
 

【本部長】市長、【副本部長】副市長、教育長、【本部員】危機管理監、総合政策部長、総務部長、生活環境部長、健康福祉部長 

産業観光部長、建設部長、湯原温泉病院事務部長、教育次長、消防長、各振興局長、会計管理者、議会事務局長、総務部次長、 

真庭市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第１３回） 

日 時 令和２(2020)年 6月 17日(水) 

午後４時００分～ 

場 所 真庭市役所３階 会議室 

 

１．開 会 

 

２．あいさつ 

 

３．協議事項 

 

（１）市の対応 

    ●市の施設及び市主催行事の開催等について 

      

    ●その他 諸部局からの報告 

      

 

 

（２）市長の市民の皆様へのメッセージ 

 

 

 

４．閉 会 
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市長直轄組織 危機管理監

総合政策部 部　長

総務部 部　長

生活環境部 部　長

健康福祉部 部　長

産業観光部 部　長

建設部 部　長

教育委員会 教育次長

消防本部 消防長
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議会事務局 事務局長

総務部 次　長
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勝山振興局 振興局長

美甘振興局 振興局長

湯原振興局 振興局長

蒜山振興局 振興局長

湯原温泉病院 事務部長

真庭市新型コロナウイルス感染症対策本部会議(第13回）
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真庭市新型コロナウイルス対策本部会議資料

令和2年6月17日（水）

　岡山県における新型コロナウイルス感染症対策に係る事業者やイベント等主催者への協力のお願い2020.6.17

　基本的対処方針2020.5.28

　・5月25日に緊急事態宣言が全ての都道府県で解除

　・概ね３週間ごとに、地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら段階的に見直す。

外出自粛

県外への移動は,

6/11までは、京都府、大阪府、兵庫県への

移動はできるだけ慎重に

6/18までは、北海道、埼玉県、千葉県、東

京都、神奈川県への不要不急の移動は控え

る

その他の県外は、移動先の状況や各県が出

す情報を確認して行う

県外への移動は、原則自由、移動先の状況

や各県が出す情報を確認して行う

観光振興は、まず中国５県内から

(県民の皆様へのメッセージ)

イベント及び

会合

市が主催する市内及び中国5県中心のイベン

トや会合は開催

【主催者】

消毒、換気、密にならないよう間隔をあけ

る等の感染症対策を行う

【参加者】

手洗い、咳エチケット及び、事前に検温等

をしていただき体調不良の方は参加を控え

ていただく

市が主催するイベントや会合は感染予防対

策を講じた上で開催する(開催の制限の解除)

【主催者】

消毒、換気、密にならないよう間隔をあけ

る等の感染症対策を行う

【参加者】

手洗い、咳エチケット及び、事前に検温等

をしていただき体調不良の方は参加を控え

ていただく

公共施設利用

の方針

市の管理施設について

市内及び中国5県を中心とした利用について

は利用する

【施設管理者】

消毒、換気、密にならないよう間隔をあけ

る等の感染症対策を行う

【施設利用者】

手洗い、咳エチケット及び、事前に検温等

をしていただき体調不良の方は利用を控え

ていただく

市の施設は感染予防対策を講じた上で利用

する(利用の制限の解除)

