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開会 午前１０時００分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○金谷委員長 それでは、ただいまから開会をさせていただきます。本日は全員出席であります。 

１、令和２年第１回定例会提出議案について、議案第１号、第２号、第５号、第７号、第１１号、

第１３号ないし第３０号、以上２３件について、理事者から説明をいただきます。 

税務部長。 

○山口税務部長 議案第１号、令和元年度旭川市一般会計補正予算のうち、税務部所管分につきま

して、御説明を申し上げます。補正予算書の２１ページをごらんいただきたいと存じます。 

２款総務費、２項徴税費、２目賦課徴収費のふるさと納税推進費に、８千９８１万７千円を追加

しようとするものでございます。本事業につきましては、さきの第４回定例会におきましても補正

予算の議決をいただいたところでございますが、その後も寄附がふえ続けている状況を踏まえ、今

年度末における寄附受け付けポータルサイトを経由した寄附受け入れ見込み額をさらに上方修正し、

１１億７千８７８万円と見込むことに伴いまして、返礼品の調達費用や配送料、収納代行等業務委

託料などの経費に不足が生じますことから、本議会において改めて補正措置を講じようとするもの

でございます。なお、財源につきましては全額一般財源でございます。以上、よろしくお願い申し

上げます。 

○金谷委員長 市民生活部長。 

○和田市民生活部長 議案第１号及び議案第１３号のうち、市民生活部所管分を、並びに議案第１

１号及び議案第１４号から議案第２７号につきまして、順次、御説明を申し上げます。 

初めに、議案第１号、令和元年度旭川市一般会計補正予算についてでございます。補正予算書２

７ページをごらんください。債務負担行為の追加分についてでございますが、一番上、旭川市市民

活動交流センターから旭川市各住民センター及び旭川市各地区センター、旭川市末広地域活動セン

ターまでと、１つ飛びまして、旭川市西神楽農業構造改善センターにつきましては、市民生活部所

管の計１５施設の指定管理者を指定することに伴い、令和２年度から６年度までの５年間、その指

定管理料について債務負担行為を設定しようとするものでございます。同じく、上から４番目、旭

川市末広地域活動センター公共表示型看板製作・維持管理委託料につきましては、センターまでの

誘導をわかりやすくするため、新たな案内板を北電柱に設置するための委託料について、令和２年

度から６年度までの５年間、債務負担行為を設定しようとするものでございます。次に、上から６

番目、戸籍システムデータ移行業務委託料につきましては、令和２年８月に稼働を予定しておりま

す新戸籍システムのデータ移行委託料について、今年度中の契約をするために、債務負担行為を設

定しようとするものでございます。 

次に、２９ページ、債務負担行為の変更分についてでございます。１番目、旭川市ときわ市民ホ

ール及び旭川市勤労者福祉総合センター指定管理料につきましては、使用料の見直し及び若者の団

体利用減免の導入による利用料金の減収に伴いまして、指定管理料を増額変更するものでございま

す。２番目、旭川市緑が丘地域活動センター（仮称）指定管理料につきましては、使用料の見直し

による利用料金減収に伴い、指定管理料を増額変更するものでございます。 

続きまして、議案書をごらんください。議案第１１号、旭川市印鑑条例の一部を改正する条例の

制定について、御説明を申し上げます。本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化
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等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、一律に印鑑登録ができない者として定

