新型コロナウイルス感染症に係る

一般会計補正予算
（第７号）
を可決

歳入歳出を１億２２２４万円増額

動の存続で必要な費用が

なお、事業所が生産活
してもらうことから、学

答弁 可能な範囲で協力

すべきと意見しておく。

娩前のＰＣＲ検査費は、

今回の補正予算にある分

布するのは疑問である。

対象となるのか。

毒を地域ボランティアに

国の全額補助で同時期に

う小・中学校の清掃や消

依頼するというが、業者
校ごとの差が生じること

土地開発公社など

エフエムひらかたの
サテライトスタジオ
（枚方市駅構内）

同社が自立経営を

行い、地域情報や市民に

答弁

業譲渡の検討を要望する。

むものではないと考える。 フラを有効活用できる事

自立経営に向け

事業譲渡の検討を

向けた放送を行う公共性

に委託すべきではないか。 あれば、市独自で補助対

質問

答弁 検査を周知する経

事 業 計 画 ）の 報 告 を 聴 取

の 経 営 状 況（ 令 和 ２ 年 度

会議で、外郭団体４団体

向上事業、スポーツ施設

成事業、利用者の利便性

地域スポーツクラブの育

ツ普及啓発事業、総合型

を見合わせ、

答弁

の継続を要望する。

染防止対策を講じた上で

月以降は、

４４３万円と定める。

４４３万円、支出を５億

予算総額…収入を５億

の管理運営事業を行う。

がら進める。

は感染防止対策を図りな

た上で、実施できる事業

同感染症の状況を見極め

新たな生活様式の

を指導するよう要望する。

答弁

エフエムひらかた

も認識しており、今後、

行うので、妊婦への周知

象とするよう要望する。

費が補助金で賄えるか未

※１万円未満切上げ
枚方市土地開発公社

なわず、同社の持つイン

なお、株主の利益を損

調理場老朽化対策

に考えているのか。

活用についてはどのよう

うことだが、その跡地の

中に運用を停止するとい

給食共同調理場は今年度

事業において、第三学校

質問

早期に活用の議論を

給食調理場の跡地

を廃止するものです。

第三学校給食共同調理場

運用を開始するとともに、

同調理場の整備を完了し

藤阪・さだ西学校給食共

置済み）
、残る２か所の

あると考える。

保有し続ける意義を聞く。 の経営に関与する意義は

答弁

学校の本格再開で

４つの外郭団体の
事業計画を聴取

２年度

定だが、補助金も有効活用

議会は、６月 日の本

質問 市場にマスクが出

９月末までは開催

回る中、市費も一部投じ
し、マスクの配布を行う。 しました。
報告の概要は次のとお
りです。

ルス感染症の対応による

なお、新型コロナウイ

なお、契約金額は、１

株式会社

らずテレビやインターネ

公益財団法人

エフエムひらかた

ットなど自宅で楽しめる

事業の内容変更等は、来

枚方市文化国際財団

事業計画…災害時の体

コンテンツの利用が増え

１９９万円の増額となり

文化活動等育成支援事業、 制確保、リスナー及びス

事業計画…鑑賞事業、

ポンサーの拡大、情報誌

るものと認識している。

自立経営検討に利益

剰余金は見込むのか

質問

日の本

会 議 で、
「枚方市立学校

議会は、６月

と考えるが、自立経営の

うしても時間がかかるた

なお、資産活用にはど

め、できる限り早く議論

給食共同調理場設置条例

とおり、満場一致で可決

なお、同社への放送委

は、本市の様々な行政課

答弁

を進めるよう要望する。

この剰余金を見込むのか。 の一部改正」案を原案の

可能性を検討する際に、

も当面の会社経営は可能

剰余金があれば、赤字で

エフエムひらかた

６０万円、支出を８５５

に約７３００万円の利益

抜本的な改革の指導を

エフエムひらかたの

７万円と定める。

予算総額…収入を８５

