の補正として患者給食調

購入費や、債務負担行為

（第６号）
は、検査機器の

病院事業会計補正予算

補正予算を可決
一般会計（第９号）
５特別・３企業会計
理業務委託の計上など。
※１万
 円未満四捨五入

整備実現に向けた基本計
するよう有効活用を図る。

証を行い在宅勤務等に資

添い、実情の把握や迅速

り遺族に寄り添う対応を
画の早期策定を要望する。 なアウトリーチなど、よ
り地域に密着した継続支
援が可能になると考える。
本に親しむ環境づくりを

患者給食調理業務

委託と直営の比較を

質問 患者給食調理業務

デリバリーの利用

する団体を支援する。

費の増加が懸念される中、 リバリーサービスを展開
同業務は委託ありきでは
なく、直営との比較の中
で方針を立てていくべき

委託の債務負担について、 だと意見しておく。

市内全域で可能に

答弁 業者ヒアリングを

の補助対象である、地域

質問

必要とする児童・生徒へ

閉室する図書館分室地域

行うとともに、市民目線

間を要したことから、再

答弁 国等との協議に時

に努めるよう要望する。
開発組合とも調整の上、

経て、要件緩和など次回

密着型活動の実績を有す

スピードを上げて整備を

バリー利用ができるよう、

号）
」を賛成多数で、
「令
１５２７万円

答弁 喫緊の課題である
後、効果等を検証し、必

５台購入予定である。今

値をつけるべきと考える。 る事業の推進を要望する。 答弁 来年度を見据え、

環境の確保に取り組む。

クスカーで巡回し、読書

またはリフト付ワンボッ

この補正予算は、新型

のとおり可決しました。

※１万円未満四捨五入

７５０万円を減額。

デリバリー支援事業費１

しており、地域のイベン

が展開できる団体を想定

点にデリバリーサービス

応募体制も整え、同事業
で目標とする１００店舗

和２年度病院事業会計補
▼
（仮称）
おくやみ手続き

今回のシステム改修に合
本市東部地域の森林環境
要とする児童・生徒の状

５４５万円）…全額を土

コロナウイルス感染症に
係る追加対策や指定寄附
に係る経費について増額

答弁

特に商店街等を拠

前回のデリバリー

市民への周知を

個店の参加促進と

ト等の実績も対象とする。

質問

％で個店の参加も少

支援事業は予算執行率が
約

答弁 同交付金の配分相

を有する団体によるデリ

（地域密着型活動の実績

の増加が想定されるため、 在宅で療養を行う人等へ

などにもつながるよう、

まえ、飲食店の販路拡大

答弁 前回の取組等も踏

討を要望する。

う、真に有効な支援の検

して事業展開が行えるよ

なお、各事業者が継続

成する必要はあるのか。

でデリバリー事業者を育

Ｒ活動費等も補助するほ

料を市が全額負担し、Ｐ

デリバリーサービス利用

答弁

市民への周知を要望する。

Ｅ等のＳＮＳを活用した

上げるよう、市のＬＩＮ

なお、最大限の成果を

やすための取組を聞く。

の支援）…５１９２万円

発表会等で利用されるこ

も、若手芸術家や市民に

コンサートの実施以外に

ースが多く、１台だけで

を複数台設置しているケ

ールでは同機種のピアノ

なお、府内同規模のホ

１台のみでは不十分

スタインウェイ製ピアノ

市民会館等から移
設する、ヤマハ製のフル

答弁

いと意見しておく。

げる観点から重要である。 は演奏者に十分応えらな

とは、
文化芸術の裾野を広

も支持するピアノとして、 る演奏会はどうするのか。

期間中、店舗側の

当額について、同基金か

か、事業周知に取り組む。

２件の財産取得議案を可決
総合文化芸術センターに設置

法などの考えを聞く。

フルコンサート
グランドピアノを取得
議会は、９月７日の本

なお、財政計画を立て、

コンサートグランドピア

会議で、「財産（フルコン

優れたピアノを複数台そ

質問 取得するスタイン
サートグランドピアノ）

ノ２台を利用する。

点検を兼ねた日常

方自治体が共同利用できるシステム基盤を構築

するとともに、被災者台帳システム未整備の地

台帳を全国の地方自治体で作成できるよう推進

の交付に併せ、マイナンバーを活用した被災者

３．コ
 ンビニ交付サービスを活用した罹災証明書

すること。

に実施できる現状にあることを早急に周知徹底

手続については、各地方自体が希望すればすぐ

２．マ
 イナポータルを利用した罹災証明書の申請

うにすること。

サービスを活用し、罹災証明書を交付できるよ

置されたコンビニエンスストアのコンビニ交付

１．全
 国に５万か所以上あるマルチコピー機が設

記

可 決 し た 意 見 書 （ 要 旨 ）

議会は、９月 日の本会議で、６件
の意見書を原案のとおり可決しまし
た。

新型コロナウイルス感染症の影響に

