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６月定例会

〈6月補正予算 〜コロナ感染症と戦う市民を支える支援策〜〉
6月定例 会（6月10日〜17日）が 開 催されました。
市 は 今 回 提 示した 補 正 予算 を 〜コロナ 感 染 症と 戦う市 民 を 支 える支 援 策 〜と 銘
打ち､一 般 会 計128,7億 円､減 額 補 正を除き､特 別 会 計を加えた6月補 正予算の 総
額は約139 億 円となり､6月に行われた補 正では過 去 最 大ものとなりました。
市提供資料より

医療従事者､最前線で戦ってくださっている
全ての方に､ありがとう！

新型コロナウィルス感染症と戦う市民を支える5つの柱

・新型コロナウィルス感染症の拡大防止策 ………………………… 25,3億円
・医療、福祉などへの支援 ……………………………………………… 1,3億円
・教育への支援 ………………………………………………………… 10,7億円
・子育て世帯等への支援 ………………………………………………… 15億円
・雇用維持と事業継続のための地域経済対策 ………………………… 7,5億円

〈予算の見直しで10,3億円を捻出〉
今回の補正予算では､新型コロナウィルス感染症の影響で執行できない､東アジア文化都市2020北九州推進事業､東京オリンピック
パラリンピック聖火リレー関連事業費､北九州空港への新規航路就航促進やクルーズ船の誘致など47事業の見直しが行われ､一般
会計で6,8億円､全体で10,3億円を捻出し､今回の補正予算の財源として活かされることになりました。

令和 2 年度 6 月補正予算で新たに追加された新型コロナウイルス感染症対策
名

称

概

要

予算額

新しい生活様式の店舗助成事業

換気扇・窓､飛沫感染防止のための間仕切り､非接触型自動水栓等の設置等を対象。
1店舗当たり上限20万円（自己負担5万円）｡1事業者あたり2店舗まで支援｡

公共交通機関の新型コロナウイルス
感染防止対策助成事業

市内タクシー事業者､主に市内に営業路線があるバス事業者､鉄軌道事業者を対象に､
車両内の仕切りカーテンの設置等に対し補助。対象経費の4/5 1業者当たり上限500万円。

妊産婦支援強化事業

妊婦が出産に際して新型コロナウイルスの検査を受けた際に１出産に対し１回に限り
検査費用を補助。オンラインでの相談等を実施。

障害福祉サービス事業所等に
対するサービス継続支援事業

障害福祉サービス事業所等で感染者が発生した場合においてもサービスが継続できるよう､
消毒・清掃など必要な対策に補助。

390万円

介護事業所等に対するサービス
継続支援事業

介護サービス事業所等で感染者が発生した場合においてもサービスが継続できるよう､
消毒・清掃など必要な対策に補助。

510万円

在宅障害者サポート事業

介護者が感染した場合、その障害者（濃厚接触者）を受け入れサービスを行う事業者に
対して、利用者1人につき15万円を支給。

150万円

在宅高齢者サポート事業

介護者が感染した場合、その高齢者（濃厚接触者）を受け入れサービスを行う事業者に
対して、利用者1人につき15万円を支給。

225万円

障害福祉サービスにおける
テレワーク等導入支援事業

就労系障害福祉サービス事業所におけるテレワークのシステムなどの導入等を補助。

700万円

ひとり親世帯への臨時特別給付金
支給事業

児童扶養手当受給世帯などに世帯当たり5万円を支給。第2子以降児童1人当たり
3万円を加算。感染症拡大の影響で収入が減少したひとり親世帯に対して5万円を加算。

12億
8,300万円

ひとり親世帯への食事デリバリー事業

収入の減少等による影響が深刻なひとり親世帯（児童扶養手当受給世帯）の生活支援に、
食事のデリバリーサービスの利用に対して5,000円を上限として補助。

5,000万円

ＤＶ相談窓口及びひとり親家庭
支援制度の周知啓発事業

感染症拡大の影響から増加が懸念されているＤＶやひとり親世帯が抱える問題等に関する
本市の支援制度を周知。

800万円

〈その他、補正予算で可決された新規事業〉
●救急隊員等の感染防止対策強化事業 540万円
感染症患者を移送する際、感染防止対策として救急隊員が使用する搬送資器材を購入するための経費。
●花の活用拡大支援事業 280万円
感染症の影響により消費が減退している花卉について、公共施設等での活用を推進するための経費。

10億円

3,400万円

1億725万円

皆様からお寄せいただきました、
わがまち点検隊での内容と取り組みについて一部ですが
ご紹介させていただきます。

‑懸案となっていた老朽空き家が撤去‑ （八幡西区日吉台）
私が議員となってから、老朽空き家対策へ取り組むきっかけとなった空き家（店舗）がようやく撤去されました。
長い間、市から所有者への働きかけを要望し、所有者との話し合いがなされてきました。
また、現在委員長を務める建設建築委員会においても老朽空き家問題は重点課題として位置づけており、この場
所の視察も行ったところです。国道沿いにあるこの建物は老朽化で屋根が崩れ落ち、また建物内部に不法投棄が行
われるなど、
危険度が日増しに高まっていました。
今回建物が撤去されたことで、
建物の倒壊、
不法投棄、
治安の悪化など
による懸念も払拭する事が出来ました。現在は跡地にむき出しになった法面の補強について、崩壊の危険性など専
門家による調査と対策の検討を行ってもらっています。

