
八尾市 新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策（基本方針）

１

八尾市緊急対策の3つの柱

市⺠の
いのちと

くらしを守る

市⺠のくらしの
安全確保

市⺠⽣活への
支援

地域産業への
支援・活性化「３つの柱」に基づく各取り組みを確実に実施

する為、組織再編、財源確保の取り組みを並⾏
して実施することを引き続き実⾏

これまでも国・⼤阪府と歩調を合わせつつ、市⺠・市内
事業者への経済的支援など図ってきましたが、今後も八
尾市の緊急対策として「市⺠のくらしの安全確保」・
「市⺠⽣活への支援」・「地域産業への支援・活性化」
の「３つの柱」のもと、各種の緊急対策について取り組
みを進め、新型コロナウイルスとの共⽣が求められるこ
れからの社会において、八尾市⺠のいのちとくらしを守
ります。



八尾市 新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策
緊急対策に係るこれまでの経過

第１弾緊急対策
（第３号、第4号補正など）

第２弾緊急対策
（第5号補正など） 随時実施の緊急対策

①休業要請支援⾦事業【5億150万円】

②⼦育て世帯への臨時特別給付⾦事業
【3億4860万5千円】

③特別定額給付⾦
【268億3508万4千円】

④国⺠健康保険における傷病⼿当⾦の
創設 【330万円】

⑤⽔道料⾦（基本料⾦）4カ月間減免
【3億6000万円】

⑥新型コロナウイルス感染症対応・公
⺠連携デスクの設置
⇒市⺠のマスク優先購⼊

①市⻑・特別職の夏季期末⼿当削減
【▲169万7千円】

②議員報酬等の削減
【▲2089万3千円】

別途、政務活動費20%執⾏留保
【▲470万4千円】

③住居確保給付⾦の対象者拡⼤・⽣活困
窮者支援窓口の強化【2448万9千円】

④ひとり親家庭等への学習支援に係る
感染症対策 【50万円】

⑤すべての就学前児童への図書カード
の配布事業 【1491万1千円】

⑥意欲ある事業者経営・技術支援に係
る補助事業 【200万円】

①受診相談コールセンターの強化
【1096万1千円】

②市⺠啓発チラシの配布 【88万円】
③採用内定を取り消された学⽣等を対
象とした採用試験の実施

④⾃転⾞駐⾞場の定期利用者（学⽣）
への期間延伸

⑤市営住宅への⼀時⼊居
⑥新型コロナウイルス感染症対策関連
事業への寄附⾦の受付

⑦市保健所の体制強化
（専門職7名増員）

⑧【新型コロナウイルス関連】八尾市
コールセンターの設置

２



随時実施の緊急対策（既に実施分含む）

第3弾緊急対策（早期に追加支援を実施するもの）
① 八尾市事業者サポート給付⾦事業（八尾市版事業者支援策）
② 八尾市国⺠健康保険料の負担緩和

八尾市 新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策（概要）
新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言解除後の、八尾市⺠のいのちとくらしを守るため、

市議会からの提案（全会一致）をはじめ、追加の緊急対策を速やかに実施

① 学校の衛⽣環境支援
② 子どもたちに食事の提供を⾏う子どもの居場所づくりへの支援

【地域産業への支援・活性化】
【市⺠⽣活への支援】

【市⺠⽣活への支援】
【市⺠のくらしの安全確保】

３

第4弾緊急対策（市議会6⽉定例会に追加提案するもの）
① 八尾市デジタルトランスフォーメーション推進事業
② 意欲ある事業者経営・技術支援に係る補助事業
③ 市⽴図書館への書籍殺菌機器導入
④ 地域子育て支援センターの動画配信環境の強化
⑤ ＧＩＧＡスクール構想への対応加速化 【市⺠⽣活への支援】

【市⺠のくらしの安全確保】

【地域産業への支援・活性化】
【地域産業への支援・活性化】
【市⺠のくらしの安全確保】



第３弾緊急対策
「令和２年度第６号補正予算」

（令和２年５月22日専決対応済み）

４



八尾市事業者サポート給付⾦事業
【八尾市版事業者支援策】

■緊急事態宣言により、⻑期化した休業要請や外出自粛等の影響に鑑み、大阪府の休業要請支援⾦
並びに休業要請外支援⾦を受給していない等の条件を満たす事業者へ市独⾃事業として支援

