
令和２年６⽉⼾⽥市議会定例会前の記者会⾒
５⽉２６⽇（⽕）午後１時３０分〜

1

提出案件 合計２１件
規約案件 １件
条例案件 １３件
⼀般案件 ２件
予算案件 ２件
先議案件 ３件

〇令和２年４⽉の
保育所待機児童数０⼈を達成

○⼾⽥マラソンin彩湖2020の中⽌

○市内⼩・中学校における教育活動
の再開

市政情報

⽇ 時

・【第２弾】⼾⽥市新型コロナ対応緊急⽀援パッケージ
・（実施状況報告）【第１弾】⼾⽥市新型コロナ緊急⽀援パッケージ

内容①

内容②

令和２年５⽉２６⽇ ⼾⽥市記者会⾒資料



【市独⾃の⽀援策】新型コロナウィルスの影響により、市⺠⽣活や経
済への影響が深刻度を増していることから、「緊急⽀援パッケージ第２
弾」として追加対策を講じ、市⺠の⽣活と安全を守り経済を下⽀えする
ことで、危機を克服するとともに、アフターコロナの新時代に備えま
す。
財源は、上下⽔道事業の利益剰余⾦の活⽤や⼾⽥ふるさと祭りの中⽌
等で捻出し、後年度への負担を軽減します。

【第2弾】 ⼾⽥市 新型コロナ対応 緊急⽀援パッケージ

〇テイクアウト等販売促進補助⾦
＃StayHome⼾⽥ による家庭・事業者⽀援として
テイクアウト等を「半額」に値引きした事業者に補助
対象︓「#StayHome⼾⽥」登録市内飲⾷店
期間︓６⽉下旬〜7⽉末まで(予定)
補助限度額︓１店舗あたり25万円

緊急⽣活⽀援対策 【事業費︓３４９,００７千円】

緊急経済雇⽤対策 【事業費︓４９,８８６千円】

緊急感染症予防対策 【事業費︓５６,２５３千円】

２

１

３

〇⽔道・下⽔道基本料⾦免除
即効性のある⽣活・経済⽀援として
すべての⽔道・下⽔道利⽤者の基本料⾦を減免
対象︓すべての⽔道・下⽔道利⽤者（事業者含む）
期間︓4ヶ⽉分（6⽉検針分より） ※公共施設等は対象外

〇新型コロナウイルス対策市⺠活動⽀援補助⾦
市⺠活動団体等が⾏う新型コロナウイルス感染症対策
に関する社会貢献事業への⽀援制度を創設
対象︓市内で活動する市⺠活動団体、ＮＰＯ法⼈ 期間︓6⽉〜11⽉
補助限度額︓１団体あたり10万円

〇商⼯会経営相談体制整備補助⾦
中⼩企業診断⼠や社会保険労務⼠による経営相談体制
を強化することで市内事業者を⽀援

対象︓⼾⽥市商⼯会
期間︓７⽉〜年度末まで

〇アフターコロナ⼈材確保⽀援事業
リモートワーク導⼊⽀援、オンラインセミナー、アンケート
の実施により採⽤活動⽀援を実施
対象︓市内事業者

〇商店会活性化臨時⽀援⾦
アフターコロナを⾒据えた商店会活動を促進するため
商店会に⽀援⾦を給付
対象︓市内商店会

迅速・簡潔・安心

〇⼾⽥っ⼦の⾷︕応援団フードパントリー
臨時休校や収⼊減により⽣活が困窮する⼦育て世帯へ
企業やNPO等の⽀援により⾷料を無料で配布
対象︓児童扶養⼿当受給世帯、就学援助認定世帯等
期間︓５⽉19⽇、20⽇

