口資金の貸し付け又は住

居確保給付金の支給を受けた方への免除。

子ども 路線バス運行時業

【公共交通対策室】

生徒の密集回避のための高校生通学用バ

スの増便

情報教育推進事業

【教育総務課】

臨時休校延長に伴う家庭学習支援ソフト

ウエアの導入（小・中学校）

就学援助事業

【教育総務課】

準要保護対象保護者に対し、小・中学校休

業期間中の昼食相当額を給付

学校給食費等支援事業

【教育総務課】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、

収入の減少が見込まれる子育て世代への

家計支援として学校給食費３か月分を市

独自で支援

スクールバス等運営事業

【教育総務課】

小学校再開に伴う千郷小学校登下校用貸

切バス運行への補助金

ふるさと応援プロジェクト

【企画政策課】

市外で生活する新城市出身の学生等への

地元産特産品送付

小・中学校管理事業

【教育総務課】

小・中学校への熱中症対策用品の購入及び

レンタル

民間児童福祉施設職員応援事業

【こども未来課】

民間児童福祉施設等の職員への応援金（愛

知県事業への上乗せ）

日本語初期指導教室事業

【学校教育課】

日本語初期指導教室の開設

修学旅行費支援事業

【学校教育課】

修学旅行延期に伴う増額分の補助

放課後児童対策事業等

【こども未来課】

放課後児童クラブ、保育所、児童館等の感

染防止物品等の購入

衛生管理事業

【学校教育課】

小・中学校内の消毒業務
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区 分 事業名 主な事業内容

子ども 新型コロナウイルス対策事業

【教育総務課】

小・中学校における新型コロナウイルス感

染症感染拡大防止対策物品の購入及び対

策補助金の交付

感染（予防）

マスク・消毒等

新型コロナウイルス対策事業

【財政課】

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止

対策物品（マスク・体温計等）の購入

新型コロナウイルス対策事業

【消防総務課】

消防業務における新型コロナウイルス感

染症感染拡大防止対策に要する経費

新型コロナウイルス対策事業

【防災対策課】

避難所における新型コロナウイルス感染

症感染拡大防止対策物品の購入

介護施設等感染症対策支援事業

【高齢者支援課】

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止

対策として実施する介護施設等の消毒・洗

浄に要する経費に対する補助

３密対策設備整備費等補助事業

【商工政策課】

事業再開に向け、新型コロナウイルス感染

症感染症防止対策に取り組む市内小規模

事業者への市独自の支援

感染拡大防止対策事業

【財政課】

公共施設での感染拡大防止のため必要物

品（マスク、消毒液等）の購入

新型コロナウイルス対策事業（災害対

策費）

【防災安全課】

避難所用資器材

感染拡大防止対策事業（国民健康保険

診療所特別会計）

【作手診療所】

低濃度オゾン発生装置２台の購入

新型コロナウイルス感染症対策消毒研

修

【健康課】

市の施設管理者を対象としたウイルスの

消毒研修を実施

庁内管理事業

【行政課】

感染防止物品等の購入

新型コロナウイルス対策事業（避難所）

【防災対策課】

避難所における感染防止物品等の購入

人事管理一般事務経費

【秘書人事課】

職員のための感染防止物品等の購入

リモートワーク導入事業

【企画政策課】