徹底の下で、ラジオに限

市民の国際交流活動の支

の発行等による周知の拡

です。

援と促進事業、海外友好

大、自立経営に向けた取

６０９万円と定める。

組を進める。

予算総額…収入を１億

都市交流事業等を行う。

約３万１０３５平方㍍を

し、道路施設用地４事業

６０９万円、支出を１億

事業計画…道路施設用

年の決算報告で説明予定

現ＰＦＩ終了後の新事業
適切な時期に報告を

質問 学習環境整備ＰＦ

地など６事業の公有用地

ます。

となるものです。

個別に妊婦用マスクを配

的ではないか。

の高いメディアである限

地域が行う校内清掃
学校と連携した取組を
質問 衛生管理事業では、
小・中学校内の清掃等を
校区コミュニティ協議会
に依頼するというが、な

地域のためにも、学校と

清掃等の方策を検討する

妊 婦 用 マ ス ク
効率的な配布を

り、市は株主として同社

市がきめ細かな支援を
枚方市版生産活動

連携した取組を要望する。

なお、協力してくれる

なお、コロナ関連で国

内容を聞く。

活性化支援事業について、 ぜ今回の補正で行うのか。

質問

にしていく考えである。

が自立経営を今後進める

つかの校区コミュニティ

場合、市が同社の株式を

協議会から協力の話を受

れば、市費も使わず効率

４月に補正予算を計上し

け、当面の方策の一つと

委託との併用も検討する。 と併せてマスクを配布す

たが、検査体制の拡充等

答弁 国の制度の詳細は

による検査件数の増加を

示されていないが、同事

▼不安を抱える妊婦への

して依頼することとした。

教職員が清掃や消毒を行

分娩前ウイルス検査事業
予定しており、後者は今

う中、委託の手法につい

なお、同社の存続に責

業の補助内容も国と同様

般 会 計 補 正 予 算（ 第 ７

費（ 希 望 す る 妊 婦 が 取 扱
後の流行等による感染症

十分な説明と同意を

等の補助制度が充実する

不安を抱える妊婦

答弁 学校の本格再開に

なお、任意検査である
市独自の支援として生産

の公有用地約８１１５平

億４７１５万円で取得
必要な教室への空調設備

Ｉ事業の変更契約締結後、

の設置の目安はいつ頃と

方㍍を５億５３８１万円
で売却する。

なるのかを聞く。
なお、この事業は来年

任を持ち、抜本的な改革

ても検討しているが、幾

号）
」を原案のとおり、満

医療機関でウイルス検査
患者の搬送件数の増加を

機関での行政検査のため

場一致で可決しました。

をする際の費用を助成）
想定している。

スクを妊婦に郵送で配

この補正予算は、新型

…４２００万円

日の本

コロナウイルス感染症に

▼ウイルスに感染した妊

議会は、６月

係る国の第２次補正予算

産婦に対する寄り添い型

質問

イレ清掃を控えさせる趣

支援を行うよう要望する。 向け、府から子どものト

中でも、市がきめ細かな

旨が示されたことを受け、

万円

等を踏まえた対策や本市

支 援 事 業 費（ 同 感 染 症 に

への分娩前ウイルス検査
事業で、ＰＣＲ検査が陽性

答弁

布）…

独自の支援策について増

感染した妊産婦に対し、

歳入の主な補正内容は、 よる支援）…１６３万円
の場合、妊娠中の生活や出

なる生活介護事業所に、

会 議 で、
「令和２年度一

額補正を行うもので、歳

定期的な訪問や電話等に

コロナ関連の補助制度

入歳出それぞれ１億２２

妊婦のＰＣＲ検査

２４万円を増額。

国庫支出金６４９５万円、 ▼衛生管理事業費（小・中
産にどう影響があるのか。

ことを妊婦と共有し、イ
中で同協議会から協力の

国の制度対象外と

学校の消毒や清掃を地域

財政調整基金繰入金５５

頼）…１６１３万円
活動の再起に要する費用
話があり、急遽計上した。

ンフォームド・コンセン