総事業費 約4 . 5 億円

〇災害時における避難所の感染症対策強化
避難所での感染拡⼤防⽌のため、防災⽤マルチルーム等の備品を調達

〇「新しい⽣活様式」の普及啓発活動
75歳以上⾼齢者へ感染防⽌⽤のマスク”引換券”、理美容室・
針灸等へ⼿指消毒液を配布、「新しい⽣活様式」を普及啓発

〇新型コロナウィルス対応“こころの相談ダイヤル・相談メール”
新型コロナウィルス感染拡⼤による影響で⼼の不調や不安を
抱いている市⺠の電話・メール相談窓⼝を開設
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緊急⽀援パッケージ ①緊急経済雇⽤対策【事業費：49,886千円】

テイクアウト等
販売促進補助⾦

アフターコロナ
⼈材確保⽀援事業

・＃StayHome⼾⽥ による家庭・事業者への⽀
援策として、テイクアウト＆デリバリーを「半額」
に値引きした飲⾷店事業者に補助⾦を給付

・対象︓#StayHome⼾⽥ 登録市内飲⾷店
・期間︓６⽉下旬〜7⽉末まで(予定)
・補助限度額︓１店舗あたり25万円

(売上50万円相当)

・新型コロナウィルスの影響により商業活動
が制限される市内商店会に対してアフター
コロナ対策も⾒据えた補助⾦を給付

・対象︓市内商店会
・期間︓７⽉１⽇申請受付開始
・補助額︓加盟店１店舗あたり１万円

事業費︓25,572千円
【6⽉補正予算対応】

事業費︓ 3,300千円
【6⽉補正予算対応】

事業費︓ 3,040千円
【６⽉補正予算対応】

商⼯会経営相談
体制整備補助⾦

事業費︓17,974千円
【当初予算対応】

・新型コロナウィルスの影響により現状の資⾦
繰りや従業員の雇⽤をはじめ、コロナ後を⾒
据えた経営戦略等の相談体制拡充への⽀援

・対象︓⼾⽥市商⼯会（相談会開催主体）
・期間︓7⽉１⽇〜3⽉31⽇（３８回開催予定）
・相談員︓中⼩企業診断⼠、社会保険労務⼠

商店会活性化
臨時⽀援⾦

・新型コロナウィルスの影響により新た
な需要が⽣じているリモートワーク導
⼊等を⽀援するとともに、コロナ後に
おける採⽤活動等のため、オンライン
セミナー、アンケートの実施による事
業者⽀援を実施

・対象︓市内事業者
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緊急⽀援パッケージ ②緊急⽣活⽀援対策【事業費：349,007千円】

⽔道・下⽔道
基本料⾦免除

・新型コロナウィルス感染症が各家庭及び事業者に経済的な影響を
もたらしていることから、即効性のある⽣活・経済⽀援として、
すべての⽔道・下⽔道利⽤者の基本料⾦を減免

・対象︓事業者を含むすべての⽔道・下⽔道利⽤者
※公共施設等は対象外

・期間︓令和２年４⽉から8⽉までの4ヶ⽉使⽤分
（6⽉から９⽉検針分）

・減免額︓⼀般家庭(⼝径20mm・上下併⽤等)の場合
▲５,３６８円
(4ヶ⽉分・税込)

・申込⼿続︓不要

・臨時休校や収⼊減により⽣活が困窮する
⼦育て世帯へ企業やNPO等の⽀援により
⾷料を無料で配布

・対象︓児童扶養⼿当受給世帯
就学援助認定世帯 等

・期間︓５⽉19⽇、20⽇
（363世帯）

減免額︓347,007千円
【6⽉補正予算対応】

新型コロナウイルス対策
市⺠活動⽀援補助⾦

事業費︓2,000千円
【当初予算対応】

・市⺠活動団体等が⾏う新型コロナ
ウィルス感染症対策に関する社会
貢献事業への⽀援制度を創設

・対象︓市内で活動する
市⺠活動団体、ＮＰＯ法⼈

・補助限度額︓1団体あたり１０万円
・期間︓６⽉〜11⽉
(申請から交付決定までを5⽇以内に短縮）

⼾⽥っ⼦の⾷︕応援団
フードパントリー ※実施済み
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緊急⽀援パッケージ ③緊急感染症予防対策 【事業費：56,253千円】
・「新しい⽣活様式」を実践し、感染症予
防をすすめるための普及啓発活動を実施
①75歳以上の⾼齢者がいる世帯へ感染症
予防⽤のマスク(50枚⼊り１箱)との
“引換券”を配布