伴う地方財政の急激な悪化に対し

地方税財源の確保を求める意見書

政府は、令和３年度地方財政対策及び地方税制

改正に向け、左記の措置を講じるよう強く求めま

す。

記

すること。

１．地
 方の安定的な財政運営に必要な地方税、地

方交付税などの一般財源総額を確保すること。

準の１クラス 人
（小学校１年生のみ 人）
の学級

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、国基

新しい生活様式を踏まえた少人数
学級編制の実現を求める意見書

ナンバー制度担当大臣、防災担当大臣

〈提出先〉総務大臣、デジタル改革担当大臣、マイ

その際、臨時財政対策債が累積することのない

よう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財

源を確保すること。

２．地
 方交付税については、引き続き財源保障機

能と財源調整機能の両機能が適切に発揮できる

よう、総額を確保すること。

３．地
 方税の大幅な減収が予想されるため、大胆

編制では、教室内での密接、密集が回避できない

な減収補填措置を講じるとともに、減収補填債

の対象となる税目について、地方消費税を含め

ことが問題となっています。

日本教育学会では、本年５月 日に、この機会

弾力的に対応すること。

に１クラス 人の学級定数を抜本的に見直す議論

の政策税制については、積極的な整理、合理化

国町村会の３会長が連名で「新しい時代の学びの

た、７月２日には、全国知事会、全国市長会、全

を急いで進める必要があると提言しています。ま

４．税
 源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方

税体系の構築に努めるとともに、国税、地方税

を図り、新設、拡充、継続に当たっては、有効

人学級では感染症予防のために児童・生徒間の十

環境整備に向けた緊急提言」を発表し、現在の

性、緊急性を厳格に判断すること。

分な距離を確保することが困難であるとして、子

５．固
 定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税

であるため、制度の根幹に影響する見直しは、

業の費用に充てる目的税として、都市運営に不

研究者らによるインターネット署名が始まったほ

臣に要請しました。さらに、７月 日には、教育

現に向けた教員の確保が必要であると文部科学大

どもたちの学びを保障するため、少人数学級の実

土地、家屋、償却資産を問わず行わないこと。

可欠な財源であるため、制度の根幹に影響する

６．事
 業所税は、都市環境の整備、改善に関する事

見直しは行わないこと。

〈提出先〉内閣官房長官、総務大臣、財務大臣

防 災・ 減 災・ 国 土 強 靱 化 対 策 の
継 続、 拡 充 を 求 め る 意 見 書

政府は、防災・減災・国土強靱化対策の継続、拡

充のため、左記の措置を講じるよう強く求めます。

記

１．令
 和２年度末期限の「防災・減災、国土強靱化

のための３か年緊急対策」の継続とさらなる拡

充を行うこと。

２．地
 方自治体が国土強靱化地域計画に基づき実

施する対策に必要な予算総額の確保を図ること。

か、７月 日には、全国の小・中・高・特別支援

学校の校長会がきめ細かな指導が可能になる少人

数学級編制の検討を文部科学大臣に求めるなど、

少人数学級編制の実現を求める世論が大きく高ま

一方、国においても、７月 日に閣議決定され

っています。

た経済財政運営と改革の基本方針２０２０におい

て、全ての子どもたちの学びを保障するため、少

人数によるきめ細かな指導体制の計画的な整備に

ついて検討することが盛り込まれ、８月 日に開

催された中央教育審議会の「新しい時代の初等中

等教育の在り方特別部会」では、新型コロナウイ

ことを盛り込んだ中間まとめ骨子案が示されまし

とするなど、指導体制や施設、設備の整備を図る

ルスの感染拡大を踏まえ、少人数学級編制を可能

象の拡大を図るとともに、国土強靱化のための

３．災
 害復旧、防災・減災関連予算の確保や補助対

財源を安定的に確保するための措置を講じるこ

た。

人以下の学級編制が標準となっており、実際の

さらに、世界に目を向ければ、多くの先進国で

と。また、その配分に当たっては、社会資本整

備が遅れている地方に十分配慮すること。

〈提出先〉総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、防

災担当大臣、国土強靱化担当大臣

ドクターヘリの安定的かつ持続的な
運用への支援強化を求める意見書

政府は、全国におけるドクターヘリの運航状況

の実態を把握するとともに、今後も引き続き、ド

