さいたま市議会 民主改革さいたま市議団 http://www.minshinkaikaku.jp/

新型コロナウイルス感染症

小柳よしふみ
こ

追加緊急対策

6月定例会閉会後に市長専決で緊急対策が追加された。

●個人防護具、簡易診療室、PCR検査機等の整備 …………………

緊急経済対策

5億1,461万円

＊詳細が未確定のためHP等でご確認ください

●キャッシュレス決済ポイント還元による消費活性化キャンペーン ……
対象：市内事業者（一部大型チェーン店等除く）

マウスシールド装着で登壇

5億円

期間：９月〜１か月（予定）

市長の専決処分
で実施し、後日議
会承認が求められる。準備な
どを考慮すると至急事案であ
り、積極性は評価するが、金額
も大きく、臨時議会での議論
も考えられた事案。特に経済
対策は、求める成果、手法など
も明確にしていきたい。

内容：ポイント還元20％（１回1,000円、期間中上限10,000円相当上限）
●プレミアム商品券の発行 ………………………………………… 19億1,776万円
販売価格：額面12,000円を10,000円で販売 プレミアム率：20％
販売冊数：60万冊（1人5冊まで） 対象者：市内在住、在勤、在学者
購入方法：Web,はがきによる申込み受付後、抽選 時期：12月予定
●商店街活性化キャンペーンの補助額引き上げ ……………………… 2,000万円
時期：10月1日から11月8日 ＊本予算により賞品の魅力向上
実施内容：参加店での買物の際に進呈されるQRコード付きハガキで応募。
抽選で賞品が当たる

学校における感染症対策となる備品・消耗品購入

………………………………………… 3億2,550万円

避難所におけるマスク、
パーテーション、
消毒液、
防護服等の備蓄

………………………… 5,531万円

※その他、市内公共交通の運行継続支援、卸売り市場支援強化、商店街等クラスター対策事業等

新型コロナ
ウイルス
感染者情報

さいたま市のHPにて感染者情報が出されている。検査数、
陽性率、区別陽性者数、市内在住者の重症者、入院・自宅療
養等の実数、及び経過が示されています。県全体のベッド
やホテル施設などの占有率等も含めて、さらなる情報の適
正化、迅速化を求めていきたい。

ご意見・ご要望をお聞かせください
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【事業の概要】予算総額：39億5,466万円（7月市長専決分）
医療機関、検査体制の強化

や

ご来場をお待ちしております !

第36回 市政報告会
北浦和クイーンズ伊勢丹 ３階
日時： 令和２年

8 月30 日（日）

18:30〜19：45

会場： 北浦和カルタスホール

第1会議室（北浦和1-7-1）

セイムス

入場無料

オンライン

参加可

きびしい今をチャンスに
変えるために！
〜アフターコロナに向けた大きな改革を〜
皆さまにおかれましては、いかがお過ごしでしょうか？新型コロナウイル
ス感染症の影響で、不自由な思いをなさっているかと思います。中でも、九州
を中心に豪雨災害も発生しており、被災されたご関係の皆さまに、心からお
見舞い申し上げます。本市においても、ゲリラ豪雨や台風シーズンを迎えま
す。複合災害対策が急務であるとともに、各種積極的な支援が必要です。
本レポートにおいては、支援・相談窓口の情報をご紹介しております。ぜひ、
有効にご活用ください。
さいたま市議会においても、新型コロナウイルス感染症の影響により、
6月定例会も異例の運営となりました。本来であれば東京オリンピック・パラ
リンピックで世界中が熱狂していた暑い夏ですが、新型コロナウイルス感
染症の影響は、今も収まる気配がありません。9月定例会も対策をしながら
の開催となりそうです。
市民の安心のために、
新型コロナ対策は積極的に行わなければなりません。
同時に、
この難局を無駄にしないためには、
アフターコロナに向けた準備をす
ることも重要です。
多くの市民が新たな暮らし方における発見や、
意識の変化
があったと思います。
新しい時代の価値観、
働き方等を意識した議論をしてい
きたいと考えます。また、9月定例会では、さいたま市の最上位計画である総
合振興計画の議決も控えています。さいたま市、浦和の街の将来とともに、新
型コロナを経た新時代を担うものです。
しっかりと議論してまいります。
最後になりますが、新型コロナウイルス感染症に加えて、今年も猛暑が予
想されています。何よりも健康が大事です。どうかご自愛いただきますよ
う、心よりお祈り申し上げます。

