濃厚接触となった高齢者・障害
◎

№３３１０

太田とおる

080-3818-9722

高柳2－49－2

子どもの養育費等支援事業
◎

（仮称）With Books事業（HOPス
テージ）

様と共に、地域防災力

30

◎

総合センターの解体

◎

地域経済状況調査

◎

萱島地区事業者誘致事業

ため、「ターミナル化

ります。
一方で、一部のシル
バー世代の方など、デ
ジタル環境を保有して
いない人々が孤立する

ライン化やＡＩ・Ｒ
ＰＡ などを活 用した
行政事務の効率化と働
き方改革の推進など、
中長期的な展望を視野
に、全庁的な取組とし
て計画的に進めてまい

を開設いたします。
サービスや価値が生ま
さらに、現在の分散 れる、社会やサービス
した施設配置を見直し、 の変革のことをいいま
市民の利便性の向上の す。
ウィズコロナ、ポス
トコロナを見据え、行
政手続の徹底したオン

ン）様々なモノやサー
ビスがデジタル化によ
り便利になったり、効
率化されることで、デ
ジタル技術が社会に浸
透し、それまでには実
現できなかった新たな

を進めてまいります。
第三は、「自治体Ｄ
Ｘ（デジタルトランス
フォーメーション）の
推進」
注 ＤＸ（デジタル
トランスフォーメーショ

の更なる強化を図るこ 構想第２弾」として、
とで、安心して暮らせ アルカスホールに隣接
る災害に強いまちづく する大阪電気通信大学
りを進めてまいります。 駅前キャンパスの取得
第二は、「より魅力 による「施設・機能・
あるまちへの進化」
サービスの再配置及び
２軸化構想のポテン 集約化」に向けた取組

月 日、広瀬市長

◎

部活動指導員派遣事業

◎

学校給食の充実に係る事業

◎

優良建築物等の表彰

◎

バス利用促進事業

◎

市民サービスのターミナル化の

中林かずえ
宝町4－33

090-3944-8385

第六次総合計画が目指
す「新たな価値を創り、
選ばれるまち 寝屋川」
の実現に向けた施策・
事業を実施する。

代の皆様が感じる体の
変化や日常生活への不
安にしっかりと寄り添
い、心身ともに健康に
生活できる環境づくり
を進めてまいります。
以上の基本方針の下、

世代が心身ともに健康
に生活できる環境づく
り」
介護サービス基盤の
整備を始め、健康づく
りの推進、介護予防の
充実など、シルバー世

続けたい」と本市を選
んでいただくためにも、
安心して子どもを産み
育てることができるま
ちづくりを進めてまい
ります。
第五は、「シルバー

う子どもたちへの支援
の充実」
未来を担う子どもた
ちが健やかに成長でき
る環境を充実するとと
もに、子育て世代の皆
様に「住みたい、住み

れます。いわゆるデジ
タル・デバイドの解消
に向けた支援を行うな
ど、誰一人取り残さな
いデジタル社会の実現
を目指してまいります。
第四は、「未来を担

リスクの拡大が懸念さ

ターミナル化構想第一弾
寝屋川市駅前に新中央図書館

072-824-1181
(内線2399)
FAX：824-7760

の市政運営方針演説が
ありました。その要旨
を紹介します。
第一は、「市民の命
と暮らしを守り抜く」
新型コロナウイルス
感染症対策につきまし

3

シャルエリアである寝
屋二丁目・寝屋川公園
地区における土地区画
整理の事業化に向けた
取組を推進する。
平成 年６月に発生
した大阪府北部地震に

◎

寝屋川市政について、ご意見ご要望をお寄せ下さい。Ｅメール n-jcp@jcp-neyagawa.jp
寝屋川市本町1番1号

3
ては、市保健所を核と
して、庁内に設置した
プロジェクト・チーム
が組織横断的に対応す
るなど、引き続き、市
民の皆様の命と健康を
最優先とした感染防止

多胎児家庭への支援

対策に全力で取り組む。 伴い、機能縮小を余儀
ソフト・ハードの両 なくされていた中央図
面から防災・減災対策 書館機能の再構築に向
を計画的に推進するこ け、「ターミナル化構
とに加えて、市民の皆 想第１弾」といたしま
して、寝屋川市駅前に
（仮称）新中央図書館

◎

〒572-8555

寝屋川市役所内日本共産党控室

発行
日 本 共 産 党
寝屋川市会議員団

推進

コロナ対策・ワクチン接種に全力
者の施設受入事業

2021年度 市政運営方針演説
2021年度の新規施策の紹介

３月 １２日（金）
２０２１年
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寝屋川民報（毎週金曜日発行）
No.３３１０(１)