クターヘリが救命救急の切り札として、安定的か

つ持続的な運用の下で多くの人命救助に貢献する

ため、左記の措置を講じるよう強く求めます。

記

学級規模としては平均 人程度となっています。

よって、国会及び政府は、子ども一人一人を大

切にする教育の推進、そして、新しい生活様式に

人以下の少人数学級編

対応すべく、ＩＣＴの活用を含め指導体制を整備

し、義務教育の全学年で

制を実現するよう強く求めます。

〈提出先〉衆議院議長、参議院議長、文部科学大臣

地方自治体のデジタル化の
着実な推進を求める意見書

実な推進を図るため、左記の措置を講じるよう強

国会及び政府は、地方自治体のデジタル化の着

をはじめ、地域ごとの年間飛行回数や時間の違

１．ド
 クターヘリの必要経費が増加している実態

く求めます。

担当大臣、マイナンバー制度担当大臣

ジタル改革担当大臣、情報通信技術
（ＩＴ）
政策

〈提出先〉衆議院議長、参議院議長、総務大臣、デ

を講じること。

握するとともに、十分な人的支援及び財政措置

には、地方自治体の事務処理の実態を正確に把

４．今
 後の制度改正に伴うシステム改修を行う際

置を講じること。

ティクラウドについて、導入時と同様の財政措

体で更新が予定されている自治体情報セキュリ

３．令
 和３年度から令和４年度に全国の地方自治

活用を検討すること。

ても、業務プロセスの標準化を図り、クラウド

用を促進すること。また、法定受託事務につい

２．情
 報システムの標準化、共通化や、クラウド活

いて、オンライン申請を実現すること。

こと。特にマイナンバーカードの更新手続につ

ンラインで簡易に実現できる仕組みを構築する

が求められているものについて、可能な限りオ

１．法
 令やガイドライン等により書面、押印、対面

記

いを的確に把握し、適正かつ効率的な運用に見

合った補助金の基準額を設定すること。

２．消
 費税の増税に伴い、運航事業者の費用負担

基準額への改善及び予算措置を図ること。

が増大している現状を踏まえ、適切な補助金の

の小・中学校で児童や生

う強く求めます。

証明書の交付等に向け、下記 ↘ の措置を講じるよ

政府は、コンビニ交付サービスを活用した罹災

コンビニ交付サービスを活用した
罹災証明書の交付等を求める意見書

〈提出
 先〉総務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣

どの現状を是正すること。

運航停止が生じた場合の運航経費からの減額な

具合時における代替機を提供するための支出や、

強いている、ドクターヘリの機体の突発的な不

果たすためにも、運航事業者に実質的な負担を

４．安
 全基準に基づいた代替機提供責務を適正に

の確保を図ること。

態を的確に把握するとともに、適正な労働環境

点検時間を含めた操縦士などスタッフの勤務実

３．ド
 クターヘリ運航時の待機時間や飛行前後の

議会報
編集委員会

ど、有効活用していく。

徒の通学時に検温するな

的使用は重要で、避難所

答弁

の指導と検証を要望する。

用するため、配備施設へ

ろえられるよう要望する。 ウェイ製ピアノは１台の

日頃から動作確認を

災害時の活用に備え

サーマルカメラを取得

避難所等で発熱者を早期発見

の取得」議案を原案のと
おり、満場一致で可決し
ました。
これは、令和３年９月
に開館予定の総合文化芸
術センターにおいてコン

専門人材の育成を
質問 倒木により、隣地

サート等で使用するピア

原案のとおり、満場一致

カ メ ラ ）の 取 得 」 議 案 を

議会は、９月 日の本

の駐車車両などに被害が

ノ（１台）を設置するため、 会議で、「財産（サーマル

取得金額…２５０８万円

これは、サーマルカメ

で可決しました。

23

でサービスの改善や拡充

同窓口の利用者を

答弁

なお、病院事業の業務

入札時の仕様の一部見直

る団体の考え方を聞く。

販路拡大支援事業

委託に係る入札不調が続

しに伴う増額を見込む。

その積算内容を聞く。

越し委託料を計上してい
き、委託業者の確保や経

質問 図書館 分室のう

質問 今回、教材教具費
るが、分室がなくなる地

ち閉室する３分室の引っ

で購入予定の視線入力装
域への対応を聞く。

学習ツールの整備を

置は何台か。また、来年
なお、引っ越し費用だ

森林環境保全事業

質問 森林環境保全事業
度以降、この装置を必要

なお、市内全域でデリ

経費で委託料を計上して
けを先に検討するのでは

の達成に向け全力を尽く

正予算
（第６号）
」など５
窓 口 運 営 事 業 経 費（ 死 亡
質問 （仮称）
おくやみ手
わせ、電車でも利用でき
整備を効果的に進める方
況に応じた整備に努める。