（撤去前写真）

（撤去前写真）

（撤去後写真）

（撤去後写真）

‑河川に投げ捨てられた自転車の撤去を‑ （八幡西区力丸町）
一報を受けて本城駅近くを走る金手川を確認、目視にて９台の自転車を確認しました。自転車が川に投げ込まれる
というのは、普通ではあり得ないことです。盗難された自転車の可能性も十分あり得ます。盗難された自転車が投げ
込まれてそのまま放置されてしまえば、盗難自体がなかったことになり、それが見過ごされれば同じ手口で何度も繰
り返されることになります。
また自転車が不要になったからと不法投棄されたとしても同じことが言えます。
河川にこのようなものが投げ込まれることで美観を損なうことになれば、地域住民のまちに対する関心や意識が低い
とみられ、外部からの犯罪者を呼び込むことにも繋がりかねません。
区役所まちづくり整備課へと連絡し、直ちに撤去を依頼しました。

‑通学路の安全確保を①‑ （八幡西区泉ヶ浦）
八幡西区泉ケ浦交差点は、さつき台や松寿山方面から、水巻町・中間方面や鷹見台、穴生方面へと抜ける道へとつな
がるため、朝晩のラッシュ時には多くの車の通行があります。また同時に通学路でもあるため、ここを通行する学生
なども多く、地域住民からの心配の声を受け、一旦停止の取り締まりの強化や路面表示の引き直しなどの安全対策の
強化を八幡西警察署、八幡西区役所へと求め、対応してもらうことになりました。

‑通学路の安全確保を②‑ （八幡西区鷹見台）
鷹見台から永犬丸方面へ向かうバス路線は、永犬丸西小学校へと向かう通学路となっています。
鷹見台から永犬丸へ入るところで緩やかな下りのカーブとなり、朝はスピードも出ている車も多く、一歩間違えば大
きな事故の危険性も考えられ、保護者から不安の声を受けました。
そこで市、警察と相談し、中央線をはじめ路面表示を引き直し、通学路にはガードパイプの設置を行う検討に入っ
てもらいました。早期の実現に向けて取り組みを進めて参ります。

月刊 北九州市議会議員 大久保むが

キタQに

無我

議会での一般質問や、関心を持って視察や勉強に取り組んだ事、
市内での気になる話題であったり、紙面や文字だけでは伝えきれ
ない情報などについて、解説しながらお伝えする、
「月刊 北九州
市議会議員 大久保むが」をYoutubeにて配信しております。お陰
様で28回以上の番組を制作することができました。
まだまだ皆さんに分かりやすく情報を伝えることができるよう
努力して参ります！是非ご覧いただき、応援してください！
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コチラから↑

タイトル
vol.15「新型コロナウィルスの経済対策に
ついて思うこと」
vol.16「インターンの学生にインタビュー」
vol.17「too little too lateからの
two masks！Yeah !」
vol.18「新型コロナ 国の状況について
国会議員に話を聞いてみた。」
vol.19「新型コロナについて、国会議員に
話を聞いてみた②」

vol.20「新型コロナウィルス感染症対策超大型補正予算」
vol.21「北九州市からのいろんな情報４月号」
vol.22「崖の安全対策は誰がやるの！？
（小規模急傾斜地について）」
vol.23「四月後半から五月中旬までのお知らせ関係です。」
vol.24「コンクリート舗装道路が日本を変える！？」
vol.25「ラジオ出演」
vol.26「家庭教育学級って、
ＰＴＡの事業なんですか？」
vol.27「市からのお知らせ６月号」
vol.28「カラスや野良猫からごみステーションを守れ！」

vol.15「新型コロナウィルスの
経済対策について思うこと」

vol.16 「インターンの学生にインタビュー」

vol.17「too little too lateからの
two masks！Yeah !」

vol.26「家庭教育学級って、
ＰＴＡの事業なんですか？」

vol.27「市からのお知らせ６月号」

vol.28「カラスや野良猫から
ごみステーションを守れ！」
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大久保むが今号の1枚
我が家の切り株に何故か立派なキノコ
が生えました。

北九州市議会議員

大久保むがプロフィール

昭和63年枝光小学校卒業。平成3年枝光北中学校卒業。平成6年福岡県立北筑高等学校卒業。平成10年九州国際大学国際
商学部卒業後、平成12年から元衆議院議員・北橋健治氏の秘書に。その後、さらなる政治の勉強をするため、平成18年北九
州市立大学・法学研究科に入学、政策科学を学ぶ。勉学のかたわら、参議院議員・大久保勉氏の秘書を平成19年まで務める。
平成20年3月、北九州市立大学・法学研究科を卒業。同時にヘルパー2級取得。平成21年北九州市議会議員に初当選、総務財
政委員会に所属。2期目前半に環境建設委員長に就任。3期目の前半に教育文化委員会。現在は建設建築委員会の委員長。国
民民主党福岡県第9区総支部常任幹事、NPO法人「KID s Work」スタッフ。

大久保むが事務所
〒807-0831 北九州市八幡西区則松2−9−2 Tel 093-980-6806 Fax 093-980-6807
http://www.mugamuga.net/ E-mail yahatanishi@mugamuga.net
◎この市政レポートは、市議会各派に交付される政務活動費や、皆様から頂いた寄付金などを用いて発行しています。
◎重複して送付されたり、宛名変更がある場合は、お手数ですが大久保むが事務所までご一報ください。

