５月 日 から ６月 ３日 に かけ
て、 地域 リーダ ー （
自治振興会 長
及び区 ・自治会 長）と市長を はじ
めとす る行政職員 と の意 見交換会
が、 旧町単位 で開催さ れ、空き家
や高齢 化 に関す る問題、地域 の要

一般会計補正予算案 新型コロナ感染症対策事業

＊国の経済対策

２３

＊原油価格・物価高騰等に関する対策

望 な ど活発な意 見が交わさ れま し
た。また、市 が進 めようと して いる
自治振興会 と区 ・自治会 の今後 のあ
り方や、地域グ ラ ンドデザ イ ン策定
に関 しても、疑問点や意 見が出され
ま した。

■小規模事業者事業維持・活性化支援金
小規模事業者、市内に本店を有する法人または市
内に住民登録のある個人事業主のいづれにも当て
はまる事業者。１事業者あたり法人は１０万円、
個人事業主は５万円
■福祉施設等事業継続支援金支給事業
入所・居住系福祉サービス事業所の定員１人あた
り２万円、通所・訪問系福祉サービス事業所の送
迎・訪問車輌１台あたり２万円を、病床を有する
医療機関は１床あたり２万円を支給
■学校給食材料費支援事業
給食賄材料費の増加見込み分２０００万円を支援
その他、保育園等給食材料費支援事業、生活困窮者
自立支援事業、妊婦特別給付金支援事業等

・一般質問テーマ
《山岡光広議員》
❶自治振興会と区及び自治会 今後のあり方につい
て（第２弾） ❷生活保護申請における「扶養照会」
について ❸原発避難マッチングについて ➍甲南
インター周辺工業団地造成計画について
《岡田重美議員》
❶公立保育園の使用済み紙おむつ持ち帰り廃止につ
いて ❷不慮の災害による税・保険料の減免につい
て ❸コロナ感染症対策 自宅療養者・濃厚接触者
への対応について ➍投票所等の見直しについて
《西山実議員》
❶都市計画道路の見直しについて ❷大型車両の通
行による住宅地の騒音と振動について ❸地域別グ
ランドデザインの推進方針について

７日（火）本会議・開会
１５日（水）本会議・議案質疑
１６日（木）本会議・一般質問
１７日（金）本会議・一般質問
２０日（月）本会議・一般質問
２１日（火）本会議・一般質問
２２日（水）～２７日（月）
各常任委員会
３０日（木）本会議・閉会
討論、採決
＊ぜひ傍聴にお越しください。
マスクの着用をお願いします。
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ご みを集積 所ま で出す こと
が困難な世帯を対象 に、業者
が戸別 にご みを 回収す る事業
が実施さ れます。 これま で議
会 で度 々要望さ れ てきたも の
で、そ の概 要が示さ れま した。
当初案 に対 して議会 で のさ ま
ざ まな意 見が 反映さ れ、 対象
枠 も拡充さ れま した。
自 宅 の玄関先 に出さ れたご
みを収集 し、負担軽減 を図 る
ととも に、 対象者 の見守 りを
行う ことも目的 とさ れます。
まず は、ゴ ミ出 しで困 って い
る人は、ご相談くださ い。

対象 世帯
世帯員 のいず れもが集積所ま
でご みを運ぶ ことが困難な世
帯 であ って次 の➀② が対象。
➀ 要 介 護 認 定 を 受 け て いる
歳 以上、または身体障害者
手帳、療育 手帳、精神障害者
保健福祉 手帳 の交付 を受け て
いる者 のみで構成さ れた世帯
➁介 護保険 サー ビ スまた は障
害福祉サー ビ スを利用 し、家
事援助を受け て いる世帯
※ただ し、➀ ② に準ず る世帯
も対象 とさ れます。実施 は ９
月頃 の予定 です。

【担当課】
・収集運搬に関すること
市民環境部 生活支援課
ＴＥＬ：６９－２１４５
・利用申請に関すること
健康福祉部 長寿福祉課
ＴＥＬ：６９－２１６４

７日から開催さ れ る ６月議会 には、執行部 より報告案件や条例改 正案、 一般会計補 正予算案などが提
案さ れます。 一般会計補 正予算案 では、新型 コロナウイ ルス感染症 の長期化 で影響が著 し い低所得者 の
子育 て世帯と住民税非課税世帯等 に対す る臨時特別給付金 の予算 を計上、また、コロナ禍 におけ る原油
価格 ・物価高騰等 に関す る対策 と して、市内 の小規模事業者 に対す る支援金等 の予算 も計上さ れ て いま
す。臨時特別給付金など補 正予算案 におけ る事業 の概 要を 一部紹介 します。また、日本共産党議員団 の
一般質問 のテー マに ついても紹介 いた します。

■住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業
１世帯あたり１０万円の給付金
■子育て世帯生活支援特別給付金支給事業
ひとり親世帯、令和４年度住民税非課税の子育て
世帯等に、児童ひとりあたり５万円の給付金

岡田 重美

西山 実

土山町南土山甲 78-15

水口町本丸 3-28

℡ 86-2985

℡ 66-0696

℡ 62-3044

Fax 86-0415

Fax 66-0696

Fax 62-3044
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