【施設管理者】

消毒、換気、密にならないよう間隔をあけ

る等の感染症対策を行う

【施設利用者】

手洗い、咳エチケット及び、事前に検温等

をしていただき体調不良の方は利用を控え

ていただく

職場への出勤
地域の状況を考えた場合、密になる実態は

あまりないため要請しない
現行どおり

学校等

小中学校は現行どおり教育活動を継続

幼稚園・保育園・認定こども園・放課後児

童クラブは現行どおり開園

現行どおり

市の施設及び市主催行事の開催等について（案）2020.6.17

真庭市の対応　6/1～6/18 今後の真庭市の対応



真庭市新型コロナウイルス感染症対策本部

【真庭市新型コロナウイルス感染症対策本部会議の協議、決定事項の概要一覧】

主な協議、決定事項

真庭市新型コロナウイルス感染症対策会議

　新型コロナウイルスが、国内では爆発的感染の兆しを見せている。岡山県内では、まだ感染者はで

ていないが、市において発生前の予防対策及び発生後の対策を検討することを目的とする。

① 国・県の現状について（岡山県真庭保健所）

② 市の現状と今後の対応について（健康福祉部、関係部署）

真庭市新型コロナウイルス感染症対策会議（第２回）

① 国・県の現状について（岡山県真庭保健所）

② 市の現状について（健康福祉部、関係部署）

③ 対策行動計画について（健康福祉部）

真庭市新型コロナウイルス感染症対策会議（第３回）

① 国・県の現状と基本方針等について（岡山県真庭保健所）

② 市の現状と今後の対応について（健康福祉部、関係部署）

岡山県内で感染者確認の情報

・対策会議から真庭市新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき対策本部を設置

真庭市立小中学校の臨時休校を3月3日(火)から3月13日(金)の11日間とする

3月16日(月)から授業・給食を再開

経済対策として、湯原温泉内湯配湯使用料を免除

県内感染者を確認

・市内小中学校は開校を継続、休校の要件は

　①緊急事態宣言②市内、近接市町村で感染確認③県内で多数の感染確認のいずれか

新たな体制で引き続き新型コロナウイルス感染拡大の防止に向け万全な対策を

・真庭保健所による職員研修会を開催

・湯原温泉配湯使用料減免の延長

・宿泊・食事券の配布を検討

・4月7日(火)から市小中学校新学期スタート

4月7日(火)緊急事態宣言の発表

・真庭市新型コロナウイルス感染症対策本部を特措法に基づく法定の対策本部として位置づけ

・4月13日(月)から新型コロナウイル総合相談室を設置

・湯原配湯使用料減免を延長(5月10日(4月分)まで）決定

・宿泊・食事券の配布は状況を見て実施(保留)

・イベント・会議の休止・延期の基準（5月6日まで）　公共施設使用、市主催の場合、①3密を避け

ることができない②利用者が特定できない③50人以上の場合

・民間主催の場合は、市の基準を伝え判断してもらう

・湯原クライミングセンターは４月１３日から休館

・市外からの交流者対象のイベントは中止を要請

・スポーツ文化施設の予約（市外からの申請）は新たに受けない　

緊急事態宣言が全国に拡大され岡山県、真庭市も対象の地域に

・小中学校の教育活動は継続、幼稚園、保育園、こども園、児童クラブも活動は継続

・公共施設の休業等は5月6日まで延長する。4月20日の観光施設等の指定管理者の会議で説明。ス

ポーツ・文化施設についても同様

　真庭市では、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、情報の収集、共有と今後の対策について協議しています。

　　(対策会議　2/4･2/10･2/27　を含む)

開催日

第1回2月4日（火）

(対策会議)

第2回2月10日(月)

(対策会議)

第3回2月27日(木)

(対策会議)

対策本部会議

第1回　3月6日(金)

対策本部会議

第2回　3月11日(水)

対策本部会議

第3回　3月23日(月)

対策本部会議

第4回　4月2日(木)

対策本部会議

第5回　4月8日(水)

対策本部会議

第6回　4月17日(金)
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真庭市新型コロナウイルス感染症対策本部

主な協議、決定事項開催日

市長メッセージ概要

「4月16日の新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言の拡大をうけ、この危機的状況の収束のた