２０２１年度 市民生活を守る主要な施策

新型コロナ対策と教育・子育て分野
医師の判断により市
育て世代包括支援セン

め、地域の助産師と子

児不安の解消を図るた

報収集」によるいじめ

の配布等の「攻めの情

いじめ通報促進チラシ
果的な家庭学習につな

分かりやすい授業や効

のいじめ対策を推進し、 ト端末を活用し、より

ローチによる本市独自

げるとともに、選択登

１人１台のタブレッ

ＰＣＲ外来を受診する
ターが連携し、訪問指
の抑止を図るとともに、 校や不登校等における
被害者に対して、いじ 授業のライブ配信に対

続します。

保が困難な市民に対し、 導事業の拡充による妊

場合に、交通手段の確
娠期からの継続的なケ
アを行うとともに、Ｓ

２０２１年度の主
要な施策について

大の影響が懸念される
自宅で検体採取を行え
る収集体制を整備しま
めを解決するための転

まず最初に、感染拡
年度の上半期におきま
して、開催時期の変更
ＮＳを利用して気軽に

応するなど、学びを保

す。
障する環境づくりを推

が困難で、かつ準備に
校や法的手続に要する

重症化リスクの高い

相談できる環境を整備

多くの方々が関わるイ
シルバー世代の感染拡
案がありました。市民

進します。

ベント等につきまして
大を防ぐため、介護施
温かくおいしい給食を
生活を守るより良い施

費用を支援します。

は、開催の可否に早期
設従事者を対象として
提供するため、拡大親

策へと 月市議会で質
疑していきます。皆さ

します。

の判断が求められるこ
定期的にＰＣＲ検査を
子方式の導入に向けた
既存の給食調理場の改

んのご意見をお寄せく

るため、訪問指導の充

以上のように市の提

とから、関係団体等の
実施し、施設内の感染
防止対策を強化します。
築や、拠点集約型調理

並びに店舗名等の自主
実を図るとともに、産
後の外出を支援するた

大阪府の緊急 事態
今年は何故か税 金
宣言がようやく 解除 の相談が多く制度 の
されました。
改正で迷われてい る
寝屋川市の対応フェー 方が多いようです。
ズも５から３へ と引
コロナ対策の特 別
き下げられ、定 例の 定額給付金は収入 認
朝の駅頭宣伝と 橋の 定されませんが、 国
上の宣伝を再開 しま の持続化給付金や 大
した。見かけま した 阪府の支援金など は
らお声かけくだ さい。 収入・所得になる こ
寝屋川市議会 も緊 とがあまり知られ て
急事態宣言下で は市 いないようで大変 心
議会の災害対策 本部 配です。コロナ対 策
が開設され、基 本的 の給付金は最低限 非
な行動指針など が示 課税所得であるべ き
されて、飲食を 伴う だと思います。今 の
会合へは参加し ない 国民生活を守るこ と
など申し合わせ てい を忘れた政治を次 の
ます。
総選挙で政権交代 さ
緊急事態宣言 下で せるしかないと相 談
は主に電話やメ ール の中で改めて感じ て
で相談を受ける こと います。
が多かったです。

太田
とおる

3

市立中学校において、

御意見を踏まえ、当初
予算に計上しないこと
感染者及び濃厚接触

と担っています。

ださい。

多胎妊婦及び多胎児

場の整備を進めます。

対処方針に基づき２週
を持つ家庭の負担感の

者となった市民、市の
間の学級休業等の対象

新型コロナウイルス
公表に協力した場合や
市の要請により施設の
めにタクシー券を交付

新 型コロナ感染症
対策について

感染症を一日も早く収
束させ、日常生活を取
一時閉鎖等を行った事

となった児童等の世帯、 軽減と不安の解消を図

り戻すため、ワクチン
するなど、多胎児家庭
子どもの健やかな成

業者に対し、協力支援

調整を図る中で、希望

長のため、離婚後の養

の接種について、国や

される市民の皆様に早

育費の支払や面会交流

を支援します。

期かつ適切に予防接種

が安定かつ継続して履
行されるよう、弁護士

金を支給します。

を受けていただけるよ
う、総力を挙げて取り

による相談やひとり親

大阪府、関係機関との

組むとされています。

への公正証書作成を支
援します。

また、引き続き、市
民・事業者の皆様への

童の解消及び子育てし

年間を通じた待機児

支援、及びウイルスの
子 育 て・ 教育 に
ついて

感染防止対策を継続的

やすい環境整備を一層
推進するため、待機児

れた乳児を対象に絵本 童対策の様々な事業を
を贈る「（仮称） With パッケージ化した待機

本年４月以降に産ま

に実施してまいります。
主な取組としまして

は、新型コロナウイル
スの感染者や濃厚接触

事業」を実施し、 児童ＺＥＲＯプランＲ
Books
就学前教育の充実を図 を推進します。

者が、外出することな

く安心して生活ができ

守るため、３段階アプ

子どもの命と尊厳を

ります。
産後うつの予防や育

るように、配食及び買

い物支援サービスを継

寝屋川市政について、ご意見ご要望をお寄せ下さい。Ｅメール n-jcp@jcp-neyagawa.jp
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