リモートワーク導入経費

行政区等活動３密対策補助事業

【まちづくり推進課】

行政区等の各種活動での感染防止対策に

対する補助金

市民税賦課事業

【税務課】

申告相談に必要な感染防止物品等の購入

斎苑・クリーンセンター管理事業

【生活環境課】

しんしろ斎苑、クリーンセンターの感染防

止物品等の購入
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区 分 事業名 主な事業内容

感染（予防）

マスク・消毒等

障害者福祉運営対策事業

【福祉課】

市が事業主体となる障害者の日中活動の

場の提供、移動支援、手話奉仕員派遣事業

の事業所に対する感染防止対策物品の配

布

休日診療所緊急包括支援事業（医療分）

等

【地域医療支援センター】

休日診療所、しんしろ助産所等の感染拡大

防止対策物品等を購入

保健センター管理事業等

【健康課・生涯共育課等】

公共施設（保健センター、地域文化広場、

設楽原歴史資料館等）の感染防止対策物品

の購入等

消毒液配布

【整備課】

希望する市内の介護保険事業所等へ次亜

塩素酸ナトリウムを配布

情 報 情報提供・啓発

【秘書人事課】

市ホームページ、広報ほのかに特集記事掲

載、ティーズ市政情報番組いいじゃん新城

で特集番組を放送

行政防災無線情報提供

【秘書人事課】

行政防災無線にて、感染状況等の情報提供

生 活 消費者行政事業

【商工政策課】

オンライン消費生活相談システムの構築

観光振興事業

【観光課】

天竜奥三河国定公園を活用した誘客促進

業務、公衆トイレ手洗等取替工事

ＤＯＳ地域再生事業

【スポーツツーリズム推進課】

新城ラリー開催に伴う感染防止対策等の

経費

妊婦へのマスク配布

【健康課】

一人５０枚の不織布マスク配布

テイクアウト＆デリバリー応援プロジ

ェクト

【商工会】

市内飲食店支援のためのインターネット

サイトを開設

もっくる新城ドッグラン整備事業

【観光課】

ドッグラン施設の整備

翻訳

【まちづくり推進課】

特別定額給付金、水道料金減免申請様式、

プレミアム付商品券、社協いいじゃん券関

係の多言語対応

事業所向け特別相談窓口

【商工会等】

市、商工会、ハローワーク、新城金融協会

による事業所向け各種支援の相談窓口ワ

ンストップ化



報 道 機 関 発 表 資 料

（新城市）

内容

中京テレビ株式会社を実施主体とし、本市湯谷温泉にてドローンを活用した物流実証実験

が実施されます。

豊川市及び新城市では、本年８月１日に「東三河ドローン・リバー構想推進協議会」を立

ち上げ、ドローン・エアモビリティに関する新産業の集積に向けた取組を進めており、ドロ

ーンを活用した実証実験を推進しています。

記

１．実施日時 令和２年９月２８日（月） １３時００分から

２．実施場所 【出発地点】奥三河蒸留所（新城市能登瀬字北野 23-4 湯谷園地）

【到着地点】湯の風 HAZU（愛知県新城市能登瀬字上谷平 4-1）
３．実施内容 奥三河蒸留所から湯の風 HAZUへ宇連川上空をドローンを活用し、アロ

マスプレーを配送する。

詳細については、別紙概要資料参照

提出日 令和 ２年９月２４日

担当課・室 企画部 企画政策課

担当職・氏名 課長 杉浦達也

連絡先（電話） （0536）23-7620
連絡先（FAX） （0536）23-2002

（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） kikaku@city.shinshiro.lg.jp