められていた成年被後見人を、意思能力を有しない者に改めるため、旭川市印鑑条例の一部を改正

しようとするものでございます。 

次に、議案第１３号から第２７号まででございますが、いずれも地方自治法第２４４条の２第６

項の規定に基づき、公の施設の指定管理者の指定に関し、議会の議決を得ようとするものでござい

ます。いずれも指定管理者は継続でございます。議案第１３号につきましては、旭川市西神楽農業

構造改善センターの指定管理者に西神楽まちづくり委員会を、議案第１４号につきましては、旭川

市市民活動交流センターの指定管理者に特定非営利活動法人旭川ＮＰＯサポートセンターを、議案

第１５号につきましては、旭川市末広地域活動センターの指定管理者に旭川市末広地域活動センタ

ー運営委員会を指定しようとするものでございます。議案第１６号から第１９号までにつきまして

は、旭川市東部住民センターほか３カ所の住民センターの指定管理者に、各住民センター運営委員

会を指定しようとするものでございます。議案第２０号から第２７号までにつきましては、旭川市

末広地区センターほか７カ所の地区センターの指定管理者に、各地区センター運営委員会を指定し

ようとするものでございます。いずれの施設につきましても、令和２年４月１日から令和７年３月

３１日までの間、その管理を行わせようとするものでございまして、その選定に当たりましては、

旭川市市民活動交流センターは、旭川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の規定

に基づき公募を行い、申請書類のほか、応募団体からのプレゼンテーション及びヒアリングにより

審査をいたしました。その他の施設につきましては、各センター条例の規定に基づき、公募するこ

となく、特定の者に申請書等の提出を求めて審査を行い、選定したところでございます。以上、よ

ろしくお願い申し上げます。 

○金谷委員長 福祉保険部長。 

○稲田福祉保険部長 本定例会に提案しております議案のうち、福祉保険部所管にかかわる事項に

つきまして、御説明を申し上げます。 

初めに、議案第１号、令和元年度旭川市一般会計補正予算でございます。補正予算書の２１ペー

ジをごらんください。まず、３款１項１目、社会福祉総務費の社会福祉事業基金積立金でございま

すが、同基金における寄附件数が、本年度、大幅に増加したことに伴い、積立金として４千４００

万円を補正しようとするもので、財源は全額寄附金収入となっています。 

次に、２目の障害者福祉費の障害者自立支援給付費４千４３３万４千円、その下、自立支援医療

費支給費４４５万９千円でございます。これらはいずれも、前年度に交付を受けました国庫負担金

の精算に伴う償還金を補正しようとするもので、財源は全額一般財源となっています。次に、その

下の障害者福祉施設等整備補助金でございますが、国の補正予算による交付金を活用し、障害者福

祉施設における緊急災害時用の自家発電設備の整備を行う事業者に対し、その経費を助成するため、

補助金として４４５万５千円を補正しようとするもので、財源は、国庫支出金が２９７万円、一般

財源が１４８万５千円となっています。 

次に、２２ページに移りまして、３目の老人福祉費の老人福祉施設等整備推進補助金でございま

す。平成２９年度の補助事業により整備された介護事業所のスプリンクラー設備について、事業所

の廃止による財産処分があったことに伴い、国庫補助金の償還金として２７６万円を補正しようと

するもので、財源は全額諸収入となっています。次にその下、介護保険事業特別会計繰出金でござ
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いますが、介護保険事業特別会計における介護保険事務処理システムの改修と、介護サービスに係

