
関市新型コロナウイルス感染症緊急対策

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、生活に影響を受けている市民の皆さ
ま、事業活動に影響を受けている飲食店等の皆さま等を支援するため、緊急対策第２
弾を実施します。

令和２年４月１６日
関 市

1

対策
１

～関市の飲食店を応援します～

売り上げが減少した飲食店の利用を促進し、地域経済の活性化を促します！

ひ と り 親 家 庭 支 援

対策
２

～ひとり親家庭を応援します～

児童扶養手当の受給者に、地域経済応援券を支給します。

対策
３

～子育て世帯を応援します～

１５歳までの子どもを対象に、地域経済応援券を支給します。

子 育 て 世 帯 支 援

New!

New!

飲 食 店 支 援対策
４

～関市の雇用を応援します～

緊 急 雇 用 対 策

New!

New!

採用の内定を取り消された方や離職された方を対象に、会計年度任用職員を募集します。

その
他

・インターネットで『授業動画』を配信

・飛沫飛散防止シールド

New!



新型コロナウイルス緊急対策事業
ひとり親家庭を支援します

〈報道関係各位〉
令和２年４月１６日

健康福祉部 子ども家庭課

関市は、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている、ひとり
親家庭を支援するため、地域経済応援券を支給します。

対策
1

〈報道関係機関からの照会先〉 照会先 関市子ども家庭課 TEL：0575-23-7738

支援の内容

・児童扶養手当受給者（令和２年４月１日時点で関市に住民登録のある方）を対象に、
地域経済応援券を支給します。

・全額受給世帯は１世帯あたり３万円分、一部受給世帯には１世帯当たり２万円分

を支給します。

支給する地域経済応援券

●関市地域経済応援券（１０枚綴）
大規模・中小規模共通券５枚 + 中小規模限定券５枚
１冊（1,000円×10枚=１万円分）を１冊とし、全額受給者には３冊、一部受
給世帯には２冊を支給します。

●有効期限 ８月３１日までの約４か月。

支給方法

●来庁、申請を必要としないため、簡易書留で送付するものとします。

４月末日までの発送開始を目指します。

対象世帯 世帯数 1世帯当たりの支給額 合計冊数 合計支給額

全額受給世帯 300 3万円 900 900万円

一部受給世帯 300 2万円 600 600万円

計 600 1,500 1,500万円

＜参考＞ 児童扶養手当支給世帯数による支給額



約２億２千万円

新型コロナウイルス緊急対策事業
子育て世帯を支援します

〈報道関係各位〉
令和２年４月１６日

健康福祉部 子ども家庭課

関市は、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている、子育て
世帯を支援するため、地域経済応援券を支給します。

対策
２

〈報道関係機関からの照会先〉 照会先 関市子ども家庭課 TEL：0575-23-7738

支援の内容

・平成１７年４月２日（令和２年度の中学校３年生）から令和２年４月１日
までに生まれた子ども（令和２年４月１日時点で関市に住民票がある方）を

対象に、一人あたり２万円分の地域経済応援券を支給します。

＜参考＞ 対象者数 １０，８６４人（４月１日現在）

支給する地域経済応援券

●関市地域経済応援券（１０枚綴）
大規模・中小規模共通券５枚 + 中小規模限定券５枚
１冊（1,000円×10枚=10,000円分）を１冊とし、１人２冊支給します。

●有効期限：８月３１日までの約３か月

支給方法

１０，８６４人 × ２万円 ＝ ２１７，２８０，０００円

●来庁、申請を必要としないため簡易書留で送付するものとします。

ひとり親支援（対策１ ）の支給後、速やかに行います。



新型コロナウイルス緊急対策事業

関市会計年度任用職員を募集します

〈報道関係各位〉 令和２年４月１６日

市長公室 秘書課

関市は、新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急雇用対策として、採用
の内定を取り消された方や離職した方を対象に、会計年度任用職員を募集しま
す。

対策
３

〈報道関係機関からの照会先〉 照会先 関市秘書課 TEL：0575-23-7710

◆申込要件
次の（１）（２）のいずれかに該当する方を、選考の上、地方公務員法第２２条の２に基づ

く関市会計年度任用職員として任用します。

（１）新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和２年度の採用内定が取消しになった方

（２）新型コロナウイルス感染拡大の影響により、離職などの経済的影響を受けている方

◆採用予定人数 ５名程度
◆職務内容 行政事務全般の事務補助（採用決定後、その方の適正に応じて決定し

ます。）
◆任用期間 令和２年５月中旬～令和３年３月３１日

原則、翌年度の任用はありません。
◆勤務時間等 月曜日～金曜日の週5日、週37時間30分の勤務

8時30分～17時の1日7時間30分、休憩時間は12時～13時
◆報 酬 等 時間給880円、期末手当の支給あり、社保加入あり
◆休 暇 労働基準法に基づく年次休暇が付与されます。また、その他に特別休

暇があります。
◆そ の 他 地方公務員法に規定される服務に関する規定（信用失墜行為の禁止、

守秘義務、職務専念義務等）が適用されます。

◆募集期間 令和２年４月１７日（金）～４月３０日（木）
◆申込方法 「令和２年度 関市会計年度任用職員申込書 兼 登録書」を、上記募集期

間中に秘書課へ提出または郵送してください。（４月３０日消印有効）
その際、添付書類として、上記要件を証明する書類（採用内定取消し通知
離職票等）の写しを添付してください。



