
2020.12月議会 12/3 

議会質問 資料 

11番議員 田中紀子 

資料 1 貧困に終止

符 

 Ｄ）住居確保給付金の利用状況 2020.10.31現在 

 

 

 

 

 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

№1 初回 初回 初回

№2 初回 延長 延長 延長

№3 初回 初回 初回

№4 初回 初回 初回 延長 №1 延長 延長

№5 初回 初回 №2 初回

№6 初回 初回 中止

№7 初回 初回 中止

中止 №3 初回 初回 初回

№1 初回1 初回1 初回1

№2 初回2 初回2 初回2

№3 初回3 初回3 初回3

№4 初回4 初回4 初回4

№5 初回5 初回5 初回5 延長1 延長1 延長1

№6 初回6 初回6 中止１

№7 初回7 初回7 初回1

№8 初回６ 初回8 初回8 延長2 延長2 延長2

№9 初回７ 初回9 初回9 延長3 延長3 延長3

№10 初回10 初回10 初回２

№11 初回８ 初回11 初回11 延長４ 延長４ 延長４

№12 初回12 初回12 初回３

№13 初回13 初回４ 初回１

№14 初回1３ 初回14 初回５

№15 初回1４ 初回15 初回６

№16 初回15 初回16 初回７ 延長５ 延長５ 延長１

№17 初回16 初回17 初回８ 延長６ 延長６ 延長２

№18 初回９ 初回17 初回18

№19 初回18 初回19 初回9

№20 初回19 初回20 中止２

№21 初回20 初回21 初回10

№22 初回21 初回22 初回11 延長７ 延長７ 延長３

№23 初回22 初回23 初回12

№24 初回23 初回24 初回13

№25 初回24 初回25 初回14

№26 初回25 初回26 初回15

№27 初回26 初回27 初回16

№28 初回27 初回28 初回17

№29 初回28 初回29 初回18

№30 初回29 初回30 初回19

№31 初回31 初回20 初回2

№32 初回3０ 初回32 初回21

平成３０年度 令和元年度 令和2年度

 

年度 支給区分 合計 利用者実人数 

平成３０年度 

 初回件数 16 

7 
延長件数 4 

再延長件数 0 

中止件数 1 

年度 支給区分 合計 利用者実人数 

令和元年度 

 初回件数 4 

3 
延長件数 2 

再延長件数 0 

中止件数 2 

年度 支給区分 合計 利用者実人数 

令和 2年度 

 初回件数 215 

79 
延長件数 29 

再延長件数 0 

中止件数 11 
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

№33 初回３１ 初回33 初回22

№34 初回32 初回34 初回23

№35 初回33 中止１

№36 初回34 初回3５ 初回２４ 延長８ 延長８ 中止１

№37 初回2５ 初回３ 初回１

№38 初回3５ 初回36 初回２６

№39 初回４ 初回２ 初回１

№40 初回３６ 初回3７ 初回２７

№41 初回３７ 初回38 中止３

№42 初回３８ 初回39 初回２８

№43 初回３９ 初回40 初回２９

№44 初回４０ 初回41 初回３０ 延長９ 延長９ 延長４

№45 初回42 初回３１ 初回５

№46 初回43 初回３２ 初回６

№47 初回4１ 初回44 初回３３

№48 初回4２ 初回45 初回３４ 延長１０ 延長１０ 中止２

№49 初回43 初回46 初回３５

№50 初回44 初回47 初回３６

№51 初回48 初回３７ 初回７

№52 初回49 初回３８ 中止１

№53 初回50 初回３９ 初回8

№54 初回51 初回４０ 初回9

№55 初回52 初回４１ 初回10

№56 初回53 初回４２ 初回11

№57 初回54 初回４３ 初回12

№58 初回55 初回４４ 初回13

№59 初回56 初回４５ 初回14

№60 初回57 初回４６ 中止２

№61 初回４７ 初回1５ 初回３ 延長５

№62 初回５８ 初回４８ 初回16

№63 初回５９ 初回４９ 初回17

№64 初回５０ 初回18 中止１

№65 初回５１ 初回19 初回４

№66 初回５２ 初回20 初回５

№67 初回21 初回６ 中止３

№68 初回22 初回７ 初回２

№69 初回23 初回８ 中止４

№70 初回９ 初回３

№71 初回１０ 初回４

№72 初回１１ 初回５

№73 初回１２ 初回６

№74 初回１３ 初回７

№75 初回１４ 初回８

№76 初回１５ 初回９

№77 初回１６ 初回１０

№78 初回１１

№79 初回１２

平成３０年度 令和元年度 令和2年度

 