る給付費等の増加に伴い、繰出金として７千２９９万円を補正しようとするもので、財源は全額一

般財源となっています。次にその下、高齢者バス料金助成費でございます。寿バスカードの利用件

数が当初見込みよりも増加したことに伴い、扶助費として１千４９９万１千円を補正しようとする

もので、財源は全額一般財源となっています。次にその下、老人福祉施設等建設補助金でございま

す。本年度からの２カ年で、事業者による整備が進められている特別養護老人ホームに対する建設

補助について、新たに非常用自家発電設備の整備に係る費用を追加するため、補助金として１７９

万４千円を補正しようとするもので、財源は市債が１５０万円、一般財源が２９万４千円となって

います。次にその下、長寿社会生きがい基金積立金でございます。同基金における寄附件数が、本

年度、大幅に増加したことに伴い、積立金として１千５１３万円を補正しようとするもので、財源

は全額寄附金収入となっています。 

次に、５目の国民健康保険費の国民健康保険事業特別会計繰出金でございます。国民健康保険料

の軽減者数に応じて、市の一般会計に交付される基盤安定負担金の増に伴い、国保特会への繰り出

し額を増額する必要があることから、繰出金として３千４０８万４千円を補正しようとするもので、

財源は国庫支出金が９３６万１千円、道支出金が１千６２０万４千円、一般財源が８５１万９千円

となっています。 

次に、３款２項２目、児童措置費のうち、障害児通所給付費でございます。障害児通所支援の利

用者の増などによる扶助費の増加と、前年度の国庫負担金の精算に伴う償還金として、合わせて１

億９７３万１千円補正しようとするもので、財源は国庫支出金が５千４６２万円、道支出金が２千

７３１万円、一般財源が２千７８０万１千円となっています。 

次に、３款３項１目、生活保護総務費の生活保護適正実施推進費でございます。前年度に交付を

受けました国庫負担金及び国庫補助金の精算に伴う償還金として、４８３万１千円を補正しようと

するもので、財源は全額一般財源となっています。 

次に、２３ページに移ります。３款３項２目、扶助費の生活保護等費でございます。本年度の医

療扶助費等が当初見込みを上回ったことによる扶助費の増加と、前年度の国庫負担金の精算に伴う

償還金として、合わせて２億５千３２５万１千円を補正しようとするもので、財源は国庫支出金が

１億４千３８１万７千円、一般財源が１億９４３万４千円となっています。 

続きまして、繰越明許費の補正でございます。ページを戻りまして、４ページをごらんください。

４ページの第２表、繰越明許費補正の１行目、３款１項、社会福祉費の障害者福祉施設等整備補助

金でございます。こちらは先ほど御説明いたしました緊急災害時用の自家発電設備の整備について、

事業の完了が令和２年度になることから、繰越明許費として４４５万５千円を設定しようとするも

のでございます。 

続きまして、債務負担行為の補正ですが、６ページの変更分の表をごらんください。表中の一番

下、老人福祉施設建設補助金でございます。こちらも先ほど御説明いたしました特別養護老人ホー

ムの建設補助につきまして、非常用自家発電設備の整備が令和２年度までの２カ年にわたることか

ら、令和２年度に追加で要する費用として、限度額の変更を行おうとするものでございます。 

続きまして、議案第２号、令和元年度旭川市国民健康保険事業特別会計補正予算ですが、同じく

補正予算書の３１ページをごらんください。今回の補正は、先ほど一般会計で御説明をいたしまし
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た国保特会への繰出金の増に伴うものでありまして、５款１項１目、一般会計繰入金を３千４０８