件名 湯谷温泉でのドローン物流実証実験について



ドローン物流実証実験

湯谷温泉



湯谷温泉ドローン物流
• 「奥三河蒸留所」から「湯の風HAZU」に

宿泊客が注文したアロマスプレーを配送

• ドローンで届ける斬新さにより

温泉地の活性化を図る企画

• 2020年９月27日（日）準備

９月28日（月）本番

９月29日（火）予備日

• 飛行ルート上の橋に交通整理員を配置

• NSi真岡 開発のソフトにより航路を設定

• 本宮山無線基地局を利用しドローンの位置情報を管理

奥三河蒸留所

橋

湯の風HAZU

1.7ｋｍ



使用機体

• 運用機体 Matrice200

• ペイロード 2.0Kg

• AES-256 暗号化技術によりデータ伝送の

安全性を確保

• 害物回避 前面／底面／上面にセンサー

• DJI Air Sense

付近の航空機やヘリコプターのリアルタイム情報を

オペレーターに自動的に提供に自動的に提供



位置情報システム

本宮山無線基地 CTV本社

湯の風HAZU奥三河蒸留所

ドローン位置情報

ドローン映像

ドローン

位置情報



運航管理体制(案)
奥三河蒸留所

橋

湯の風HAZU

1.7ｋｍ

①

②

③ ④

⑤

①～⑤の地点に合計５名の要員を配置

400MHz帯のUHF無線機を利用し

各要員は運航状況を共有

【監視要員配置】

①奥三河蒸留所、離発着地点

②監視要員

③④監視・交通整理要員

⑤湯の風HAZU、離発着地点

◆緊急連絡先

新城警察署 0536-22-0110

新城市消防署 0536-22-4801



報 道 機 関 発 表 資 料

（新城市）

内容

見出しの件について、新型コロナウイルス感染防止対策と地域活動の両立を図る行政区又

は行政区と同一の区域である自治会を支援するため、下記のとおり実施いたします。

記

１ 補助対象者 行政区又は行政区と同一の区域である自治会

２ 対 象 経 費 新型コロナウイルス感染防止対策に係る施設の改修、修繕、備品購

入、自治活動等に係る消耗品費に要した経費

※対象施設は行政区ごとの主な拠点施設１か所とする

３ 対 象 期 間 令和２年４月１０日（金）～令和３年２月１９日（金）

４ 補 助 金 額 対象事業実施経費の１０／１０以内

※補助は上限を２０万円、下限を１万円とする

※消耗品に係る経費は５万円以内とする

※1,000円未満の端数は切り捨て
５ 申 請 方 法 申請書類一式をまちづくり推進課に提出

６ 申請受付期限 令和２年１２月１８日（金）

提出日 令和２年 ９月２４日

担当課・室 まちづくり推進課

担当職・氏名 課長 松下 領治

連絡先（電話） （0536） ２３－７６９２

連絡先（FAX） （0536） ２３－２００２

（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） machizukuri@city.shinshiro.lg.jp