新型コロナウイルス緊急対策事業

飲食店を支援します
せき市民8万8000人のテイクアウトプロジェクト

＃せきエール飯

〈報道関係各位〉
令和２年４月１６日

産業経済部 商工課

関市は、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている飲食店を
支援するため、新たにテイクアウトを始める飲食店に対し、看板・チラシなど
の経費の一部を補助します。
また、テイクアウトやデリバリーサービスが可能な店舗を市のホームページ
で紹介するなど、情報発信でも店舗を応援します。

対策
４

〈報道関係機関からの照会先〉
照会先 関市商工課 担当 長屋・薮下・大園 TEL：0575-23-6752

支援の内容

・新たにテイクアウトを始める飲食店が必要とする、看板やチラシなどの経費の

８０％（１店舗につき上限１０万円）を補助します。

＜予算額＞ １０万円 × 100店舗 ＝ １千万円

・経費の例
チラシ代、看板代、改装費用、インターネット整備、店舗改装代、割りばし、紙袋、

テイクアウト用の容器

補助の要件（以下の条件をすべて満たす必要があります）

・関市内に所在する店舗
・「せき市民８万８０００人のテイクアウトプロジェクト ～＃せきエール飯～」

に登録した店舗

・新たにテイクアウト（デリバリー）を始めた店舗

※ 別紙チラシあります



せき市民8万8000人のテイクアウトプロジェクト！

＜照会先＞

関市役所商工課 長屋・薮下・大園

電話：0575-23-6752 メール：shoko@city.seki.lg.jp

新型コロナウイルスの感染症の拡大防止に伴う外出自粛が、飲食店に多大な影響をも
たらしています。一人では救うことができないあの店の味を、関市民8万8000人の力で守
りたい!テイクアウトやデリバリーのお店を関市のホームページで発信することでお店を
応援します。

飲食店さまは・・・
飲食店の登録をする

①テイクアウト(#せきエール
飯)の商品の開発

②「登録届出書」を
FAX(23-7741)または、
shoko@city.seki.lg.jp にメール
して登録する

「#せきエール飯」

報道関係者各位 令和２年４月16日

8万8000人の皆さまは・・・

①テイクアウトやデリバ
リーを利用する

②その写真や記事で応援
コメントをSNSに投稿

※市内の飲食店を応援!!
大好きなあの味をみんな

の力で守ろう!!

めし

mailto:3.%E5%95%86%E5%B7%A5%E8%AA%B2%E3%81%AB%E7%94%B3%E8%BE%BC%E6%9B%B8%E3%82%92shoko@city.seki.lg.jp


　　  新型コロナウイルスの影響で休校の小・中学校

 インターネットで『授業動画』を配信

　新型コロナウイルスの影響で休校が続く中、市教育委員会では家庭学習で使える
授業の動画をインターネットで配信します。

小学校 4教科・中学校 5教科のほか、各校長や教員からのメッセージ動画も配信

【小学校】
国語・社会・算数・理科
【中学校】
国語・社会・数学・理科・英語

配信教科

所要時間・配信期間
各教科　5分～ 10分程度

配信メディア
動画共有サイト「Vimeo」
※各自でログインして視聴
　インターネット環境のない家庭には
　DVDを貸出します

　各教科担任が黒板の前で授業をする形で実施します。この動画での授業は、各児童・生徒に学習に対す
る意欲や関心を高めることを目的としており、学習の楽しさや面白さを伝える内容となっています。
　また、授業動画に先駆けて、15日から各学校の校長や教員が、児童・生徒に向けて新年度の学校づくり
や休校期間中の過ごし方、進学・進級の自覚と生活や学習に目標を持って取り組むことの大切さを伝えるメ
ッセージ動画を配信しています。

4月 20日～ 5月 6日

その他の家庭学習支援
①4月 8日から 10日まで、各学校で学級担任の発表と教科書の配布を行っています。児童・生徒には、
　各教科の学習課題を配布し、その取組状況を家庭訪問や電話にて確認しています。
②家庭学習において解決できない問題や分からないことがあった場合には、各学校において電話による
　相談を受け付けています。

照会先　　関市教育委員会　学校教育課　　0575-23-8126

報道機関各位
令和 2年 4月 16日

関市教育委員会　学校教育課

その他



＜報道関係各位＞

４月１４日から、窓口に飛沫感染防止用のシールドを設置しました。
設置場所は、西部支所、商工課、環境課。接客時に、職員と市民が飛沫感染しない

ようビニール等で仕切りをつくり、書類の受け渡しができるよう下部に数センチ隙間
を設けました。

４月は転入転出をはじめとする各種の手続きで、窓口を利用するお客様が多いため、
少しでも安心して市民の皆さまに市役所を利用してもらおうと、職員が手作りで作成
しました。今後、さらに増設する予定です。

関市は、コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、職員に対し各地域事
務所・庁内会議室でのサテライト勤務、在宅勤務、土日のスライド勤務を呼び
かけてきました。

これに加えて、窓口業務等において感染症の拡大防止のため職員の手作りに
よる窓口シールド・フェイスシールドを作成し、一部窓口で利用しています。

〈報道関係機関からの照会先〉関市役所北庁舎３階 市長公室企画広報課
担当：久保田 TEL：0575-23-9261

西部支所(小屋名110) 商工課（北庁舎2階） 環境課（北庁舎1階）

窓口シールドがない場所での業務
や、 社 会 全体 の マ スク 不 足 が顕 著に
なっ て い るこ と を 受け て 、 フェ イス
シー ル ド を着 用 し 、飛 沫 飛 散防 止を
図っています。

ダブルクリップ等、簡単に入手でき
るもので作成しています。

環境課（北庁舎1階）

飛沫飛散防止シールドその他

窓口シールド

フェイスシールド

令和２年４月１６日

職員手作り
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