対象者

給付⾦

次の①〜④のすべての要件に該当する市内に事業所を有する事業者
①従業員５人以下
②令和2年３⽉以前から引き続き同⼀事業を営み、今後も事業を継続する⾒込みである
③新型コロナウイルス感染症発⽣に起因して、令和２年４⽉〜６⽉の任意の⽉の売上が前年同⽉⽐で

15％以上50％未満減少していること
④⼤阪府の休業要請支援⾦並びに休業要請外支援⾦を受給していないこと

想定対象
事業者数

◇ １事業者 １０万円（1回限り）

◇ 約5,000事業者 担当課

補正予算額 ５億5790万円

５

募集期間 ◇ 令和2年６⽉中旬~７⽉３１日（予定）

経済環境部産業政策課
０７２－９２４－９３５６・３９６４



八尾市国⺠健康保険料の負担緩和

■国⺠健康保険被保険者が納付する国⺠健康保険料の負担を緩和するため、八尾市国⺠健康
保険条例の⼀部改正を⾏うとともに、国⺠健康保険事業財政調整基⾦及び⼀般会計から国⺠
健康保険事業特別会計へ資⾦を繰⼊

対象者

総額6億円を八尾市国⺠健康保険事業特別会計へ資⾦投⼊
（資⾦投⼊額内訳）

八尾市国⺠健康保険の被保険者 37,838世帯【令和2年4⽉末日現在】
※新型コロナウイルス感染症の影響により収⼊減少した場合の減免は別途実施予定。
※世帯の所得状況等により、負担緩和の対象とならない場合あり。

６

資⾦
投⼊額 ⼀般会計から ２億円

国⺠健康保険事業財政調整基⾦から ４億円

条例
改正

令和２年度に限り、保険料に係る所得割、被保険者
均等割及び世帯別平等割の賦課割合について、所得
割の発⽣しない世帯も影響が及ぶよう、令和元年度
と同様の割合を適⽤するための特例措置を講じる。

補正予算額 ２億円（一般会計）
１億円（国保特会）

担当課 健康まちづくり部健康保険課
０７２－９２４－８５３４

投入前 投入後

保険料総額 負担緩和分

負担緩和分の
資金を投入し、
各世帯の保険
料を算定する

６億円



第４弾緊急対策
（市議会6月定例会に追加提案）

７



八尾市デジタルトランスフォーメーション推進事業

■急激な経済情勢の変化の中、デジタル化を図ることで、市内事業者の⾏政支援に対するアクセシビ
リティの向上と迅速で的確な⾏政サービスの展開、補助⾦など各種支援策活⽤の円滑化を促進する
とともに、市内事業者のIT活⽤のサポート事業を展開する
事業
概要

８

支援策の交付決定、
認定等の円滑化

急激な経済変化に伴う資⾦繰り支援等を
活用しやすくする環境づくり

⾏政の支援制度を利⽤するにあたって、オンライン申請、相談（チャットボットによる
対応）の実施、市内事業者のデジタル化を促進するためのデジタルラボの設置など

必要な時に必要な支援を素早く活用できる仕組みを構築

取り組み
イメージ例

申請情報確認オンライン申請・確認

市内事業者等

申請⼿続きや相談の利便性向上
デジタル化の促進

担当課 経済環境部産業政策課
０７２－９２４－３８４５

システムを通じた内容確認、問い合わせ対応等

交付決定・認定



■新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響収束後の反転攻勢に向け、新たな需要の開拓に向け
下記取り組みを⾏う事業者等を強⼒に支援

意欲ある事業者経営・技術支援に係る補助事業
（支援メニューの拡充）

事業
概要

拡充
メニュー

「意欲ある事業者経営・技術支援補助⾦」のメニューを再度拡充し、新型コロナウイルスの影
響を乗り越えるために前向きな投資を⾏う事業者を対象に、新製品・技術開発や新分野進出等
経営・技術革新を支援

９

■補助上限額 ２５０万円（補助率１／２）

新型コロナウイルス感染症の拡⼤収束後
の時代に柔軟に対応する意欲ある市内事

業者を強⼒に支援

■制度受付開始︓７⽉開始予定

①新事業展開等支援
⇒国外に依存していた素材、資材等を新た
に国内⽣産する取り組み等について、係る
費⽤(設計・デザイン費等)を支援

②新規需要喚起支援
⇒感染症拡⼤の収束後の観光需要を喚起し確実に取り
込むべく、市内のものづくり中小企業等が新たに取り
組む観光関連事業(オープンファクトリー事業)に係る
費⽤を支援