件名 新城市行政区等活動３密対策補助金について



令和２年４月１０日（金）から令和３年２月１９日（金）

※上記期限内に事業の完了及び事業費の支払いが完了していること。

※交付申請書は、令和２年１２月１８日（金）まで提出してください。

新型コロナウイルス感染防止対策と地域活動の両立を図る

行政区又は行政区と同一の区域である自治会を支援します！

問合せ先

新城市役所企画部まちづくり推進課

０５３６－２３－７６９２

新城市行政区等活動３密対策補助金

裏面に続く

（１）施設の改修及び修繕

（２）備品の整備

（３）消耗品の整備

※（１）については、行政区ごとの主な拠点施設

1箇所とします。ただし、平成１７年１０月１日

時点で市の公の施設に規定されていた施設及び、

平成１７年１０月１日以降に統合した行政区に

おいては、統合前の旧行政区の主な拠点施設 1箇

所も対象とします。

上限２０万円（下限 1万円）

※千円未満は、切り捨てとします。

※２０万円のうち消耗品にかかる経費の上限は

５万円とします。

補助率 １０／１０以内

補助対象経費 補助金額

補助対象実施期間



申請の流れ

令和２年１２月１８日（金）までに申請書等をまちづくり推進課まで提

出してください。

【提出書類】

・交付申請書

これから購入する物品等の場合 既に購入した物品等の場合

・見積書等の写し ・領収書等の写し

・事業実施前の写真 ・事業実施後の写真等

（施設の改修等がある場合）

書類を受付後、書類審査を行ったうえで、交付を決定します。

備品、消耗品の購入、工事等を行います。

令和３年２月１９日（金）までに事業及び支払いの完了をしてください。

申請

交付決定

事業実施

実績報告

補助事業が完了した日から２０日以内までに実績報告書を提出し

てください。

【提出書類】

・実績報告書 ・領収書の写し等

・収支報告書 ・工事完了写真、購入した備品・消耗品の写真

確定通知・補助金交付

請求書を提出していただいた後、補助金を交付いたします。



区　分 内　　　　　容 可　否 理　　　　　　　　由

〇
【新設】・【増設】
窓の設置とあわせて網戸を設置した場合も補助対象と
なります。

△

【更新】
FIX窓から開閉可能な窓への改修など換気量が既存より
増加することが補助要件となります。
窓の設置とあわせて網戸を更新した場合も補助対象と
なります。

出入口への網戸設置 〇
【新設】のみ対象
換気のために、出入口を常に開けることにより虫等の侵
入の可能性が高まることから補助対象となります。

網戸のない窓への網戸
設置

〇
【新設】のみ対象
換気のために、出入口を常に開けることにより虫等の侵
入の可能性が高まることから補助対象となります。

網戸の修繕 △
網戸の破れ、破損したサッシの修繕は換気のために、出
入口を常に開けることにより虫等の侵入の可能性が高
まることから補助対象となります。

〇
【新設】
換気改善に効果があれば補助対象となります。

〇
【増設】
換気改善に効果があれば補助対象となります。

△

【更新】… 既存換気扇を撤去し、その場所に改めて設置
するもの。
既存の換気扇よりも換気機能の向上が見込めるもので
あり、換気改善に効果があれば補助対象となります。既
存の換気扇よりも換気能力が向上することが補助要件と
なります。

エアコン（換気機能付き） 〇 換気扇と同様の理由により補助対象となります。

〇

【新設】・【増設】
窓や換気扇など換気設備への送風を行うことで換気を
促進する機能を持つ設備として、補助対象となります。
設置場所については、換気を促す場所へ設置してくださ
い。

△

【更新】… 既存エアコンを撤去し、その場所に改めて設
置するもの。
窓や換気扇など換気設備への送風を行うことで換気を
促進する機能を持つ設備として、補助対象となります。
既存のエアコンよりも換気機能の向上が見込めることが
補助要件となります。

空気清浄機の購入・設置 △
換気を促進する機器（風を出して空気を循環させる機
器）として補助対象としているため、換気を促進する場所
（窓や換気扇の下など）へ設置してください。

扇風機の購入・設置 △
換気を促進する機器（風を出して空気を循環させる機
器）として補助対象としているため、換気を促進する場所
（窓や換気扇の下など）へ設置してください。

オンライン化環境整備 △ 毎月のランニングにかかる経費は対象外となります。

センサー式自動蛇口の
設置

〇
接触機会を減らすことで感染拡大防止に効果があること
から補助対象となります。

ペーパータオルの設置 〇 専用ゴミ箱は備品。ペーパー自体は消耗品となります。

便器の設置・改修 △
汚水が飛び散ることによる飛沫感染防止のため、フタ付
き便座に変更するものを対象とします。

対象経費例示一覧

窓設置工事

換気扇

エアコン
（換気機能を促進するも
の）

設備の改
修

工事・修
繕



区　分 内　　　　　容 可　否 理　　　　　　　　由

サーキュレーター △
換気を促進する機器（風を出して空気を循環させる機
器）として補助対象としているため、換気を促進する場所
（窓や換気扇の下など）へ設置してください。

消毒（除菌）マット ○ 消毒液のみ整備する場合は消耗品扱いとなります。

加湿器 ×
次亜塩素酸やその他薬品を噴霧する加湿機能のみの
機器は、コロナの感染拡大防止効果が立証されていな
いため、補助対象外となります。

非接触型検温器 〇
行事等を行う際に必要な範囲内の数量が対象。各家庭
に配布する場合は対象外となります。

サーモグラフィ 〇
出入口の数と同数の購入にかかる経費のみ補助対象と
なります。

サーマルカメラ 〇
出入口の数と同数の購入にかかる経費のみ補助対象と
なります。

次亜塩素酸水関連機器
の購入

△

補助対象となるのはNITE（製品評価技術基盤機構）から
例示のあった有効塩素濃度等の条件を満たす次亜塩素
酸水を生成できる機器に限ります。
また、次亜塩素酸水噴霧器等、新たに新型コロナウイル
ス感染防止効果が立証された場合は補助対象としま
す。