等を補助する。事業所へ

人

の補助額の上限は、定員が
万円、

子どもの安全確保
市が確実に実施を

感染防止対策を講じ
と資本的収支を合わせて

予算総額…収益的収支

収入を 億１４４２万円、 質問 新型コロナウイル

３月で期限が来ることか
ら、新たな事業について

議会は、６月 日の本

の議会への報告を適切な

質問 衛生管理事業にお

整備ＰＦＩ事業に係る事

会議で、
「枚方市学習環境

文化芸術事業の継続を

いて、小・中学校の清掃

新しい生活様式の

題への対応を図る観点か

ら、全庁的な検討を進め

跡地活用について

対策事業として整備を進

めている６か所の単独調

る。

年度の収支損益が

へ活用するよう要望する。 校給食共同調理場老朽化

役割は大きいと考えるが、 赤字にならない経営が基

理 場 の う ち（ ４ か 所 は 設

答弁

本で、利益剰余金を見込

金額及び市の見解を聞く。 による寡婦控除のみなし

市の見解を聞く。

利用できるのか。

フエムひらかたの果たす

今回の改正は、第三学

託料は今後廃止予定だが、 しました。

施が不可欠な事業は、感

なお、語学講座など実

今後の対応を聞く。

の文化芸術事業について、 スの感染収束に向け、エ

質問

等を校区コミュニティ協

必要な費用の補助を

と定める。
公益財団法人

ス感染症の影響を受けて
時期に行うよう要望する。 支出を 億６０７５万円

は、速やかに学校と工事

市ＳＮＳやウェブの拡充

議会が協力するというが、 業変更契約締結」議案を

日程の調整などを行い、

枚方市版生産活動

こ の 契 約 変 更 は、 小・

枚方市スポーツ協会

徹底や新型コロナウイル

質問

中学校の普通教室や支援

夏の暑い時期までをめど

事業計画…市民スポー

なお、事実上、連携施

適用が全国一律の制度と

市税条例等の一部改正を可決

未婚のひとり親に
ひとり親控除を適用
日の本

所得制限により増額が

生ずる事への市の見解は

婦・寡夫控除が非婚のひ

質問

令和２年度の対象

答弁

制度申請に当たっ
設の確保を不要とする今

答弁

かり関与するよう要望す

芸術センターは多くの期

なり、今回、ようやく国

答弁

者は２０１人で、住民税

一定の所得制限を設ける

別にかかわらず、ひとり

議会は、６月 日の本

ては資料が必要だが、提
回の規制緩和は許されな

また、各種給付金は臨

ことはやむを得ないと考

市税条例の一部改正を可決
る。

いと意見しておく。

時的な扱いとなり、収入

える。

ないというが、総合文化

答弁 認可保育所の増改

きる資料の提出が困難な

金額の算定に含めない。

の税制改正で控除対象と

答弁 同センターでは、

場合や、特別定額給付金

では１人当たり２万６０
多彩で魅力的な新規事業

築や待機児童用保育室の

等が口座にある場合でも

市もしっかり関与を

を数多く展開していく。

設置で、通年での待機児

会 議 で、「 枚 方 市 税 条 例

等の一部改正に伴い、新

００円程度の増額となる。 なった。これに伴う条例

あわせて、枚方市駅周辺

童ゼロを目指す。小規模

の一部改正」案を原案の

＊地域型保育事業…保育

型コロナウイルス感染症

出が困難な場合には口頭
質問 市民や枚方市駅前

の活性化や経済波及効果

２歳児の待機状況を勘案

保育事業については、１・

所より少人数の単位で、

緊急経済対策における税

で状況聴取するなど、柔

待が寄せられる施設であ

のにぎわいのためにも、

を高め、多くの市民に利

し必要な取組を検討する。 とおり、満場一致で可決
しました。

０〜２歳の子どもを保育

制上の措置として、市税

この改正は、地方税法

する事業のこと。本市で

議会は、６月

会 議 で、
「枚方市税条例
等の一部改正」案を原案
