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本市議会では議案への質疑と、市政などを問う一般質
問を合わせて行い、それを「総括質問」としています。
今定例会では、 人の議員が総括質問を行いました。
質問者の文責により質問と答弁の要旨を紹介します。
★詳しい質問内容は、会議録をご覧ください。
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策のガイドライン等に沿った取り組みを実施する事業者に対し
て５万円を支給………………………………………４億5,173万円
【キャッシュレス決済の普及推進】
キャッシュレス決済の普及推進を図るとともに、市内経済の活
性化へつなげるため、プレミアムポイント事業（ひらつか☆ス

市が新たに策定した「新型コロナウイルス感染症総合対策」に関する
経費を含めて、３会計合わせて18億9,641万円増額となる補正予算が計
上されました。総合対策では、主に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を活用し、既定の事業予算を加えた総額約32億円の
取り組みとして、新型コロナウイルス感染症に関する新たな課題に対応

ターライトポイント）を実施………………………………３億円

するための中長期的な視点をもった施策が取りまとめられています。

タクシー事業者で使用できる利用券を交付……………1,389万円
【中小企業等の新たな取り組みへの支援】
県が実施するLINEを利用した感染拡大防止策を活用し、感染対

険事業特別会計及び病院事業会計の補正予算の専決処分が行われまし
た。今定例会で議会の承認が求められ、採決の結果、全員異議なく承認
しました。
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令和２年４月28日以降に生まれた新生児を育てている子育て世
帯に対し、新生児１人当たり10万円を支給………１億7,551万円
【妊婦に対する移動支援】
妊婦が妊婦健診等の際に安心・安全に外出できるよう、市内の

新型コロナウイルス感染症対策に係る経費について迅速に対応する必
要が生じたことから、令和２年７月１日に令和２年度一般会計、介護保
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