②理容室、美容室、あんま、針灸、柔道
整復師へ感染症予防⽤の⼿指消毒液
(500mℓ⼊り2個)を配布

事業費︓21,615千円
【４⽉補正予算対応】「新しい⽣活様式」の

普及啓発活動

・災害時の指定避難所、福祉避難所におけ
る感染症拡⼤防⽌対策を実施するための
備品調達を実施
①防災⽤マルチルーム(テント)
②クイックパーテーション
③⾮接触型体温計

災害時における避難所
の感染症対策強化

事業費︓30,138千円
【４⽉補正予算対応】

新型コロナウィルス
に関する“こころの相談
ダイヤル・相談メール“

事業費︓ 4,500千円
【当初予算対応】

・新型コロナウイルス感染拡⼤による影響で
⼼の不調や不安を抱いている市⺠に対して
電話やメールによる相談窓⼝を開設

・電話︓平⽇午前9時〜午後４時(午後12〜1時除く)

メール︓随時
・相談員︓精神保健福祉⼠、保健師
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〇⼦育て⽀援臨時給付⾦
ひとり親世帯、⽣活困窮世帯に⼀律３万円の給付⾦
対 象 者︓児童扶養⼿当受給世帯及び就学援助認定世帯
給 付 ⽇︓令和2年5⽉11⽇ （⽣活保護受給世帯除く）
給付済数︓１,１７６件(児扶︓616件、就学︓560件)

〇⼩規模事業者等臨時給付⾦
⼩規模事業者・個⼈事業主に⼀律１０万円の給付⾦
対 象 者︓売上が減少した市内⼩規模事業者、個⼈事業主等
申請受付︓令和２年５⽉１１⽇〜６⽉３０⽇
受付済数︓７９３件
給付時期︓令和２年５⽉２７⽇（第１回）

緊急経済雇⽤対策 緊急⽣活⽀援対策

緊急感染症予防対策

２１

３

〇新型コロナウィルス感染防護資機材等の配備(購⼊)
・医療従事者⽤感染症防護キット（R2.4.30発注・⼀部納品）
・新型コロナウィルス感染患者搬送袋等（R2.5.15発注）等

〇感染症予防に関する地域医療福祉体制の整備(補助⾦)
内容︓PCR検査１件１万円、コロナ⼊院患者１名１０万円
補助期間︓令和２年５⽉〜１０⽉

〇中⼩企業等臨時制度融資
中⼩企業、⼩規模事業者等を対象とした無利⼦・
無保証料の制度融資(限度額1,000万円)を実施
対 象 者︓売上が減少した市内の中⼩企業、⼩規模事業者、

個⼈事業主等
申請受付︓令和２年５⽉７⽇開始
受付済数︓５０件

【第1弾】 ⼾⽥市 新型コロナ対応 緊急⽀援パッケージ 実施状況報告
令和２年4⽉２３⽇の補正予算(専決処分)により実施した「⼾⽥市 新型コロナ対応 緊急⽀援パッケージ【第１弾】」については、

市内の「中⼩企業」及び「⼩規模事業者等」への経済雇⽤対策、家計が厳しい「ひとり親世帯」及び「⽣活困窮世帯」への⽣活⽀援
対策、さらに、医療崩壊を防ぐための感染症予防対策により、市⺠⽣活の安⼼と安全を守るため、現在、取り組みを進めています。