万４千円増額するとともに、１款１項１目、一般被保険者国民健康保険料で、財源振りかえとして

同額を減額するものでございます。 

続きまして、議案第７号、令和元年度旭川市介護保険事業特別会計補正予算ですが、４０ページ

をごらんください。１款１項１目、一般管理費の管理事務費でございます。マイナンバーを利用し

た情報連携の実施に当たり、必要となる介護保険事務処理システムの改修費として、１千５９１万

７千円を補正しようとするもので、財源は国庫支出金が１千６１万１千円、繰入金が５３０万６千

円となっています。また、これ以外の事業費が、介護サービスの利用件数１件当たりの金額が当初

見込みより増加することに伴う給付費等の増によるものでございまして、２款保険給付費全体で４

億８千４８万４千円、３款地域支援事業費全体で６千９９万６千円、合わせて５億４千１４８万円

を補正することとしております。これらの財源につきましては、それぞれ記載のとおりでございま

す。以上が、今回提案しております補正予算の概要となります。よろしくお願いいたします。 

○金谷委員長 子育て支援部長。 

○中村子育て支援部長 それでは、議案第１号の子育て支援部所管にかかわるもの、それから議案

第５号、議案第２８号から第３０号までを説明させていただきます。 

まず、議案第１号、令和元年度旭川市一般会計補正予算です。補正予算書の２２ページをごらん

いただきたいと思います。３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費のうち、ひとり親家

庭等自立支援費でございます。平成３０年度に受領した母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金

について、交付額が確定したことから、その超過分を国に返還するため、３５５万３千円を補正し

ようとするものでございます。財源は全額一般財源です。次に、３款２項１目のうち、子ども基金

積立金です。子ども基金への寄附金の増により、積立金の額が当初予算を上回ることから、８千８

７９万６千円を補正しようとするものです。財源は全額寄附金です。次に、３款２項１目、児童福

祉総務費のうち、子ども・子育て支援交付金償還金です。平成３０年度中に受領した子ども・子育

て支援交付金について、交付額が確定したことから、その超過分を国及び道に返還するため、４千

４２０万６千円を補正しようとするものです。財源は全額一般財源です。 

次に、３款２項２目、児童措置費のうち、子どものための教育・保育給付費でございます。内容

としては２つありまして、一つが本年度、国家公務員の給与が人事院勧告により改定されたことに

伴い、公定価格の単価が引き上げになったことにより、扶助費を補正すること。それから、平成３

０年度中に受領した子どものための教育・保育給付費国庫負担金について、交付額が確定したこと

から、その超過分を国に返還するため、合わせて１億１５３万５千円を補正しようとするものです。

財源は、国庫支出金が３千８７３万２千円、道支出金が３千３１９万１千円、一般財源が２千９６

１万２千円でございます。 

それから、補正予算書の２３ページをお開きいただきたいと思います。４款衛生費、１項保健衛

生費、１目保健衛生総務費のうち、母子保健衛生費国庫補助金償還金です。平成３０年度中に受領

した母子保健衛生費国庫補助金について、交付額が確定したことから、その超過分を国に返還する

ため、３１７万５千円を補正しようとするものです。財源は全額一般財源です。 

続きまして、補正予算書２７ページ、債務負担行為に関する調書の追加分をごらんいただきたい

と思います。まず、各児童センター指定管理料でございます。令和２年度から令和６年度までの５
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年間で債務負担行為限度額を２億８千６１８万１千円で設定しようとするものです。次に、旭川市

北彩都子ども活動センター指定管理料でございます。令和２年度から令和６年度までの５年間で債

務負担行為限度額を１億２千６９７万５千円で設定しようとするものです。 

続きまして、議案第５号、令和元年度旭川市育英事業特別会計補正予算ですけれども、補正予算

書の３５ページをごらんいただきたいと思います。歳出の表になりますが、１款育英費、１項育英

費、１目貸付事業費でございます。令和元年第３回定例会において、入学仕度金の貸付限度額の引

き上げ等貸し付け内容の見直しに伴いまして、貸付金の増に対応するため、予算の補正を行ったと

ころでございますが、本年１月末まで申し込みを受け付けた結果、主に大学の申込者の増により、

申請額の合計が補正時の見込みを上回ったことから、１４４万９千円を補正しようとするものであ

ります。財源は全額、育英事業基金の繰入金でございます。 

次に、１款育英費、１項育英費、２目積立金でございます。育英基金への寄附金の増により、積

立金の額が当初予算を上回ることから、１億４千６３５万３千円を補正しようとするものでござい

ます。財源内訳は全額寄附金です。補正予算につきましては、以上でございます。 

続きまして、議案第２８号から第３０号までについてです。いずれも指定管理者の指定に係る議

案でございます。まず、議案第２８号です。旭川の主に南の地区にあります東光児童センター、神

居児童センター、神楽児童センターの３館につきまして、また、議案第２９号は、主に北の地区に

ある北門児童センター、春光住民児童センター、永山児童センターの３館につきまして、いずれも

指定管理者にワーカーズコープ指定管理者グループを指定し、令和２年４月１日から令和７年３月

３１日までの５年間、その管理を行わせようとするものでございます。指定管理者選定の経過につ

きましては、旭川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の規定に基づき公募を行い、

選定委員会を開催し、応募者からの提出書類及びヒアリングにより審査を行い、選定したところで

ございます。 

次に、議案第３０号につきましては、同様に、旭川市北彩都子ども活動センターの指定管理者に

こどもクラブグループを指定し、令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの５年間、その管

理を行わせようとするものでございます。以上、よろしくお願いいたします。 

○金谷委員長 保健所長。 

○鈴木保健所長 議案第１号、令和元年度旭川市一般会計補正予算の保健所所管にかかわる事項に

つきまして、御説明申し上げます。補正予算書の２３ページの中ほどをごらんください。４款衛生

費、１項保健衛生費、２目予防費のがん対策費についてであります。本事業は、市民に各種がん検

診等の機会を提供することで、がんの早期発見、早期治療を推進し、市民の健康保持を図るもので、

胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮がん検診のほか、胃がんのリスク検査として、ピロリ菌

検査を実施しているものであります。そのうち、胃がん、子宮がん、乳がん及び大腸がん検診につ

きまして、検診受診者数が当初予算の見込み数を上回り、委託料が不足するため、２千１５３万９

千円を追加しようとするものでございます。なお、財源として全額を一般財源で措置するものでご

ざいます。以上で保健所の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○金谷委員長 環境部長。 

○高田環境部長 議案第１号、令和元年度旭川市一般会計補正予算のうち、環境部所管にかかわり

ます事項につきまして、御説明申し上げます。補正予算書２３ページをごらんください。上から４
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番目の４款１項３目の環境基金積立金でございますが、地球温暖化対策の推進や循環型社会の形成