新型コロナ感染者情報
埼玉県は全国的にも感染者数が多く、
さいたま市も例外ではない。
正確かつ迅速な情報提供がまず重要。
市HPにある感染者や支援事業の情報を
ご参照ください。
（関連 裏面中面）

市立学校の夏休みは
8月1日から16日まで

夏休みが約2週間となり例年より短
縮となる。学校も人員強化をするが
（中面参照）、学校現場の負担は大き
く、児童生徒の心と体のケア、先生
のサポートに注力する必要がある。
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特別定額給付金

■昭和40年
（1965年）8月27日生まれ A型
■浦和市立高砂小、
岸中、県立浦和高、

慶應義塾大商学部卒業。

■埼玉銀行を経て、
警備会社を経営。
平成23

年よりさいたま市議会議員
（浦和区）
。

■平成27年
（2期目）、平成31年（3期目）

浦和区にて当選。

■まちづくり委員会

議会運営委員会

決算特別委員会（理事）

大都市行財政将来ビジョン特別委員会

議会ごとに市政レポート発行
（vol.40)
市政報告会開催
（35回）
継続中！

８月31日まで

申請期限

特別定額給付事業（住民基本台帳記載の方に1名10万円
の給付）
の申請期限は8月31日です
（郵送申請のみ）
。

3

さいたま市特別定額給付金相談ダイヤル
9時〜18時30分 Tel：048-829-1649

2

総務省特別定額給付金コールセンター
9時〜20時 Tel：0120-260020

申請

小規模企業者給付金 期限

4

9月30日まで延長！

1事業者に10万円支給となるさいたま
市小規模企業者・個人事業主給付金の
申請期限が、延長。
対象要件や必要書類などが当初より
緩和されています。
詳細は市HPでご確認ください。

小柳よしふみ 市政レポート

令和2年度

6月定例会報告

新型コロナウイルス
感染症対策

6月定例会は、5月31日まで続いた緊急事態宣言措置やその後の外出

自粛の状況を踏まえ、新型コロナ感染症対策を考慮した運営となった。
浦和区防災アドバイザー協議会で講話

議員や執行部の出席数や配置、一般質問や委員会での議案外質問の延
期による時間短縮など3密を避けて行われた。議論の中心は、やはり新

型コロナ対策。医療検査体制の充実、市内企業の経営支援、学校教育の
ICT化、生活困窮者に対する支援など多岐に渡るものとなった。

補正予算議案から
【市長専決分

市長専決分とは？

議会承認を得る前提で
市長が単独で行う決裁

36億5,096万円】

新型コロナ感染症防止、医療提供体制の整備

●PCR検査、帰国者・接触者相談センターの相談体制の拡充……………… 5億9,011万円
●入院患者の受け入れを行う医療機関の支援

新型コロナウイルス感染症対策に関するさいたま市、県、国などの支援制度、相談窓口
を紹介いたします。お困りの状況に応じて、ご活用ください。また、さいたま市からの
（さいたま市新型コロナ関連情報）
情報提供もご覧ください。

………… 4億166万円

…………………………………… 5,774万円

さいたま市の
新型コロナウイルス
関連情報

経営が厳しい
★市内小規模企業者・個人事業主へ

10万円給付

新型コロナウイルス感染症の影響によ
り売上げが減少している方が対象。

9月30日締切

さいたま市産業展開推進課

家賃支援金

★中小企業・個人事業主へ

……………………………… 1億608万円

●学校、保育所、学童等へのマスク、消毒液、体温計等の購入補助
●救急業務における感染症対策機材の増強

各種支援・相談窓口一覧

市

☎ 048-829-1349 もらえる

★県内中小企業・個人事業主へ

5月から12月のいずれか1ヶ月の売上高が前
年同月比で50％以上減少していること。ま
たは5月から12月の連続する3ヶ月の売上高
が前年同期比で30%以上減少していること。