め、広域的移動や不要不急の外出の自粛、そして、密閉・密集・密接の「3密」を避ける行動の徹底

を改めてお願いする。今は、この難局を乗り切るため、人権感覚を大切にし、皆様と皆様の大切な人

の生命を守るため、これまで以上のご理解とご協力をお願いしたい。令和2年(2020年)4月23日」　　　　　　　　　

・公共施設利用の基本的な考え方、休館等の判断基準により5月6日まで延長することを決定

・くらし安全課内に「特別定額給付金対策室」を設置、これに伴い、新型コロナウイルス総合相談室

も同対策室へ移転し（１Ｆ）一体的なワンストップ窓口として継続。5月7日から業務を開始

・5月早期の臨時議会の招集を議会と調整

・緊急的な支援に対し約50億円の規模

・市内幹線道沿い2カ所に外出自粛の啓発看板を設置

大型連休を控えての対応

・真庭市立小中学校を4月29日(水)から年5月6日(水)まで臨時休業

・4月30日(木)、5月1日(金)は、緊急一時預かり可　　　

・幼・保・こども園は通常どおり。放課後児童クラブは小学校一時預かりのみ対応。つどいの広場は

5月6日まで休所とする

・「特別定額給付金対策室」5月7日付けで生活環境部くらし安全課内に設置する

・給付金詐欺行為への注意喚起、DVに関する支給には個別に慎重に対応

・近接する津山市で感染者が2例確認

国の緊急事態宣言の延長、５月４日にも正式に決定するとの見通し

・連休期間中に市内感染者確認を想定し、マニュアルに基づき各対策班長により対策業務の確認と各

班の連携について確認を行った。

・建設工事事業者等への感染拡大防止のための取扱い周知

・特別定額給付金業務スケジュールは5月11日(月)に各戸へ申請書が届き始め、早ければ5月18日

(月)には受給が開始可。

・新型コロナウイルス総合相談室は、連休中も電話対応を実施。合わせて事業者相談窓口も特別窓口

を設置。

5月4日、国の緊急事態宣言の延長、対象地域を全国とし5月31日まで

【5月31日(日)まで】

・市が主催する市内中心の小規模(50人以下)イベントは5月7日(木)から開催を可能とする。

・公共施設の休館等の期限を５月６日から５月17日に延長し、それ以降開館。ただし湯原クライミン

グセンターは5月31まで休館を継続。

・真庭市立図書館及び博物館の休館を5月10日(日)まで延長し、5月11日(月)から開館する。

【6月1日(月)から】

・行事イベント、施設利用等通常どおりの対応とする。※ただし、国や県の解除の時期が早まれば対

応。

5月14日、国の緊急事態宣言の39県での解除を受けて、市イベントの開催や公共施設の利用を５月18

日から31日までは、対象を県内に拡大。

【5月31日(日)まで】

・市が主催するイベントは5月18日(月)から市内及び県内の参加を中心に開催を可能とする。

・公共施設は県内の利用者を対象に５月18日から開館。湯原クライミングセンターも同様に開館す

る。

【6月1日(月)から】

・行事イベント、施設利用等通常どおりの対応とする。※ただし、国や県の解除の時期が早まれば対

応。

対策本部会議

第7回　4月23日(木)

対策本部会議

第8回　4月27日(月)

対策本部会議

第9回　5月1日(金)

対策本部会議

第10回5月5日(火)

対策本部会議

第11回5月15日(金)
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真庭市新型コロナウイルス感染症対策本部

主な協議、決定事項開催日

5月25日、新型インフルエンザ感染症特別措置法に基づく緊急事態宣言がすべての都道府県で解除。

また、特措法に基づく対策本部を廃止し、市行動計画及び市設置条例に基づく対策本部とする。

【期間は6月1日(月)から6月18日(木)まで】

・市が主催するイベントや会合は参加者を6月1日から中国5県までを対象に開催を可能とする。

・公共施設の利用については利用者を6月1日から中国5県までを対象に利用を可能とする。

・市内小中学校の水泳指導の実施について　（教育委員会報告）

・市内2カ所の啓発看板は当面設置を継続する

対策本部会議

第12回5月29日(金)
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令和2年(2020年)6月 16日 改訂

