
令和２年１２⽉⼾⽥市議会定例会前の記者会⾒
１１⽉２０⽇（⾦）午後１時３０分〜

提出案件 合計３５件
報告案件 １件
先議案件 ２件
条例案件 １０件
⼀般案件 １１件
予算案件 １１件

⽇ 時

○「⼾⽥市ウィズコロナくらし安⼼プロジェクト」進捗報告
○「デジタル市役所」を⽬指します
○「⼾⽥市⽴少年⾃然の家」を売却します

市政情報

提出案件
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【新しい⽣活様式の定着】

「⼾⽥市 ウィズコロナ くらし安⼼プロジェクト」 進捗報告

・新しい生活様式の定着に向け、社会全体で取り組む
機運の醸成

・正しい知識の普及啓発と、好事例の横展開を推進

知 る

参加する 拡げる

11/20から動画配信スタート！

「戸田市 コロナ対策セミナー」

知 る

あなたもコロナ対策のスペシャリスト！

「コロナ対策講座（オンライン）」を開催

参加する

事業所やお店の取り組みが見える！

彩の国「新しい生活様式」安心宣言
普及促進ステッカー

イラストでわかりやすい！

「新しい生活様式導入ガイド」を作成

拡げる

①

②

③

④

参加する
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◆動画(YouTube)配信開始◆
感染者及び濃厚接触者となったお笑い芸⼈たんぽぽさんの
体験談と医師による感染防⽌対策のポイントを、動画配信
します。

お笑い芸⼈ たんぽぽ さん
「コロナ⾃宅療養⽣活」
配信 11⽉20⽇(⾦)〜12⽉19⽇(⼟)

蕨⼾⽥市医師会 細合浩司医師
「感染防⽌対策のポイント」
配信 11⽉20⽇(⾦)から

市政情報 【資料A】 11/20から動画配信スタート！
「⼾⽥市コロナ対策セミナー」①
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市政情報 【資料A】 11/20から動画配信スタート！
「⼾⽥市コロナ対策セミナー」①
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新型コロナウイルスに感染しない、させないため
の感染防⽌の⼯夫例について、イラスト等を⽤い
て紹介したガイドです。⽇本語版を配布する他、
英語版、中国語版を配架します。

市政情報 【資料B】

⽇本語版
64,000部

（1世帯に１冊配布）

イラストでわかりやすい！
「⼾⽥市新しい⽣活様式導⼊ガイド」を作成

英語版・中国語版
各1,000部

（公共施設へ配架予定）

◆⽇常⽣活の場⾯に合わせて紹介◆

②
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講座内容
マスクの着⽤⽅法

体調管理
⽇常⽣活での注意点
陽性者等に対する差別禁⽌

など

市政情報 【資料C】

市⺠やオフィス向けに新型コロナウイルス対策講座
として、オンライン⽅式で実施いたします。受講者
には、「コロナ講習修了証」バッジを配布します。

コロナ講習
修了証バッジ

動画配信
令和2年12⽉〜

⽬標受講⼈数
7,000⼈

あなたもコロナ対策のスペシャリスト！
「コロナ対策講座（オンライン）」を開催

◆受講者に「修了証バッジ」を配布◆

③
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市政情報【資料D】

戸田ヶ原自然再生キャラクター
「とだみちゃん」が目印

事業所やお店の取り組みが⾒える！
彩の国「新しい⽣活様式」安⼼宣⾔ 普及促進ステッカー

◆コロナ対策済のお店の⽬印◆
⼾⽥市商⼯会と⼾⽥市が連携し、埼⽟県の彩の国「新
しい⽣活様式」安⼼宣⾔に基づく対策に取り組む事業
所を登録し、ステッカーを発⾏しています。

受付
令和2年10⽉1⽇（⽊）〜（受付中）

登録事業所
303者（326枚ステッカー発⾏済み）
（令和2年11⽉10⽇時点）
※市ホームページに⼀覧を掲載

④
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・デジタル戦略室の設置（議案第76号）
・デジタルトランスフォーメーション推進会議の設置
・他の⾃治体やIT関連企業等と協議会を設⽴予定

【令和３年１⽉〜】来庁不要の市⺠向けサービス開始
住⺠票、印鑑証明書、税証明書、⼾籍証明書の申請⼿続き

できることからすぐに始めます！

推進体制を強化します！
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「デジタル市役所」を目指します
市政情報 【資料E】
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【今後の取り組み】
ペーパーレス、はんこレス、キャッシュレス



