
持続化給付金、 一時支援金、 月次支援金に次

ぐ新たな事業で、 給付対象は２０２１年１１月～２

２年３月のいずれかの月の売上高が過去の同月

と比べて３０％以上減少した中堅 ・ 中小企業、

小規模事業者、 フリーランス含む個人事業主。

３月までの事業の見通しを立てられるよう５カ月

分が一括して給付されます。 申請は原則オンラ

インとなります。

マイナンバーカード新規取得者に、 登録した

キャッシュレス決済サービスで利用した金額の２

５％ （最大５０００円分） を還元。 健康保険証

として利用できる手続きをすると７５００円分、

公的な給付金などを受け取る口座を登録する

と７５００円分のポイントが付与されます。

マイナンバーカードの普及が進めば、 その機能

性や利便性もより高まります。

み ら い お う え ん

暮らしと経営の再建重視
国の令和３年度補正予算成立　第６波に備え対策強化も

１８歳以下への１０万円を一括給付
公明党の衆院選公約実現　市補正予算 全会一致で可決
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ワクチン接種体制の整備・実施
治療薬の確保
事業復活支援金 ❷
住民税非課税世帯への１０万円給付 ❸
新たなＧｏＴｏトラベル事業
予約不要の無料検査の拡大
ワクチン・治療薬の研究開発・生産体制整備
最大２万円を付与するマイナポイント事業 ❶
子育て世帯への１０万円給付
看護・介護・保育などで働く人の収入引上げ
防災・減災、国土強靱化５か年加速化
地方交付税交付金など