○お問い合わせ先：真庭市教育委員会 教育総務課 電話：0867-42-1085

新型コロナウイルス感染症及びその対策の影響により、真庭市奨学金返還金の納付が困難

と認められる場合には、納付期限を最長 1年間延長します。

新型コロナウイルス感染症及び感染症対策の影響による経済状況の

変化により、真庭市奨学金の返還が困難になった方

令和２年度返還分が対象となります。

口座振替の方は、猶予を希望する月の前月末まで、

納付書の方は、猶予を希望する月の末日までに申請してください。

（例）７月返還分の猶予を希望する場合の申請受付期間

６月３０日まで（口座振替）、７月３１日まで（納付書）

【６月支払】６月３０日まで（納付書）

【１２月支払】１１月３０日まで(口座振替)、１２月２５日まで（納付書）

【６月支払】６月３０日まで（納付書）

【１２月支払】１１月３０日まで(口座振替)、１２月２５日まで（納付書）

真庭市奨学金返還免除（猶予）申請書を提出してください。

申請書を真庭市教育委員会事務局で審査し、結果をお知らせ
します。

猶予することのみに関する保証人は必要ありません。ただし、貸付時の連帯保証人の責任は変わりません。

最長１年間の納付の猶予が与えられます。返還の猶予ですので、返還金の総額は変わりません。

また、猶予分を返還する際、返還予定月に通常返還分がある場合は、合わせて返還することになります。



Ｒ２．６．１７

建設部建設課

各道路管理者の対応状況

○ＮＥＸＣＯ西日本

・広域情報板への表示 【６／１ 解除】

・ＳＡ・ＰＡへ注意喚起ポスターの掲示

不要不急の移動自粛に関すること 【６／１ 解除】

ソーシャルディスタンス、３密防止、咳エチケットに関すること 【継続】

○岡山国道事務所

・国管理の道路情報板への表示 【６／２ 解除】

○岡山県

・道路情報板への表示 【６／１ 変更】

「３密を避けて慎重な行動を」←交互表示→「物流を支える皆様ありがとう」

≪位置≫市内７箇所、９方向

Ｒ１８１ 勝山（上り、下り）、江川（下り）、美甘（下り）

Ｒ３１３ 上市瀬（上り、下り）、岡（下り）、禾津（上り）、蒜山初和（下り）

・注意喚起サイン（看板）の設置 【６／１８ 解除を検討中】

≪位置≫３箇所

蒜山ＩＣ出口、道の駅蒜山高原、道の駅風の家



資料 8-01(総務部)
第 13回真庭市新型コロナウイルス感染症対策本部会議

新型コロナウイルス感染症に係る市税等の徴収猶予について

1.地方税徴収猶予特例制度（新型コロナ対策）

概 要：新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少が
あった場合に、申請により最長 1年間の徴収猶予するもの。

開始年月日：令和２年５月１１日
基 準 日：令和 2年 2月 1日～令和 3年 1月 31 日の間に納期限が到来するも

の
猶 予 期 限：各納期限の翌日から最長で 1年の範囲内

※ 猶予申請は、各納期限の日まで
申 請 者 数：８者（いずれも事業者） 約 4,300 万円 ※令和 2年 6月 16日現在
（内訳）
固定資産税：６者 約 4,290 万円
法人市民税：１者 約 1２万円
住 民 税：１者 約 2万円

根拠法令：地方税法附則第 59条第 1項(すべて国の特例措置に基づくもの)

※一定の条件に該当する必要はあるが、延滞金が全額免除されるため、市独自の補助
金の申請は生じない。

2.公有財産使用料等（新型コロナ対策）

概 要：新型コロナウイルス感染症の影響により、行政財産の目的外使用許可に係る
使用料及び公有財産貸付料を期限内に支払うことが困難となった方を対象とし、申出
により納付期限を延長するもの。

開始年月日：令和２年 5月２７日
基 準 日：令和 2年４月１日(納付対象始期)
延 期 期 限：令和 3年 3月 31日
申請受付者数：０件 ※令和 2年 6月 16日現在
（全対象者数 117件 11,129 千円）

根拠法令：真庭市債権管理条例第 12条第 1号第 3号に基づくもの

（真庭市債権管理条例第 12条第 1号第 3号 抜粋）
第 12条 市長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合は、
その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該
その他の債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債
務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを
得ないと認められるとき。



市民の皆様へのメッセージ 

 

６月１７日、岡山県からの発表を受け、真庭市といたしましても、６月１９日から中国５

県に対象を限定していたイベントの開催や公共施設の利用を全面的に解除するとともに、他県

への移動自粛もすべて解除いたします。 

新型コロナウイルスの感染が確認されて以降、真庭市から感染者が出なかったことは、市民

の皆様の感染予防に対するご理解とご努力によるものであり、改めて衷心よりお礼申し上げま

す。 

暮らしと経済の対策については、３月１１日の湯原温泉の配湯使用料の免除などから始ま

り、市民の皆様の生活支援や事業者の皆様への経済的支援など、第１弾から第３弾まで、

補正予算額として合わせて５３億4千万円を計上しました。市民の皆様、事業者の皆様にお

かれましては一刻も早く元気な真庭を取り戻すため、各事業を有効にご活用くださいますようお

願い申し上げます。特に、各個人への１０万円の給付金については、真庭地域を元気にする

ことにも配慮して有効に活用して下さい。今後とも対策が必要であれば、真庭の未来の発展に

繋がる事業を大胆かつ迅速に予算化して実行する覚悟であります。厳しい現況を克服し、「元

気と希望の真庭」を目指し、共に頑張っていこうではありませんか。 

結びに、新型コロナウイルス感染症は容易に終息するものではありません。「with コロナ」を

受け入れ、「３つの密」の回避、体調管理、手洗い、咳エチケットなどについて、新たな知恵を

出し、夏場に合った感染予防を実践していただくことを切望します。 

 

令和２年(２０２０年)６月１７日 

 

 

   真庭市長  