のほか、環境の保全等にかかわる事業の財源として基金を運用するものであり、当初予算１千７５

万５千円に１千３４０万２千円を補正しようとするものであります。なお、財源につきましては、

全額環境基金寄附金を充てるものでございます。 

次に、債務負担行為の追加分についてでございます。２７ページをごらんください。下から２番

目、指定ごみ袋製造費でございますが、市の指定ごみ袋の製造に関して、現在の在庫状況から、令

和２年３月３１日までに契約を行う必要があるため、今回の補正予算におきまして債務負担行為を

設定するものであります。期間は令和２年度、限度額は１億１７８万３千円となっております。な

お、本事業の主な財源は、家庭ごみ処理手数料及び指定ごみ袋広告掲載料でございます。説明は以

上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○金谷委員長 理事者からの説明をいただきました。ここで、委員の皆様から何か御発言はござい

ますか。 

（「なし」の声あり） 

○金谷委員長 次に、２、報告事項について、市立児童相談所の設置について、新型コロナウイル

ス感染症に係る対応について、理事者から報告をいただきます。 

子育て支援部長。 

○中村子育て支援部長 市立児童相談所の設置につきまして、御報告申し上げます。市の児童相談

所の設置につきましては、これまで民生常任委員会で２度質疑を受けております。その質疑の中で

も、さまざまな節目において御報告を申し上げるというような答弁もさせていただいているところ

ですが、このたび、設置を目指すとの判断を行ったところであり、本日、本常任委員会に報告をさ

せていただきます。 

今年度におきまして、横須賀市、金沢市、明石市、札幌市に視察を行うとともに、中核市、特別

区による児童相談所設置検討連絡会や中核市市長会の児童虐待防止検討プロジェクトへの参加など、

他都市の状況などの調査をしながら、本市における設置について検討を進めてきたところでありま

す。その結果、専門職の確保・育成、施設の確保、財政負担の課題もありますが、住民に身近な市

が設置することにより、市の子育て支援施策を活用した家庭における支援から、児童虐待等におけ

る緊急保護や施設等への措置を含め、一貫した対応を行うことができるということ、また、他市の

例におきましても、福祉、教育等の関係部局との連携により、きめ細やかで総合的な支援が図られ

ているということなどを考慮し、設置の意義は大きいものと考えたところでございます。このため、

３年から５年での設置を目指すということで、具体的な検討を開始いたします。令和２年度からは、

専門家からどのような児童相談所を設置するかなどについて意見をいただくとともに、設置に伴う

さまざまな整理を行い、市が設置する児童相談所のあり方について考え方をまとめ、適宜、議会に

も報告したいと考えております。なお、新年度の予算にかかわる内容につきましては、議案として

提案した上で、再度、御説明をさせていただきたいと思います。報告は以上でございます。 

○金谷委員長 保健所長。 

○鈴木保健所長 保健所から、新型コロナウイルス感染症に係る対応につきまして、御報告を申し

上げます。お手元に配付しております資料をごらんください。昨年の１２月以降、中国湖北省武漢

市におきまして、新型コロナウイルス関連肺炎の発生が継続的に報告され、中国を中心に複数の国
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で感染が広がっている状況でございます。国内におきましても感染が報告される中、道内におきま