のとおり、満場一致で可
決しました。

等の一部改正に伴い、未

とり親に適用される一方

非婚のひとり親に

婚姻歴の有無や性

親控除を適用することや、

個人住民税の非課税対象

者をひとり親及び寡婦と

することにより、これま

での不公平を解消する。

枚方市議会報は、各会

しました。

多いですが、水分補給を

を着用して過ごすことが

ルス感染症対策でマスク

今年は新型コロナウイ

がお過ごしでしょうか。

きましたが、皆さんいか

日ごとに暑さが増して

委 員 長…

加藤

山口

野村

議会報編集委員会

勤

生代

までお寄せください。

治

ましたら、市議会事務局

御意見、御感想があり

に基づき編集しています。

で協議・決定した編集基準

成する議会報編集委員会

派から選出した委員で構

こまめに行い、冷房中で

員…

副委員長…

美佳

委

松岡ちひろ、奥野

泉

優子

も換気を取り入れながら

けください。

今号では、６月定例月

議会の内容を中心に掲載

大介、田中

体調管理に十分お気をつ

対し、一部の地方自治体

質問

条例改正の内容と目的は

ひ と り 親 に 関 す る

税の公平性の観点から、 改正の内容と目的を聞く。
組を示すべきではないか。 総合文化芸術センターオ

り、市民に分かるよう取

ープン後の事業展開を期

用される施設を目指す。

連携施設の確保に関する
特例基準を見直し
地域型保育事業の基準を
定める条例の一部改正を可決

の徴収猶予や中小事業者

す。

置の拡充等を行うもので

への固定資産税の特例措

は、小規模保育事業がこ

を確保する必要があるが、

婚のひとり親に対するひ

この改正は、地方税法

とり親控除の適用、軽量

今回の改正で、保育所等

軟な対応に努めている。

答弁 同センターにおけ

なお、準備は指定管理

待するが、内容を聞く。

情報誌やホームページ等
で広く市内外への周知を
行っていく。

市民に寄り添った
文化芸術の発信を
質問 選定委員会が指定
候補者の団体について特

会 議 で、「 枚 方 市 地 域 型

け皿の役割等を担う連携

の見直しを行うものです。 れに該当する。
なお、民間のノウハウ

保育事業の設備及び運営

施設（保育所、幼稚園等）

議会は、６月 日の本

を十二分に発揮して市民

に関する基準を定める条

に評価した点を聞く。

に寄り添った文化芸術を

例の一部改正」案を原案

同事業は、卒園後の受

発信するとともに、市は

のとおり、賛成多数で可

小規模保育事業による
団体の提案内容を定期的

の卒園児を優先的に取り

で、所得５００万円まで

今回の改正で、寡

扱う措置等を講じている

な葉巻たばこへの課税方

の利用調整の際、同事業
質問 継続した保育を保

質問 条例改正による市

とする制限を設けるが、

待機児童対策に疑問

障する原則に沿い、小規

場合は、卒園後の受け皿

税の徴収猶予特例制度は、 式の見直し等を行うもの

市税の徴収猶予特例
今回の改正は、国の省

模保育事業で待機児童対

としての連携施設を確保

利用申請の条件は
令改正を受け、地域型保

策を行う方針を見直すべ

申請時に収入等を確認で

＊

スが取れた共同事業体で、 育事業の連携施設の確保

る企業３社によるバラン

に係る特例の基準や、居

しなくてもよいとした。

答弁 同団体は実績のあ

経営、施設管理・運営の

きではないか。

これで増税となる人数と

宅訪問型保育事業の内容

です。
面で総合的に安定感があ

に検証するよう要望する。 決しました。

新型コロナ感染症対策
税制上の軽減措置を実施
る事業については具体の

る内容を含み広く公表し

エフエム
ひらかた

内容が確定次第、適宜、

オープンまでの準備に

学校給食共同調理場設置条例の