１兆２９５４億円
６０１９億円

２兆８０３２億円
１兆４３２３億円
２６８５億円
３２００億円
７３５５億円

１兆８１３４億円
１兆２１６２億円
２６００億円

１兆２５３９億円
４兆４２６９億円その他

国の令和３年度補正予算  総額３５兆９８９５億円
主な事業のみ抜粋して掲載しています。 詳細は財務省ホームページの令和３年度補正予算をご覧ください。

高野市長はじめ全庁あげた迅速な対応により、 １２月１５日には後半の５万円についても

現金支給が決定。 さらに同タイミングで政府から自治体の実情に応じた判断が可能と

なったことを受け、 翌１６日には申請不要の世帯 （児童手当受給対象） に対して、 当初

１回目の５万円を給付予定としていた１２月２３日に１０万円を一括支給することが決定し、

その後予定通り給付が実施されました。 今後、 １５〜１８歳の申請を必要と

する対象者へは、 １月下旬から順次給付されます。 新生児や様々な状況

の対象者へ漏れなく支給が行き渡るよう対応を求めてまいります。

国の令和３年度補正予算が、 １２月２０日の参院本会議で自民・公明両党などの賛成

多数で可決、成立しました。一般会計の歳出総額は３５兆９８９５億円。経済対策として、

衆議院選挙での公約も含め公明党からの主張が随所に反映され、 新型コロナ感染 ・

第６波への備えに万全を期すほか、 子育て世帯への１０万円給付 （後半５万円分） や、

マイナンバーカード取得者に最大２万円分のポイントを付与する新たなマイナポイント事

業、 事業復活支援金などの経費も盛り込まれています。 主な事業は以下の通りです。

子育て世帯臨時特別給付金の５万円分の給付を、 国の令和３年度予算の予備費を活

用して実施することが閣議決定されたことを受け、 府中市議会は１１月２９日の本会議で

市側より提案された本給付金含む補正予算案に対し、 全会一致で可決しました。

会派代表で質疑に立った福田千夏議員からは、 後半の５万円についても、 対象となる

市民の声を反映して現金での支給を要望。 さらに１２月１３日、 高野律雄市長に対し、

公明府中議員団としてあらためて現金給付を求める要望書を提出しました。

子育て・教育を国家戦略に。

スピード感のある市の対応を評価

マイナンバーカードの
普及と消費喚起促す
最大２万円を付与するマイナポイント事業❶

新型コロナの影響が長期化する中、 困窮する

方々の生活を支援するため、 住民税非課税世

帯やコロナによる家計急変世帯へ１０万円を給

付。 基本は申請不要の給付ですが、 家計急変

世帯などは把握できないことから申請が必要

になります。

また、 困窮している大学生らの学びを継続する

ため、 １人１０万円を給付します。

売上減企業に
最大２５０万円
事業者支援を拡充する事業復活支援金❷

住民税非課税世帯や
学生を支援
住民税非課税世帯への１０万円給付❸など



いっしょに考え、答えを見つける。各議員からの市議会レポート令和３年第４回府中市議会定例会から

【一般質問】 ①東日本大震災では、 踏切の遮断機が降りたま

まで帰宅困難者で溢れました。 分倍河原駅周辺も含め市内４

０箇所ある踏切の中で、 速やかに遮断機をあげる最優先の踏

切を決めておくことや、 避難所への案内表示を改善し徒歩帰

宅者への支援を要望しました。 市はＮＴＴ東日本と連携し、 主

要幹線道路や鉄道線路近隣となる避難所から、 ６００メートル

以内の電柱約１２０か所に、イラストと英語表記を加え、避難所・

避難時サインの整備を実施しました。

②令和元年の台風第１９号による多摩川の水量は平常時の約１

４倍となったことから、 新田川緑道や雑田堀親水路などを野

川大沢調節池のように、 用水等の水を溜めることができる施

設とすることや、 約２９ヘクタールの府中市郷土の森公園を市

民の憩いの水辺空間と水害から守る調整池として多目的遊水

地とするよう提案しました。

①府中市の発災時の踏切対策について　②流域治水の取り組み強化を！

【委員会報告】 ２０２０年６月に起きた事件を受け、 ７月２７日に

設置された当委員会では、 具体的な再発防止策として府中市

議会倫理条例 （仮称） の制定をめざして取り組んでいます。

１２月１５日の開催で２０回目 （４２時間超） となりました。

当初から、 委員会で取り組むべき内容や方向性、 進め方など、

各会派、 委員の考え方や主張は様々であり、 議論が平行線を

たどる場面も度々ですが、 正副委員長の采配により条文案の

作成に着手しています。 公明府中は、 奈良崎議員が副委員長、

福田議員が委員に。 私は昨年度の委員から、 今年度は副議

長の立場でオブザーバー参加しています。 ここまで、 条例の提

案からコンセプト、 基本構成、 倫理基準案まで、 会派として提

案してきたことの多くが形になりましたが、 引き続き合意形成

に努め、 目的である再発防止のため、 実効力のある条例づく

りをめざします。 内容については次回以降お知らせします。

公契約関係競売入札妨害事件に係る再発防止対策特別委員会について

【一般質問】 ①本市における障がい児保育の取り組みと課題、

医療的ケア児の保育状況について質問しました。 昭和５９年度

から市立保育所での障がい児保育が実施されているが、 発達

の遅れを中心に対象児童が増加、 保護者が直接相談できる

機関の設置要望もあることから、 今後新設される児童発達支

援センターで包括的かつ継続的な支援体制を確立していくとの

ことでした。 また、 医療的ケア児の保育は、 現在は新規の受

け入れは行っていないが、 保育所での受入れの早期実現に努

めるとの答弁でした。 個々の障がいの度合いに応じて処置で

きる人員の確保とすぐに対応できる施設の確保を考えるとま

ずは市立保育所での受入れを早期に進めるよう要望しました。

②自主防災活動への支援については、 市の独自補助事業であ

る 「自主防災連絡会活動促進事業」 の継続的支援と自治会

等への個別支援の充実を要望しました。

①市立保育所における障がい児保育の体制強化を　②自主防災活動への支援充実を

【一般質問】①死産 ・ 流産でお子さんを失ったお母さんの悲し

みや喪失感は大きく、 メンタルの問題を抱えてる方が多いにも

かかわらず、 これまで母子保健支援策の対象外となっていまし

た。 そこで本年、 死産 ・ 流産でお子さんを失ったお母さんも、

出産後の産後うつなどを防ぐための産後健診の対象とする制

度改正が行われ、 全国の自治体に通知されました。 府中市に

おいても当事者に寄り添う支援ができるよう、 まずは死産情

報の共有の徹底 ・ 関係機関の連携を要望いたしました。 誰に

も相談できず、 苦しんでいる方、 また、 どこに相談していいの

か分からず、 孤立している方もいます。 こうした実態を速やか

に把握し、 支援につなげていくことの重要性を訴えました。

②帯状疱疹はワクチンで予防ができます。 ５０歳以上が対象と

なる接種の周知と市独自の接種費用助成を要望しました。

①周産期グリーフケアについて　②帯状疱疹ワクチン接種について
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【一般質問】 全国で道路陥没事故などが相次いでおり、 道路

の地下の安全性に注目が集まっています。 道路の適切な管理

のためには、 精度の高い空洞化調査と予防的な管理が必要で

す。 平成２６年に要望が実り、 市内主要道路８８㎞の空洞化調

査が行われ、 ６９か所の空洞を翌年埋め戻しました。

前回調査から７年、 今後の計画的な空洞化調査 ・ 予防保全型

管理への考え方、 取り組みについて質問。

市長からは、 幹線道路以外の道路を含めた定期的な調査を

進め、 路面下の空洞化に対応し予防保全型の管理のさらなる

推進を図るとの力強い答弁がありました。 また調査にあたって、

実績や技術的な検証をするなど費用対効果を最大限引き出せ

るよう、 技術評価を取り入れるなど配慮すべきと要望しました。

今後も市民の安全を確保するため、 早急な２回目の調査と予

防保全型管理が適切に進むよう、 取り組んでまいります。

道路の空洞化調査の計画的な実施を！　安全・安心な道路管理をめざして
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見やすく読みまちがえにくい

ユニバーサルデザインフォントを採用しています。

竹谷とし子
府中市で生活に困っている学生や市民への支援を行うＮＰＯ法人シェア・ マインドの松本靖子代表らと、

食品ロス削減をライフワークとして取り組む公明党 ・ 竹谷とし子参議院議員、 公明府中議員団が懇談。

フードバンク府中も含めた活動内容や課題、 今後の展望について２度に渡り熱く意見交換しました。

松本さんが準備中の食品ロス削減＋食料支援＋就労支援をめざす社会起業モデルの説明と 「子どもや

若者が安心して暮らせる社会に」 「支援団体が健やかに活動できるように」 との要望が伝えられました。

食品ロス削減と食糧支援に奮闘する団体を応援！
参議院議員／公認会計士

財務大臣政務官、参議院災害対策特別

委員長、総務／法務委員長など歴任。

食品ロス削減法の制定と国民運動の推

進、財政の見える化による年間約７００

億円の税の無駄削減、未婚のひとり親

の税の不公平解消などの政策を実現。

２０１６年、公明府中市議団と連携し、府

中基地跡地留保地北側廃墟の撤去に

向け、高木美智代衆議院議員（当時）と

ともに財務大臣政務官として尽力。

その後の跡地の基本計画〜利用計画

策定に繋がるきっかけをつくる。