事業者に対して
真に有効な支援を

すよう要望する。

特別会計・３企業会計の
届に伴う各種手続を一括
続き窓口の円滑な運営に
るよう交通系ＩＣカード
針の策定に向け、整備の

歳出それぞれ７３１３万

補正を行うもので、歳入

質問 地方創生臨時交付

円を増額。

財政運営の取組を

金の増額補正により、新

なお、事業終了に伴い

補正予算を満場一致で、
して扱う窓口を設置）…
は、手続を所管する全て
へのポイント交換を可能
優先順位の決定に必要と

４万円

への取組を補助）…８６

一般会計（第 号）

いるが、その内容を聞く。 とする児童・生徒がいる

最大３７００人と想定し、 今回の補正対応とした。
来庁者数に応じ最大３つ

ひらかたポイント

ポイント交換を可能に

交通系ＩＣカードへの

の窓口で対応する。

質問

くりを地域と一緒に進め

会 議 で、「 令 和 ２ 年 度 一

００万円
なお、地域住民の安全
なお、タブレット等の
るべきと意見しておく。

般 会 計 補 正 予 算（ 第

議会は、９月７日の本
事業は、高齢者バスカー
と生活を守るため、森林
学習ツールを最も必要と
答弁 閉室後の代替サー

号）」を満場一致で、原案

なく、本に親しむ環境づ

▼ ポ イ ン ト 事 業 経 費（ Ｑ
ド事業に代わるものであ
整備にスピードを上げて
する児童・生徒へ早期に
ビスとして、自動車文庫

場合の対応を聞く。

会 議 で、
「令和２年度一
Ｒコードを用いたアプリ
り、高齢者の外出支援に
取り組むとともに、納税
配付するよう要望する。

議会は、９月 日の本

般 会 計 補 正 予 算（ 第 ９
化へのシステム改修）…
つながるよう、公共交通
者となる市民が納得でき

それぞれ原案のとおり可
２３２万円
の部署がこの窓口を支え
にするべきではないか。

死亡届に伴う手続窓口
運賃に利用できる付加価

決しました。
▼市民の健康を支える地
る気持ちが重要と考える

地取得特別会計へ貸付け

生じたというが、
適切な緑

なお、日常点検の強化

から、専門人材の育成に

35

関係部署との連携は

一 般 会 計 補 正 予 算（ 第
域 拠 点 運 営 経 費（ 北 部 リ

質問

■水洗便所等改造資金融

議会は、９月７日及び

に加え、樹木保全の観点

地管理ができていたのか。 取得するものです。

日の本会議で、損害賠
償の額を定めることにつ

車等による物損事故及び、 たが、その後、著しく枯

泉

22

将来負担に留意した

９ 号 ）は、 新 型 コ ロ ナ ウ

平 常 時 の 活 用 は

モバイルワーク用端末

答弁
身近な市役所としての

なる調査を委託する。

が、どのように連携して
ポイント転換のた

ーフの相談機能を拡充）

イルス感染症対策経費等
めのシステム構築費用な

万円

いくのか。

…

り方を検討していく。今

金は、経済的に厳しい人

資基金
（１０００万円）…

個店でも利用しやすいデ

将来負担に留意した財政

件数が年々減少し、消滅

後も、返済が滞っている

への貸付けということは

全額を金融機関に預託。

らの繰入れが抑制できる。 バリー事業や加盟店増加

ナ禍で実施した交代制勤

議会は、９月７日の本

時効の期間が到来した債

債務者への効果的、効率

承知しているが、
貸付審査

融資４件、１２８万円

みだが、ピアノ２台によ

なお、地域に身近な市

廃止を検討する時期にあ
ると考えるが見解を聞く。
答弁 類似事業も踏まえ、

会議で、３基金の令和元

権が約４０００万円残る

生活資金の貸付制度の在

今回放棄した債権は、

