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第４号は４億３，７３７万１千円

１日でも早くコロナ対応をするために臨時会を開会
■今年度初の臨時会

■今回の補正予算での主な事業は

…７月２８日、令和２年第１回東大和市議会臨時会が開
かれました。市議会には年４回の定例会のほかに臨時会
というものがあります。これは必要がある場合に、特定
のことがら（正式には事件という）に限ってこれを審議
するために随時招集される議会です。ちなみに地方議会
の招集権は市長にありますが、議会運営委員会の議決を
経て議長から臨時会の招集請求があった場合、もしくは、
議員定数の 4 分の 1 以上の者から臨時会の招集請求があ
った場合にも、市長は 20 日以内に招集して開催しなけれ
ばなりません。今回、開催された臨時会は、市長からの
招集で開かれた臨時会で、審議した内容は一般会計補正
予算（第４号）でした。
…今回、市長が臨時会を招集したのは、９月に開かれる
次の市議会定例会を待たず、１日も早く新型コロナウイ
ルス感染症対策の予算を執行するためとのことでした。

…今回の補正予算で示された新型コロナウイルス感
染症対策の主な事業は以下の通りです。

■国や都の財源を活用し

◆介護サービス事業所に対する事業継続助成金
１４８０万円
◆障害福祉サービス事業所に対する事業継続助成金
１８５０万円
事業所の運営の安定化と事業継続の下支えをするために
市内の１事業所に対し、１サービスあたり２０万円（相談事
業については１０万円）、かつ１法人あたり上限６０万円を支
給。（１法人で複数事業所を持っていたり、１事業所で複数
サービスを実施していても上限がある）

…今回の一般会計補正予算（第４号）は、４月３０日に
可決された国の補正予算第１号と６月１２日に可決され
た国の補正予算第２号に関連した事業の中で、主に新型
コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し
た事業が計上されています。今回の補正予算額の合計は
４億 3,737 万 1 千円となりましたが、その財源の内訳は
以下の通りです。
【国庫支出金】
◆新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
8 億 3,289 万 9 千円
◆小学校費補助金
1,625 万１千円
◆中学校費補助金
784 万 6 千円
◆保健体育費補助金
167 万１千円
【都支出金】
◆教育総務費補助金
972 万 2 千円
◆区市町村立学校における新型コロナウイルス感染症対策支
援事業補助金
749 万 9 千円
…今回の補正予算の財源は上記のとおり国や都からのも
ので、その合計は８億 7,588 万 8 千円。今回の補正予算
の合計額４億 3,737 万 1 千円と 4 億 3,851 万 7 千円の差
がありますが、これは国や都の補助を待たずに、市が市
の財政調整基金（市の貯金）を取り崩して先行して実施
していた対策分を積み戻したためです。今回の臨時会で
の市の答弁では今回の補正予算による積み戻しと今後の
見通しから年度末の財政調整基金の残高は 10 億 8,200
万円になることも明示されました。
…今までも今回のコロナ対策により、市の財政状況が厳
しくなることは以前のレポートでもお伝えしています
が、市の財政調整基金は約 17 億ほどないと健全とは言え
ません。今回の積み戻しで少しは改善されますが、まだ、
予断を許さない状況であることには変わりありません。

◆中小企業者等応援助成金支給事業
1 億７４６０．１万円
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の減少（前
年同期比マイナス５％以上）による指定融資が実行され、
かつ、事業所の家賃負担が発生している中小企業者及び
個人事業主に対して一律 20 万円を支給することにより、事
業継続の下支えを行う。（申請は 8 月下旬から 11 月末）
◆小売店等の消費活性化事業
６０００万円
市内の小売店等で、キャッシュレス決済により買い物やサ
ービスを受けた方に対して、支払額（上限１万円）の 30％
をポイント還元するキャンペーンを実施し、市内消費を喚起
する。（令和２年９月のみ実施予定）

◆避難所における新型コロナウイルス感染症対策
７００２．９万円
避難所における感染防止対策として、ソーシャルディスタン
スの確保や飛沫飛散防止のため、布製のパーテーション
（広さ４㎡、高さ１．４ｍ、天井なし）を 1500 張り、またそれ
を保管するコンテナ２つを購入するほか、消毒などを行う物
品を整備する。
◆学校における新型コロナウイルス感染症対策
６０９９．３万円
小中学校で必要な感染症対策用の備品を購入するほか、
窓を開けて換気する際の害虫等の侵入を防ぐため、校舎
の一部に網戸を設置。

■適時適切に
…今回の補正予算以前にもコロナ対策の補正予算が
出されていましたが、国や都の交付金を活用して市が
予定している主な充当事業は裏面の通りです。また、
現時点では決定していませんが、市は「ＰＣＲ検査セ
ンターの整備」や「職員のリモートワークのための電
算機器等の整備」も検討中とのことでした。新型コロ
ナウイルス感染症対策の取組みは、適時適切がポイン
トです。今後も、タイムリーに事業が実施できるよう、
市議会の臨時会は適時開くべきです。
（裏面に続く）

国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（８憶３，２８９万９千円）
および
東京都市町村新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金（１億９，４６３万９千円）の
東大和市の主な充当予定事業
（単位：千円）
予算

事業内容
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補正
当初

ＧＩＧＡスクール構想における
端末整備事業
病児・病後児保育事業
新型コロナウイルス感染症によ
る保育施設等の臨時休園等に
対する支援事業
手指消毒剤および消毒用携帯
アルコール等の購入
市民会館（ハミングホール）に配
備する空気洗浄機の購入
介護サービス事業所に対する
事業継続助成金の支給事業
障害福祉サービス事業所に対
する事業継続助成金の支給事
業
売り上げが減少した事業者を支
援対象とした中小企業者等応
援助成金の支給事業および
キャッシュレス決済を利用した
消費活性化事業
避難所に配備するパーテーショ
ン、可搬式蓄電池等の購入
小・中学校の移動教室および
修学旅行の解約事務手数料
小学校の感染予防対策備品の
購入と網戸の設置
中学校の感染予防対策備品の
購入と網戸の設置
中央公民館における飛沫感染
防止用アクリル板の購入
図書館における飛沫感染防止
用ビニールシート等および図書
消毒器の購入（紫外線の消毒
器で利用者が消毒する）
学校給食牛乳パック洗浄機等
の購入及び洗浄業務委託料
（今年度から牛乳パックを事業
者が回収しなくなり、子ども達が
各自で洗浄していたが、その際
“密”になることから導入。瓶牛
乳も検討したが、対応できる事
業者がなかった）、学校給食の
提供停止に伴う補償費
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事業費
1,213,193
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市政、議会について「自然体」「ざっくばらん」にレポート。コロナ禍において、駅頭での配布は一時、控えております。

「私たちの身近にある市政、市議会。伝えることがスタートだと思います。」
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