しても、患者さんお一人が確認をされているところでございます。こうした状況を受けまして、国

においては、新型コロナウイルスを指定感染症として定め、関連する政令等が当初２月７日施行予

定としておりましたのが前倒しをされまして、２月１日から施行されているという運びになってお

ります。保健所のこれまでの対応といたしましては、関係機関等からの情報収集に努め、医療機関

等への情報提供や、感染予防策等につきましては市民に向け、市のホームページなどで広報周知を

し、また、市内の宿泊施設には注意喚起の通知を行っております。 

続きまして、市民への相談対応でありますけれども、２つの系統で受け付けております。健康推

進課保健予防係では、医療機関からの問い合わせ、あるいは疑い例に該当する場合の問い合わせを

お受けし、あわせて症状のある方の病院への搬送などについても調整を行っているところでござい

ます。それ以外の一般的な御相談につきましては、保健指導課が対応をしております。なお、マス

クにつきましては、主な取り扱い卸業者にも在庫がない状況でありまして、納期が未定ということ

ではありますが、マスクがなかなか手に入らないことにつきましても市民からの相談を受けており

ます。一般的な感染予防対策として有効な手洗い、せきエチケット、あるいは人混みを避けるなど

通常の予防策をお願いしているところでございます。 

患者さんの移送、あるいは、旭川市の場合には北海道立衛生研究所に検査を依頼することになっ

ておりますけれども、検体の搬送につきましては、保健所での体制を整えております。また、受け

付けました御相談の中で、医療機関の受診が必要と考えられる場合には、保健所が医療機関への受

診を調整するという流れとなっております。また、消防本部とは、市民からの連絡を受けた際の流

れを調整、整理しておりまして、感染の疑いのある方につきましては、消防本部のほうから保健所

へ連絡をいただき、医療機関への受診を調整するという流れも構築しているところであります。な

お、医療機関の受け入れ等、あるいは今後の感染の拡大、長期化にも対応できますように、既に旭

川市医師会、また市内の５つの基幹病院、医療機関とも協議を行っているところでございます。ま

た、庁内におきましては、感染症対策関係部長会議をこれまでに２回開催し、情報の共有化と対策

について協議を行っております。本日、３回目の関係部長会議を夕刻に開催する予定となっており

まして、これまでは、関係する部署の７部長をメンバーとしておりましたが、今回から、福祉・介

護施設や各種窓口業務などを所管する関係部長、具体的には税務部、福祉保険部保険制度担当部長、

市民生活部長にも出席を依頼いたしまして、さらに情報の共有化と対策について協議をする予定と

なっております。 

今後の対応につきましては、引き続き情報収集に努め、市民等に必要な情報について周知を図っ

てまいります。庁内におきましては、引き続き情報の共有化と対策の協議を行うために必要に応じ

て関係部長会議を行ってまいります。また、医師会、あるいは医療機関とは、医療体制の確保に向

けまして継続して協議を行ってまいります。以上、御報告とさせていただきます。 

○金谷委員長 それではここで、委員の皆様から御発言はございますか。 

小松委員。 

○小松委員 児童相談所の設置に関して報告がありましたので、簡潔に何点か確認、質問をさせて

いただきたいというふうに思います。 

質問に入る前に、私は昨年の第４回定例会で、児相の設置について検討を行ってきており、その
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結果は年度内に出していきたいという皆さん方の考え方もお聞かせをいただきました。その際に、