年度運用状況について、

令和元年度
３基金の運用状況を聴取

９種類１９９６件、総額

的な債権回収に取り組む。

０８件、１９５万円

もしており、連帯保証人

※１万円未満四捨五入

■ 土 地 開 発 基 金（ ７ 億 １

がいる債権の場合、早期

枚方市議会報は編集基準
収困難な返済者の連帯保
証人への働きかけについ
ては、これまで具体的な

ラ（ 台）を指定避難所等

質問 避難所等にサーマ
も努めるよう要望する。

に基づき、議会報編集委員

いて、５件の専決事項の

ルカメラを購入するとい

会で編集しています。

生代

と考えるが、見解を聞く。

に配備して発熱者を早期

野村

勤

答弁 日常点検で枝葉部

うが、災害時にトラブル

委 員 長…

山口

治

報告を聴取しました。

に発見することで、新型

なく活用するためには、

副委員長…

加藤

回収不能または回

コロナウイルス感染症等

日頃から動作確認を兼ね

員…

答弁

の感染防止策に活用する

委

分の松枯れは把握してい

渇し倒木したと思われる。 質問 スタインウェイ製

ため、取得するものです。 て利用していくべきと考

報告内容は、塵芥収集

ピアノを取得し、総合文

優 れ た ピ ア ノ
複数台の設置を
本市が管理する緑地内の

今後は、倒木のおそれが

規定もなく不十分だった

くらしの資金貸付制度

松の木が立ち枯れにより

取得金額…３７３万円

くらしの資金の貸

見直しや廃止の検討を

化芸術センターに設置す

質問

なお、購入品を有効活

美佳
あれば速やかに伐採する

※１万円未満四捨五入

松岡ちひろ、奥野
倒木した際に生じた物損

るというが、その活用方

えるが、見解を聞く。
が、今後は一定期間返済

など、維持管理を図る。

優子
事故に関するものです。

大介、田中
類似事業の展開で
が滞れば働きかけを行う。 付けは、

に回収を働きかけるべき

くらしの資金貸付

81

40

の増額補正を行うほか、

歳入の主な補正内容は、 質問 販路拡大支援事業
型コロナ対策の財源とし

どに大きな課題がある。

質問 緊急時対応等を想

なお、同窓口利用者一

なかったが、販路拡大支

▼枚方市駅周辺再整備ビ

財政調整基金繰入金４１

＊

同感染症の感染拡大に伴

て取り崩してきた財政調

援事業での参加店舗を増

394万円

として、前回のデリバリ

定してモバイルワーク用

６６万円の増額などです。 ー支援事業を改め、市税

基本計画の早期策定を
市駅周辺再整備に
＊

正で計上した理由を聞く。

機能のさらなる拡充を

整基金の繰入金額はどう

億１２１９万円を増額。 ６億７１８０万円

歳入の主な補正内容は、 ＊２面右下の用語の解説

同窓口開設後にお

人一人の不安や心配に寄

端末等の費用を計上して

影響を受けるのか。

容は次のとおりです。

ジ ョ ン 推 進 事 業 経 費（ ③
質問 北部地域で市民の

いるが、コロナ禍での新

なお、国全体の税収減

▼在宅療養者緊急対応事

う予算の執行見直し等に

健康を支える北部リーフ

しい生活様式への対応が

とともに、本市の借金と

業 費（ 感 染 症 患 者 の う ち

市駅周辺再整備へ

に福祉の相談機能を付加

求められる中、平常時の

も言える臨時財政対策債

り添った対応を要望する。

質問
し、
職員も新たに２名配置

活用への考え方を聞く。

街区における既存建物の

いても、必要に応じて関
係る③街区の既存建物の
するというが、
どのような

ついて減額補正を行うも

係課会議により課題抽出
除却や補償のための補助