小型オゾン除菌・消臭器 ×

現時点でオゾン散布による新型コロナウイルスの不活化
条件は、人体に影響があることから補助対象外とする。
ただし、今後機器の検証により、人体に影響がなく、新型
コロナウイルスに対して効果があることが検証された場
合は補助対象となります。

自動／足踏み式アルコー
ル消毒噴霧器

〇

飛沫防止シート 〇

席区分け、アクリル板の
設置

〇

ビニールカーテン 〇

つい立、仕切りなど 〇

テーブル・椅子等増設 △
座席の分割、座席数の減など3密対策に効果があるもの
が補助対象となります。

マスク △
行事等を行う際の予備として整備する場合は対象。各家
庭に配布する場合は対象外となります。

手袋 △
行事等を行う際の予備として整備する場合は対象。各家
庭に配布する場合は対象外となります。

ペーパータオル △
トイレの手洗いに設置したペーパータオルホルダー用は
対象。各家庭に配布する場合は対象外となります。

防護服 〇
接触感染の防止に効果があるため補助対象となります。
ただし、耐久性のあるものに限ります。

フェイスシールド △
飛沫感染防止に効果があるため補助対象となります。各
家庭に配布する場合は対象外。

物品の購
入（消耗

品）

物品の購
入（備品：
耐用年数
1年以上）



報 道 機 関 発 表 資 料 

（新城市） 

提出日 令和２年９月２４日 

担当課・室 教育総務課 

担当職・氏名 課長 請井貴永 

連絡先（電話） （0536）23-7633 

連絡先（FAX） （0536）23-8388 

  （ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） shinky@city.shinshiro.lg.jp 

 

件名 東郷中学校屋内運動場改築工事の竣工報告会の開催について 

 
内容 

  東郷中学校屋内運動場改築工事の完了にあたり、下記のとおり竣工報告会を開催する。 

 
 

記 

 
  【日時】 
   令和２年１０月１９日（月）午前１０時３０分から（竣工式終了後） 

 
  【場所】 
   東郷中学校屋内運動場（新城市竹広字宮川１６２番地２） 

 
  【工事概要】 
   別紙のとおり 

 
  【備考】 
   同日午前１０時から受注者主催の竣工式を行う。 

 



工 事 概 要 

 

 

 工 事 名  東郷中学校屋内運動場改築工事 

 

 工 事 場 所  新城市竹広字宮川１６２番地２ 

 

 工 期  令和元年６月２９日から令和２年１０月５日まで 

 

 契 約 金 額  ６５７，４２４，９００円 

 

 建 物 構 造  鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 ２階建 

         

 延べ床面積  ２，０２２．０６㎡ 

 

  諸 室 内 容  アリーナ・ステージ・管理室・部室・更衣室・男女トイレ・ 

多目的トイレ・倉庫・屋外倉庫 

 

 設計・監理  新城市大海字中貝津４８番地１ 

        株式会社中沢設計事務所 

        代表取締役 中 澤 輝 昭 

 

 受 注 者  新城市城北一丁目１番地５ 

   松井建拓株式会社 

   代表取締役 加 藤 栄 志 

 

  



報 道 機 関 発 表 資 料 

（新城市） 

提出日 令和２年 ９月２４日 

担当課・室 設楽原歴史資料館（生涯共育課） 

担当職・氏名 参事 湯浅大司 

連絡先（電話） （0536）２２－０６７３ 

連絡先（FAX） （0536）２２－０６７３ 

  （ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） shitara@city.shinshiro.lg.jp 

 

件名 新城市指定文化財の解除について 

 

内容 

 新城市指定文化財であった「ムクノキ」をこのほど指定解除しましたのでご報告いたしま

す。 

   