法人 最大600万円
個人事業主 最大300万円
経済産業省

検索

支払家賃の1/15(6ヶ月分)
上限20万円

※詳しい条件等につきましては
埼玉県HPをご確認ください。

埼玉県中小企業等支援相談窓口

国 もらえる

☎ 0570-000-678

県 もらえる

＊その他、介護老人施設の個室化、障害児の放課後デイサービス利用料補助など

中小企業支援、雇用の維持

●市内小規模事業者に対する特別定額給付(10万円)事業 ……………

22億1,055万円

●児童扶養手当受給者への臨時特別給付金（1世帯3万円）事業 …………… 2億541万円
＊その他、生活困窮者への住宅確保給付金事業など

【通常議案

5億8,695万円】

3月からの臨時休業中の学校給食費分の公費負担 …………………
教育環境のICT化の推進等の前倒し

2億6,282万円

●1人1台タブレット型PC、学校のインターネット環境整備 ………………… 5,652万円
（令和3年3月完了・債務負担行為限度額

相談したい
★埼玉いのちの電話

個人の理由や都合によらず収入を得
る機会が減り、就労状況が離職・廃業
と同等程度にある方が対象。

不安やストレスを感じたらご相談を。

家賃相当額

最大3ヶ月

さいたま市生活福祉課

総額19億5,906万円】

新型コロナ感染症患者の病床確保医療機関への協力金 …………………………………… 2億53万円
議員報酬、市長、特別職給与等減額 …………………………………………………………… ▲7,098万円
抗原検査及び唾液を用いたPCR検査費用の公費負担 ………………………………… 1億2,385万円
登園自粛に協力した認可外保育園利用者への保育料助成 ………………………………… 5,098万円
低所得のひとり親世帯支援の臨時特別給付金 ………………………………………… 10億1,636万円
区役所の生活困窮者相談支援員の増員（各区2名） ………………………………………… 2,907万円
未実施授業の補充等のためのスクールアシスタントの増員 ………………………… 2億3,197万円

＊その他、学校の感染症対策備品購入、障がい者の就労継続支援事業所支援など

非常事態には、早い段階での強力な対策が有効であり、より踏み込んだ対策が早急に必要と考える。新型
コロナ対策については、まずは正確で丁寧な情報提供が重要である。要望していた保育料助成が認可外
保育園へも認められたのは評価する。民間企業に対してリモートワークを推奨している一方で、役所業務や学校現場
の旧態依然とした状況には違和感を感じる。今こそ、仕事の在り方、進め方を本気で考え直さないと何も変わらない。

☎ 048-645-4343 (24時間)

相談

市

☎ 048-829-1846 もらえる

☎ 048-762-3880
(平日10時〜17時)

さいたま市市民税課

☎ 048-829-1913

相談

★生活自立・仕事相談センター
就労準備、就労支援、自立相談支援など。

さいたま市生活福祉課

☎ 048-829-1846

相談

平均賃金の80% 月額最大33万円

DV相談＋(プラス)

検索

☎0120-279-889 (24時間受付)
メール・チャットあり
相談

児童相談所への通報・相談
件数が増加傾向。虐待かも
と思ったらこちらまで。

小・中学校、中等教育学校(前期課程)
に通うお子さんのいる世帯で、経済要
件等に基づき市が認定した方が対象。

さいたま市教育委員会学事課 市
☎ 048-829-1647 もらえる

★不安を抱える妊婦へのPCR検査
産婦人科医と相談し、妊婦本
人が希望する場合、分娩前の
PCR検査を受けるための費
用を助成。市外出産も適用。

児童相談所虐待
対応ダイヤル(24時間・365日)
☎ 189

☎ 048-711-6824

国 もらえる

ママ・プレママ

★児童虐待

さいたま市24時間児童虐待
通告電話(同)

検索

★就学援助制度

さいたま市DV相談センター

住宅への入居が遅れた場合でも期限内
に入居したのと同様の住宅ローン控除
を受けられるよう適用要件を弾力化。

雇用調整助成金を受けられなかった
中小企業従業員・パート・アルバイト
の方が対象。

お子さんがいるご家庭

4月〜5月のDV相談件数は
昨年の1.2倍となっている。

★住宅ローン控除の
適用要件弾力化

★新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金

厚生労働省

★女性DV相談

………………………………… 1,923万円

（債務負担行為限度額 11億3,450万円）
＊その他、台風被害対策強化、商店街街路灯電気料補助の引き上げなど

仕事を休んだ

★住居確保給付金

27億2,374万円）

●アクティブラーニングソフトウェア賃借料

【追加議案

生活に困っている

1回限り。上限 2 万円

さいたま市保健所
地域保健支援課
相談

市

☎ 048-840-2208 もらえる