相談や対応ができるのか。 答弁 同端末等は、コロ

死亡届に伴う手続窓口

に拡充するよう要望する。 るものだが、平常時にお

125件

歳出の主な増額補正内

を行うなど、市民サービ
金を、当初予算でなく補

答弁

（＊１）
を参照
スの向上に努めていく。

除去や補償費を補助）…

新型コロナウイルス感染
▼ 教 材 教 具 費（ タ ブ レ ッ

ので、歳入歳出それぞれ

症対応地方創生臨時交付
トを目の動きで操作でき

いても市で常備する形と

1万円

16

販路拡大
支援事業

40

億１３５６万円の増

を進める再開発組合へ、

答弁 専門部署とも連携

なるため、課題整理や検

1件

17

金
る視線入力装置等を購

必要な費用の早期確保な

して複合的な課題に寄り

520万円

答弁 著名アーティスト

運営への取組を要望する。 ▼ 販 路 拡 大 支 援 事 業 費

入）…１７５万円
質問 （仮称）
おくやみ手
どの支援と、他の街区の

1241件

40

販路拡大
支援事業

10

販路拡大
支援事業

10

務の教訓も踏まえ調達す

額、臨時財政対策債６億

▼図書館分室管理運営経
続き窓口の年間の利用見

2万円

40

10

役所としての機能をさら

２０７１万円、財政調整

費
（閉室の３分室引っ越し
込みと運営体制を聞く。

なお、市と一体で事業

基金繰入金４億６２８０

委託料等）…５３６万円
なお、窓口での様々な

1件

20

遺族に寄り添った対応を

万円の減額などです。

その他、職員のモバイ
疑問や要望に応えるため、

歳出の主な増額補正内
容は次のとおりです。
ルワーク導入に向け、パ
役に立つ情報を常に収集

留守家庭児童会室保育料

状から、制度の見直しや

▼森林環境保全事業経費
ソコン等を購入するため
し、市の各窓口がつなが

229万円

日常点検の強化と

状況という。こうした現

ものです。

くらしの資金貸付基金など

（森林整備方針の策定に
３９７５万円を計上。

1件

20

向けた調査を委託）…１

令和元年度

特定空家等安全対策費及び
相続財産管理人選任手数料

緑地管理

報告を聴取しました。

なお、
（

352万円

30

北部リーフ

６９５０万５９９４円で

概要は次のとおりです。

る債権のうち、債務者の

■くらしの資金貸付基金

1件

個人未収金
（診療報酬）

５件の損害賠償額
を決定

債権放棄の状況を聴取
す（左上表）。
議会は、９月７日の本
所在不明による時効の経

）
内は基金額。

会議で、令和元年度に本

介護給付費等の不正請求にかかる
返還金及び加算金

万円。返済３

（１億５４０９万円）…貸

21万円

付９件、

過や、破産等の理由で回
連帯保証人に対する

市が行った債権の放棄に

2件

回収の働きかけは

収不能となったものを、

特別障害者手当等返還金

修繕工事収益
（その他雑収益含む）

23

ついての報告を聴取しま

1万円

水道料金

専決事項の
報告を聴取
23

くらしの
資金貸付金

債権管理及び回収に関す

1件

る条例に基づき放棄した

在宅精神障害者共同作業所等
通所交通費助成金

30

80

した。

623件 5431万円
くらしの資金貸付金

30

23

ひらかた
ポイント

市
立
ひらかた病院

95

20
10
これは、本市が保有す
※１万円未満四捨五入
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※枚方市議会報への御意見、御感想は、市議会事務局までお寄せください。