（１）種別及び名称    天然記念物（植物） ムクの木   

（２）指定年月日     昭和３５年１２月１日 

（３）解除年月日     令和２年 8月２７日 

（４）員数        １本 

（５）所在の場所     新城市庭野字香ヶ崎１９ 

（６）所有者の氏名等   新城市字東入船１１５  愛知県新城市 

（７）現状        樹高１２ｍ、目通り３．４ｍ 

（８）指定解除理由    指定後における樹木

を取り巻く環境が激変し、近年では自動

車の通行量が増加し、道路の線形と中央

分離帯に立地する状況から交通事故が

数件起きている旨の指摘を受けており、

令和２年５月に伐採についての要望が

地元区長から提出をされ、危険木として

の認識が高まっていた。このため、令和

２年８月３日に開催した令和２年度第

１回新城市文化財保護審議会で審議した結果、移植が困難であることからも伐採し

て指定解除もやむなしという判断に至ったため。 

（９）その後の措置について 

現在のムクノキの分身となるムクノキを取り木や実生などの措置によって再生させ、

現在地に近い場所（例／桜渕公園内釜屋建て民家周辺など）に移植をすることによ

って、地域の方々によって守られてきたムクノキを残す方法を検討している。 

 



新　城　市　長　日　程　予　定　表 新城市
作成現在日：

日 曜日 行　　　　　　　　　　　　　　　事

1 木 9 ： 30 辞令交付 新城 本庁舎 市長室

2 金 13 ： 15 第174回　愛知県市長会　役員会 知多 知多市勤労文化会館 3階　研修室2

14 ： 00 第174回　愛知県市長会議 知多 知多市勤労文化会館 1階　つつじホール

3 土 10 ： 00 新城市功労者表彰式（一般参加なし） 新城 本庁舎 4階会議室

4 日

5 月

6 火 10 ： 00 新城市空家等対策協議会 新城 本庁舎 政策会議室

7 水 9 ： 00 部長会議 新城 本庁舎 政策会議室

8 木 13 ： 30 愛知県農業会議　常設審議会 名古屋 三の丸庁舎 8階　大会議室

9 金 11 ： 00 愛知県名古屋市道路利用者会議　意見交換会 名古屋 ホテルメルパルク名古屋 2階　瑞雲（西）

10 土

11 日

12 月 14 ： 00 第4回　東三河市町村長会議 豊橋 豊橋市役所 政策会議室

13 火

14 水 16 ： 00 第131回　東海市長会　役員会（ｗｅｂ開催） 新城 本庁舎 政策会議室

15 木

16 金 9 ： 00 市政経営会議 新城 本庁舎 政策会議室

15 ： 00 三遠南信自動車道建設促進奥三河期成同盟会　提言活動 浜松 浜松河川国道事務所 2階　第1会議室

17 土

18 日

19 月 10 ： 00 東郷中学校屋内運動場　改築工事竣工報告会 新城 東郷中学校 屋内運動場

15 ： 00 第3回　新城市土地開発公社　理事会 新城 本庁舎 政策会議室

20 火 9 ： 30 新城・北設地区市町村職員研修協議会「新規採用職員研修」市長講話 新城 本庁舎 4-2・3会議室

21 水 13 ： 30 愛知県議会建設委員会 名古屋 愛知県議会議事堂

22 木

23 金

24 土

25 日

26 月

27 火 9 ： 00 議員への定例報告会 新城 東庁舎 委員会室

10 ： 30 定例記者懇談会 新城 本庁舎 政策会議室

28 水 13 ： 30 奥三河幹線道路（北設井桁道路等）整備促進協議会等　合同要望会 名古屋 愛知県議会議事堂他

29 木 9 ： 00 12月補正予算査定 新城 本庁舎 政策会議室

30 金 9 ： 00 12月補正予算査定 新城 本庁舎 政策会議室

31 土

令和2年 10月

令和2年9月23日

時　　間 場　　　　　所
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