⼤阪府の掲げる「回復期」での
未来に向けた持続可能な社会経済の
構築へ繋げる市全体の活性化へ︕︕

担当課 経済環境部産業政策課
０７２－９２４－９３５６・３９６４



市⽴図書館への書籍殺菌機器導⼊

■⼋尾市⽴の全図書館に書籍殺菌用の機器導入を実施

事業
概要

不特定多数の⽅が利⽤する図書館書籍について、安⼼で衛⽣的に利⽤したいという市⺠
の不安解消への取り組みの１つとして、八尾市⽴の全図書館に書籍殺菌のための書籍消
毒機を導⼊

10

機器の
概要

紫外線や消臭剤等を使い書籍を殺菌消毒し、本に風をあてて、はさまったゴミや臭い
を除去し、書籍の衛⽣面を向上させる機械。

設置
場所

市内全市⽴図書館
※八尾市⽴龍華図書館は導⼊・設置済み

設置
時期 可能な限り早期に導⼊・設置 担当課

教育委員会事務局
教育総務部八尾図書館
０７２－９９３－３６０６



地域子育て支援センターの動画配信環境の強化

■外出自粛に伴い、未就学児童への在宅での⼦育て⽀援策の⼀つとして試⾏実施している「⼦育て応
援配信」における配信環境の強化

事業
概要

配備
施設

新型コロナウイルス感染症拡⼤を受け、感染リスクから保護者や子どもを守る観点で
試⾏実施を続けている「⼦育て応援配信」の、動画撮影及び編集・配信環境の充実を図る

市内の各地域⼦育て⽀援センター

11

目的
緊急事態宣⾔の解除後も、未就学児の外出について不安やストレス等を抱く⽅へ向
け、子どもと⼀緒に遊べる遊びの紹介等を動画で配信

これまでの配信動画についてはこちらの
ＱＲコードからアクセスしてね

担当課 こども未来部⼦育て支援課
０７２－９２４－３９５４

導入
時期 可能な限り早期に導⼊



ＧＩＧＡスクール構想への対応加速化
【国補正への迅速対応】

■⽂部科学省のＧＩＧＡスクール構想の加速化に合わせた、学習⽤端末の全児童⽣
徒配置に向けた取り組みの実施

事業
概要

対象者

・⽂部科学省の掲げるＧＩＧＡスクール構想の早期実現に向け、令和５年度までの目標を
前倒しし、令和2年度中に全児童・⽣徒１人１台端末環境を整備

・新型コロナウイルス感染症拡⼤の第２波、第３波の到来可能性に備え、オンライン学習
を可能とするＩＣＴ環境に向けた機器を配備

市⽴小学校・中学校・義務教育学校の全児童・⽣徒
全４４校 約１９，７００人

12

実施
時期 令和２年９⽉から順次整備予定

担当課
教育委員会事務局
学校教育部教育センター
０７２－９４３－５７８５



随時実施の緊急対策
（既に実施分含む）

13



随時実施の緊急対策（既に実施分含む）
ここまで掲げた取り組みのほか、下記に示すような既に実施済の取り組みも含め、

今後も市⺠の不安を解消するための施策をスピード感を持ち展開

14

■学校の衛⽣環境支援
� 非接触型検温器や手指⽤消毒液など、小中学校の授業再開時の児童⽣徒等が安全に学校園⽣活を送れるた

めの衛⽣環境備品を順次配備
担当課︓教育委員会事務局学校教育部学務給食課

072-924-3890

■学校の衛⽣環境支援
� 非接触型検温器や手指⽤消毒液など、小中学校の授業再開時の児童⽣徒等が安全に学校園⽣活を送れるた

めの衛⽣環境備品を順次配備
担当課︓教育委員会事務局学校教育部学務給食課

072-924-3890

■⼦どもたちに⾷事の提供（配布・宅配等）を⾏う⼦どもの居場所づくりへの支援
� 学校等の臨時休業に伴い、在宅の子どもたちを対象に食事の提供を⾏う事業を支援するため、「八尾市子

どもの居場所づくり事業補助⾦」において、在宅の子どもたちへの食事提供事業にかかる経費を補助
担当課︓こども未来部こども政策課

072-924-3988

■⼦どもたちに⾷事の提供（配布・宅配等）を⾏う⼦どもの居場所づくりへの支援
� 学校等の臨時休業に伴い、在宅の子どもたちを対象に食事の提供を⾏う事業を支援するため、「八尾市子

どもの居場所づくり事業補助⾦」において、在宅の子どもたちへの食事提供事業にかかる経費を補助
担当課︓こども未来部こども政策課

072-924-3988