（令和2年5⽉22⽇時点）



令和２年６⽉⼾⽥市議会定例会
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提出案件 合計２１件

規約案件 １件
条例案件 １３件
⼀般案件 ２件
予算案件 ２件
先議案件 ３件

市政情報

提出案件

令和２年５⽉２６⽇ ⼾⽥市記者会⾒資料

○令和２年４⽉の保育所待機児童数０⼈を達成
○⼾⽥マラソンin彩湖2020の中⽌
○市内⼩・中学校における教育活動の再開
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市議会定例会提出案件≪条例案件１３件≫
議案第４４号
⼾⽥市⼿話⾔語条例

8

〔概 要〕
⼿話は⾔語であるとの基本理念に基づき、⼿話とろう者について

理解し、⼿話を使いやすい環境を整えることで、全ての市⺠がお互
いに尊重し合い、⽀え合って暮らしていける社会の実現を⽬指し
て、「⼾⽥市⼿話⾔語条例」を制定します。

〔施⾏⽇〕令和３年４⽉１⽇
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令和２年度６⽉補正予算案の概要
⼀般会計《歳⼊》 １億６,３１０万１千円

《歳出増》 ３億１,２１８万５千円
※歳出増内訳 文化会館工事請負費：193,380千円 ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ事業交付金：68,491千円

《歳出減》▲１億４,９０８万４千円
※歳出減内訳 ふるさと祭り助成金等：▲17,891千円 小学校工事請負費：▲ 5,522千円

国際交流協会補助金：▲14,021千円 中学校工事請負費：▲111,650千円

⼀般
会計

国⺠健康保険 《歳⼊》 ４３２万０千円
《歳出》 ４３２万０千円

※歳入歳出内訳 新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当の給付

特別
会計
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集中的な保育所整備等により待機児童数「0」を達成(市算出)

10

市政情報１【資料Ｄ】

保育所の整備等

【計画策定】
平成28年10月
・「待機児童緊急対策アクションプラン」策定
・平成31年4月までに1,100人分受入枠拡大

【民間保育所の整備状況と受入枠】
平成29年 3園 220人
平成30年 6園 520人
平成31年 3園 158人
令和 2年 1園 60人
※その他、円滑化、定期保育等 232人

【整備に係る市独自の支援策】
事業者に交付される補助金の中、事業者が負
担すべき分を市独自策として負担

1.実績 305,173,000円
(内訳)平成30年以降10園

※その他、固定資産税減免等を実施
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県内ワースト1
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民間保育所の整備等により

1,190人分の受入枠拡大

着実に待機児童数が減少
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〔⼾⽥マラソン⼤会の概要〕
例年１１⽉第３⽇曜⽇に彩湖・道満グリー
ンパークで開催している⼾⽥市の⼀⼤ス
ポーツイベント。市内外から約６千⼈の参
加がある。
昨年の第３６回⼤会は、台⾵１９号の影響
により中⽌。

１１⽉１５⽇（⽇）に開催を予定して
いた第３７回⼾⽥マラソン⼤会「⼾⽥
マラソンin彩湖２０２０」は、⼾⽥マ
ラソン⼤会実⾏委員会における協議の
結果、中⽌となりました。
新型コロナウイルスの影響で、競技
コースや送迎バス等における密接・密
集状態を避ける対策や、⼤会を⽀えて
いただくボランティアスタッフの安全
管理体制を確保することが難しく、⼤
会に関係する⽅々の安全を第⼀に考
え、やむを得ず中⽌の決定をしまし
た。

戸田マラソンin彩湖２０２０を中止します
市政情報2【資料Ｅ】

２０１８年⼤会の様⼦
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市内小・中学校における教育活動の再開について
市政情報３【資料F】

６月１日（月）から市内小・中学校の教育活動を再開

〇登校方法について
→６月１日（月）から分散登校を実施
→６月１５日（月）から通常の授業の再開を予定

〇入学式について
→中学校は６月１日（月）に実施
→小学校は６月２日（火）に実施

〇児童・生徒の一時受入れ及び校庭開放について
→ ５月２９日（金）及び５月３１日（日）をもって終了