非常に重要な案件であると。これは、委員の皆さんの思いはそれぞれかと思いますが、私が重要案

件と言った一つには、中核市で設置できるという規定が設けられましたけれども、たしか中核市は

５８市あると思いますが、その中で、児相を設置したのは３市にとどまっている。それほど、さま

ざまな課題があるという点で、大きな案件、重要な案件というふうに私自身は受けとめていて、そ

れゆえに、年度内に一定の方向性を出したいという皆さん方に対しては、予算議案と一緒に提出を

されて、さあ審議してくださいということでは非常に窮屈になってしまうので、そこのところを十

分に対応してもらいたいという趣旨で求めてきたところであります。しかし結果として、残念なが

ら私が危惧したとおりの時期の報告になってしまったということであります。これは、皆さん方が

意図してそうしたとは思いませんので、それをあれこれとこの場で言うことはいたしませんが、非

常に残念だというふうに思います。 

さまざまな報告は、各常任委員会に対して行われてきております。パブコメを実施するとか、あ

る種の計画を策定したとか、さまざまな内容について報告されてきており、その報告の時期や内容

については、市長、理事者の皆さんの判断に委ねられていることは、私は否定するものではありま

せん。しかし一方、行政が事務執行、事業執行しようとするときに、議会の理解を得るために必要

な努力を行う、市民の理解を得るために、必要な形態をもって、適切な時期に報告をするというこ

とは、私は理解を得るための大前提になっているはずだというふうに考えております。しかし、そ

うした点から見ても、今回の報告時期と内容は非常に適切さを欠いているというふうに受けとめさ

せていただくところです。しっかりと議会に対して、必要な報告時期、内容を含めて、そうした姿

勢をとるようにしていただきたいというふうに思います。 

また、今後児相設置について、幾つかの角度で課題について検討していくということになろうか

と思いますけども、その際にも、議会での論議、委員会での論議を踏まえて対応していっていただ

きたいというふうに思いますが、見解をお聞きいたします。 

○中村子育て支援部長 委員のほうから、予算案とあわせての報告ということで、もう少し早くに

このことについての報告があるべきではないかというお話がありました。我々も、いろいろな部分

から検討させていただきました。今年度につきましては、実際に他都市の事例というものを十分把

握するということの中で、本市として、本当にできるのかどうなのかというようなことも検討の大

きな材料としたところでございます。最終的な部分で言いますと、市長が、政令市の札幌市の児童

相談所に行ったのが１１月というようなことがあります。そういった中で、経過も含めて判断をし

たということで、少しタイトになったことはおわびしなければならないのかなというふうに考えて

おります。ただ、児童相談所の設置につきましては、新年度の予算案という内容になりますけれど

も、児童虐待防止に係る学識経験者など、専門家の意見を伺いながら、旭川市として、市の機能と

本来持つ児童相談所の機能がどのように融合して対応していけるかというようなことも、考え方を

整理していきたいというふうに考えております。その上で、人材の確保・育成、施設整備、費用負

担などについても、どのぐらいのものが必要になってくるのかという具体的な検討が始まっていく

のかなというふうに考えています。 

今後におきましても、予算の部分にちょっと入ってしまうんですけれども、やはり児童相談所の

あり方については、適宜、考え方をまとめた段階など、いろんな節目節目に議会に対しても報告を
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いたしたいと思っておりますし、また、議会から出た意見というのも十分に踏まえた上で、市の児

童相談所がどうあるべきかというようなことについて、検討していきたいと考えているところです。 

○小松委員 通常、何かを判断するといった場合には、当然、さまざまな角度から、課題があれば

課題をこういうふうに整理した、あるいはこの課題についてはこういうふうに考えて判断をしたと

いうのがリンクされる形で報告、提案されるものだというふうに思います。今回は口頭説明ですか

ら、一言一句、私の記憶に残っているわけでありませんけれども、市長は、児相を設置する、そし

てそれを目指して、さまざまな検討課題についても今後整理をしていくかのような報告内容だった

というふうに思います。 

私は昨年の４定で、どういう課題について検討してきているんですかと、いつ、どういう形で報

告するんですかと聞いたんですね。そのときに皆さん方は、課題を幾つか挙げたんですよ。専門職

の確保と育成、施設整備という課題、費用の負担などの課題について、整理を行っているところで

あり、今年度内には一定の方向性を定め、発表してまいりたいということであります。そこで、設

置を市長自身が判断されたということのようですから、こうした課題についてどのように整理がな

されたのか、改めてお聞きいたします。 

○村椿子ども総合相談センター所長 このたび、市立の児童相談所につきまして、３年から５年で

の設置を目指すこととしましたのは、専門職の確保・育成、施設整備、費用負担という課題はござ

いますけれども、住民に身近な市が設置することによりまして、市の子育て支援施策を活用した家

庭における支援から、児童虐待等における緊急の一時保護や施設等への措置を含めまして、一貫し

た対応を行うことができるようになるというメリットがありまして、また、他市の例におきまして

も、福祉、教育等の関係部局との連携により、きめ細やかで総合的な支援が図られているというこ

となどから、設置の意義は大きいというふうに考えたところによるものでございます。 

設置に当たっての課題につきましては、市が設置を目指す児童相談所のあり方について考えをま

とめる中で、あわせて整理を行うことが必要というふうに考えております。例えば、専門職の確

保・育成につきましては、児童福祉司の配置の基準が人口４万人に対して１人から、人口３万人に

対して１人というふうに引き上げられたということに加えまして、視察により調査した市におきま

しては、国の基準以上の配置を行っている市もあったことなどを踏まえまして、市の児童相談所の

あり方とあわせて整理し、その上で確保、育成について、北海道などと協議を行っていかなければ

ならないというふうに認識しております。 

また、施設整備につきましては、一時保護所につきましては、緊急に保護するためにも、また子

どもの状況をしっかり把握し支援していくためにも、開設までに整備をすることが必要と考えてお

りますけれども、児童相談所の整備につきましては、子ども総合相談センターや、市の関係部局と

の関係、連携のあり方などを含めて、市が目指す児童相談所の姿とあわせて考えていく必要がある

ものと考えております。 

また、費用負担につきましては、専門職等の人員体制や施設整備のあり方などによって必要な額

も異なってくるところでございまして、国が、中核市や特別区が児童相談所を設置することができ

るよう必要な措置を講ずるとしておりまして、計画的に拡充されていくものというふうに聞いてお

りますことから、市立児童相談所のあり方をまとめた上で、国の補助制度などを活用し、財源の確

保を図らなければならないというふうに考えております。 
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このため、今後、児童虐待や児童福祉についての学識経験者などから構成する検討会の開催など