一部改正を可決

10
いる枚方市文化国際財団

各学校でその度合いが異

なお、子どもの安全確

教室等への空調設備の新

満場一致で可決しました。 答弁 空調整備について

活性化支援事業では、市

生活介護事業所

以上で１００万円である。

人以下で

ト
（十分な説明と同意）
を

入院や計画分娩と

に丁寧な説明を行う。

査を希望する妊婦へ事前

なる可能性等があり、検

答弁

行うよう要望する。

得た妊婦に対して検査を

※１万円未満四捨五入

４３万円の増額などです。 のボランティアに協力依
また、歳出の主な増額
補正内容は次のとおりで
す。
▼枚方市版生産活動活性
化 支 援 事 業 費（ 国 制 度 の
対象とならない生活介護
事業所等に、固定経費等

感染症予防対策
委託料の内容は
今回、計上した感

質問

に係る補助金を支給）…
１８００万円
染症予防対策経費のうち、
委託料の内容を聞く。

▼感染症予防対策経費

（ 第 ２ 波、 第 ３ 波 に 備 え

補助を行うというが、人

保には、地域で差の出な

感染症対策
業者に委託を

エフエム
ひらかた

新 た に ２ か 所 の
給食共同調理場を整備

12

なるのではないか。

質問
件費や家賃、また通信販

理者の指定」議案を原案
のとおり、満場一致で可
決しました。

指定候補者の事業

95 90

12

31

独自で生活介護事業所に

ス感染症検査と患者搬送
計上し、新型コロナウイ

衛生管理事業費を

…４１３０万円
車両運転業務の費用を計

に取り組んでいく。

新型コロナウイル

▼妊婦用マスク配布事業

設及び更新のために必要

日・

⑧「新しい生活様式」浸透への取組

者任せでなく、市もしっ

い確実な実施を市が担保

日に、

日・

日の一般質問で

⑦ マスク等の寄付受付状況等

ることを高く評価した。

売に要する送料等も補助

議会は、６月

問 は、 ６ 月

なお、説明に対する質

取しました（左欄）。

いて、理事者の説明を聴

状況、各種支援策等につ

る本市の対応体制や発生

これまでの同感染症に係

した全員協議会を開催し、

染症について」を案件と

「新型コロナウイルス感

12
22

行 い ま し た（ 質 問 の 一 部

日・

19

⑥ 市民や事業者に対する支援や特別定額給
付金の処理状況等

指定管理者及び指定期
間は次のとおりです。
■アートシティひらかた

日まで

共 同 事 業 体（ ３ 年 ４ 月 １
日から７年３月
の４年間）

質問

計画書は、本市情報公開

12

24

⑤ 市関連施設や市主催イベント及び業務執
行体制等の対応

条例の非公開事由に当た

ルス感染症対策として行

③ 市立学校における教育活動や家庭学習の
支援、児童生徒の居場所等

化芸術センターの指定管

上している。前者は医療

答弁

学習環境整備ＰＦＩ事業
変更契約締結を可決
12

費（ 国 が 一 括 購 入 し た マ

たＰＣＲ検査委託料等）

50

指定候補者の取組
広く市民に公表を

31

23

④ 市立幼稚園・保育所等の運営や入所に関す
る取扱いの緩和等

市の取組を聴取

② 相談窓口や検査数、感染者数及び感染者等
への対応等

は２・３面に掲載）。

日の本

指定管理者の指定議案を可決
会 議 で、
「枚方市総合文

議会は、６月

総合文化芸術センター

12

12

41
建設中の総合文化芸術センター大ホールの客席

小・中学校の
空調設備の新設・更新

59

26

全員協議会を開催

① 対策本部組織体制や事務局各班の構成と
所管業務、会議の実施状況

新型コロナウイルス
感染症について
市の取組の概要

12

小・中学校

40
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