１

感染症の拡大防止

1億8,700万円

２

市民生活の安定化

1億3,220万円

３

地域経済の回復

2億5,780万円

４

予備費の増額

1億円

市は、新型コロナウイルス
感染症への対策として、５・

６月と補正予算を編成し、「感
染症の拡大防止」「市民生活の
安 定 化 」「 地 域 経 済 の 回 復 」に
努めています。
５月補正予算の新型コロナ
ウイルス感染症に係る緊急対
策
（第１弾）
では、緊急時の対
応として、公的病院などに対
する検査機器の整備支援や事
業継続緊急支援などを行いま
した。
今回は、６月補正予算の新
型コロナウイルス感染症に係
る緊急対策
（第２弾）
での取組
を紹介します。

緊急対策（第2弾）
補正予算額6億7,700万円

新型コロナウイルス
感染症に係る
緊急対策
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地域経済の回復

市民生活の安定化

感染症の拡大防止

外出自粛による影響が大きい観光関連事業者に対する
支援とともに、今後の経済回復に向けた事業などの支
援に重点的に取組みます

小・中学校の再開に伴う学習支援の強化とともに、ひ
とり親家庭に対する支援に重点的に取組みます

感染症の対策や救急医療などを最前線で支えている医
療機関に対する支援とともに、第2波、第3波への備え
に重点的に取組みます

事業継続緊急支援
（第2次） 1億円

学力向上緊急対策

国の持続化給付金の対象外となる事業者に対して、
事業継続を支援します。第1次
（下部①参照）に引続き、
8～12月分を追加します。

小・中学校の臨時休業に伴い、学習に遅れが生じな
いよう夏季休業期間を短縮して授業を行うため、学力
向上サポーターを配置し、学習指導の充実を図ります。

公的病院などに対する
医療提供体制維持緊急支援

特別支援教育緊急対策

1,390万円

特別支援教育支援員を配置し、健康や安全の確保、
教育活動支援の充実を図ります。

生花店・福祉、医療施設連携支援

子どもたちの心のケア緊急対策

500万円

ひとり親世帯緊急支援

経済振興・子育て支援
みとちゃんのプレミアム商品券発行支援 7,000万円
プロスポーツチーム
地域交流活動等緊急支援

8 博
 物館の図録でおうち時間を楽しみま

館 開館30周年記念写真展 ほか

10 できごと
11 情 報ガイド：国勢調査にご協力を／
国民健康保険証を送付します／認知
症456隊

2,600万円

ほか

15 ソラノムコウ
16 学びを、楽しむ。
水戸市ホームページ

https://www.city.mito.lg.jp

水戸市メールマガジン

https://www.city.mito.lg.jp/
002330/p004096.html

facebookページ
「水戸市」
https://www.facebook.com/
mimika310

市の広報

ご利用ください

①事業継続緊急支援金

対象／市内に事業所がある法人、個人
事業主または市内に住所がある個人

事業主で、次の要件をすべて満たす

月の

Ａ新型コロナウイルス感染症

７

もの

の影響により、令和２年３～

％ 以 上 減 少 し た 月 が あ る（ た だ

うち、前年の同月比で１か月の売上

が

年３月以降に創業したもの

においては、創業月～令和２年２月

し平成

の月平均の売上を、令和２年３～

月のいずれか一月と比較することが

できる） Ｂ国や他の地方自治体の

７
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 戸芸術館スケジュール：ひかりとい
9 水
代館長の好きな曲”を聴く」
／水戸芸術

5,100万円

2,000万円

30

せんか
のちのある風景／講座「“吉田秀和初

災害に備え、避難所での感染を防
止するため、簡易間仕切りを整備し
ます。

実施する持続化給付金または水戸市

20

宿泊事業者緊急支援金の支給を受け

10

ていない

支援金
 額／法人… 万円 個人事業主…
万円

課（〒３１０～８６１０、☎２３２・

申請・問合せ／申請書に記入し、添付
書類を添えて、郵送で、水戸市商工

９１８５）へ

※申請書は、市ホームページから入
手できます。

②経済振興・子育て支援
みとちゃんのプレミアム商品券

１セットあたり１万円分の商品券

を、７５００円で販売します。購入方

法など、詳細は、今後「広報みと」や市

ホームページなどでお知らせします。

向け…２万２０００セット）

販売総数
（予 定 ）
／３万２０００セット
（子育て世帯向け…１万セット、一般

販売時期（予定）／８月下旬

経 済 振 興・ 子 育 て 支 援 み と

募集 取扱店になりませんか

ちゃんのプレミアム商品券を使

用できる取扱店を募集します。

申込み・問合せ／７月 日（金）
までに、電話で、水戸商工会

2020. 7. 1 広報みと

議所（☎２２４・３３１５）
へ

問合せ／商工課
（☎２３２・９１８５）

その他の支援策について、

概要一覧を市ホームペー

ジに掲載しています。

3

市指定避難所
衛生確保緊急対策

積極的に口を動かし低栄養を予防
しよう！

衛生対策のさらなる徹底が必要とされた理容所・美
容所・施術所に対し、支援金を給付します。

離職や収入の減少などにより、住居を失うおそれが
ある方に対し、住居確保のための給付金を支給します。

プロスポーツチームによる地域交流活動などを支援
します。

医療提供体制の維持を図るため、地域医療を支える
市内の公的病院などに対し、財政支援を行います。ま
た、ウイルス拡散による院内感染を防止するため、陰
圧装置
（※）
の整備を推進します。
※室内の気圧を低くし、ウイルス等の放出を防ぐ装置。

理容所・美容所・施術所緊急支援

7,200万円

離職者などのための住居確保緊急対策 4,000万円

400万円
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252万円

ひとり親世帯の生活を支援するため、児童扶養手当
受給世帯に対し、市独自の給付金として児童一人につ
き2万円を支給（申請は不要）します。

※下部②参照。

6

感染が疑われる方に対する検査を確実に実施するた
め、市保健所でのPCR検査の体制を強化します。また、
医療機関の保険診療でPCRなどの検査を受ける際の自
己負担相当額を公費で負担します。

小学校にスクールサポーターを配置し、ストレスな
どを抱えている子どもたちの心のケアを図ります。

需要が激減している生花店から、市が花を購入し、福
祉・医療施設へ寄贈することで、入所者などへ癒やしを
提供するとともに施設従事者へ感謝の気持ちを伝えます。

係る緊急対策
4 ま
 ち・ひと・しごと創生総合
戦略
（第2次）

9,000万円

市保健所などの検査体制強化

観光関連事業者や販売促進活動を支援します。

2 新型コロナウイルス感染症に

目次

観光関連事業者緊急支援 5,600万円
観光土産品販売促進緊急支援 1,500万円
水戸の銘品
（わらつと納豆・地酒）
緊急支援 330万円
貸切バス事業者緊急支援 450万円

378万円

☎029-232-9107(直)

Twitter

＠kouhou_mito
https://twitter.com/kouhou_mito

LINE

＠mitocity

YouTube「Mito Movie Report」

https://www.youtube.com/user/mito
citynumber1

ラジオ 茨城放送1197kHz
マイタウン水戸…第2土曜日
9：40～9：55
FMぱるるん76.2MHz
水
 戸Cityガイド…月～金曜日
  8：55～9：00、
  17：55～18：00

2020. 7. 1 広報みと

2