「⼾⽥市⽴少年⾃然の家」を競争⼊札により売却

【⼟地】⾯積：18,431㎡(５筆)
【建物】⾯積(延床)：2,096.30㎡

構造：鉄筋コンクリート造２階建
【売却⽅法】⼀般競争⼊札
【最低売却価格】3,130万円
【⼊札申込期間】令和2年12⽉15⽇〜同年12⽉28⽇

〔⼊札⽇（即⽇開札）〕
令和3年1⽉15⽇(⾦)

⼾⽥市⽴少年⾃然の家

⻑野県諏訪郡富⼠⾒町にある宿泊学習施設
・⼩中学校の林間学校及びスキー教室として使⽤
・令和3年3⽉31⽇で廃⽌することが決定している

「⼾⽥市⽴少年⾃然の家」は

「サウンディング型市場調査」の結果、
⺠間での様々な活⽤の可能性あり
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令和２年１２⽉⼾⽥市議会定例会

提出案件 合計３５件

報告案件 １件
先議案件 ２件
条例案件 １０件
⼀般案件 １１件
予算案件 １１件

提出案件
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11

【歳⼊】①⼦育てのための施設等利⽤給付交付⾦の減額
②新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌対策⽀援事業補助⾦の新規計上

【歳出】①職員⼈件費の減額
②⽣活保護費等に係る国庫負担⾦返還⾦の増額
③⾼齢者ＰＣＲ検査助成⾦の新規計上
④オンライン予約及び⾯談システム導⼊事業費の新規計上
⑤都市計画道路前⾕⾺場線整備事業費の増額

⼀ 般 会 計(第７号補正)

・国⺠健康保険特別会計補正予算(第3号) ・市⺠医療センター特別会計補正予算(第2号)
・交通災害共済事業特別会計補正予算(第1号) ・新曽第⼀⼟地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)
・介護保険特別会計補正予算(第2号)                     ・新曽第⼆⼟地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)
・後期⾼齢者医療特別会計補正予算(第1号) ・在宅介護⽀援事業特別会計補正予算(第1号）

特 別 会 計［８会計］ ※⼈件費・前年度繰越⾦・返還⾦・債務負担⾏為設定等

令和２年度 １２⽉補正予算(案)

：▲105,590千円
： 71,500千円 など29件

：▲281,399千円
： 936,675千円
： 6,000千円
： 557千円
： 95,890千円 など119件
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⾼齢者へのＰＣＲ検査費⽤助成（6,000千円）

新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが
⾼いとされる６５歳以上の⾼齢者を対象に、
ＰＣＲ検査（⾏政検査を除く）費⽤を⼀部助
成します。

対象者：６５歳以上の市⺠
助成額：上限額２万円

※⽀払った検査料から⾃⼰負担分５千円を
差し引いた額が２万円より低い場合は、
低い額とする。

期 間：令和２年１２⽉中旬から
令和３年 ３⽉上旬まで（予定）

その他：助成は１⼈１回、先着３００名まで

令和２年度 １２⽉補正予算(案)

◆助成額１回２万円(上限額)◆
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将来都市像の実現に向けた体制強化のため、企画財政部を設置。

交通政策の充実のため、都市交通課を設置。

子育ての相談・支援体制の充実のため、こども健やか部を設置。

健康づくり体制・感染症対策の強化のため、健康福祉部を設置。

活力と賑わいを創出できるまちの実現のため、経済戦略室を設置。

デジタル推進体制を強化のため、デジタル戦略室を設置。

水害対策の強化のため、水安全部を設置。

企画財政部

都市交通課

こども健やか部

健康福祉部

経済戦略室

デジタル戦略室

水安全部

市議会定例会提出案件≪条例案件10件≫
議案第 76号 ⼾⽥市⾏政組織条例等の⼀部を改正する条例

福祉部

①

➁

③

④

⑤

⑥

⑦

概要

都市整備部道路河川課（河川課）

情報政策統計課

経済政策課

上下水道部

こども青少年部

道路河川課

防犯くらし交通課(交通担当)

財務部

総務部経営企画課
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戸 田 市
Toda City

戸 田 市
Toda City

戸 田 市
Toda City

戸 田 市
Toda City

戸 田 市
Toda City

戸 田 市
Toda City

戸 田 市
Toda City

戸 田 市
Toda City