によりまして、市の児童相談所のあり方についてまとめる中で、人材の確保・育成、施設整備、費

用などにつきまして、そうした課題を整理してまいりたいというふうに考えております。 

○小松委員 これで最後にしますが、子育て支援部は、昨年、市長から児童相談所設置の可能性に

ついて検討しなさいと、こういう指示を受けて検討してきたわけです。その検討から数カ月を経て、

昨年の４定の時期に、私がどういう課題がありますかと聞いたときに、今述べられたように専門職

の確保・育成、施設整備、費用の負担などの課題について整理を行っていると。いわば、設置の可

能性の検討を判断する上で、こうした課題があるんだと、こうした課題の整理を今行っているんだ

というのが４定での答弁ですよ。一定の方向性を示されたので、議会よりも早く記者会見で市長が

示し、今回、常任委員会の場で説明があったと。当然、可能性の検討をしてきたときに、皆さん方

が認識していた幾つかの重要課題、これが整理されたものだというふうに受けとめていたんですが、

必ずしもそうではなくて、今後、引き続き課題整理に向けて作業をしていくということであります。

私は、これを否定するものではないんです。慎重に時間をかけて、課題の整理は行うべきだという

考え方ですから、今後においても慎重さを持って、多面的に検討していただきたいという思いです。

私が疑問を持っているのは、十分にその課題整理がされない状況のもとで、常任委員会で、あるい

は市長の記者会見で設置するという意向が示されたことに対する疑問なわけです。 

そして、そうした十分に煮え切っていない状況が、もう一つの形であらわれています。それは、

これだけ重要な案件の報告であるにもかかわらず、口頭で部長が説明をしたと。１枚のペーパーも

配付されていないという点についても、大きな疑問を感じるものであります。今後、議会と向き合

うときに、特にこの重要課題について、やっぱり必要なペーパーをもって報告をする、あるいは報

告する時期と内容も、適切な時期、適切な内容をもって行うべきだというふうに考えます。このこ

とに対する答弁を求めて質疑を終わります。 

○中村子育て支援部長 今回の市長の判断につきましては、一番は、既に市立の児童相談所を設置

している中核市を見て、できるのかどうなのかという部分があります。それから一方で、小松委員

さんの４定の答弁でもお答えさせていただいたかと思いますけれども、市の児童虐待の役割として、

平成２９年度に子ども家庭総合支援拠点というのを設置するということがあって、中核市５８市の

うち、児童相談所は３市しかつくっておりませんけれども、子ども家庭総合支援拠点というのは３

３市がつくっているという部分があります。この子ども家庭総合支援拠点につきましても、一定の

資格者を配置していると。その中に旭川市も入っているという下地も一定程度あるのかなというこ

とも踏まえて、判断をしたところでございます。ただ、その判断に至った経過の部分では、実際に

各市を見て歩いた内容を整理したものの中で、なかなか今、議会にお示しできるような状況ではご

ざいませんけれども、今後、さまざまな児童相談所専門家の意見等を聞きながら、どういった形の

ものになっていくかということで、具体的な部分が示されていくという形になりますので、その都

度その都度、議会にはきっちり、議員の皆さんにわかりやすいような形の資料も含めて示した上で、

また、議員の皆様、委員の皆様から意見をいただいた上で、我々の児童相談所のあり方というもの

も整理をさせていただきたいと考えております。 

○金谷委員長 他に御発言ございますか。 

室井委員。 
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○室井委員 私のほうからは、新型コロナウイルス感染症に係る対応について、先ほど報告を受け

ましたので、少し時間をいただいて質疑させていただきたいなと思います。皆さんよく御存じのよ

うに、今、報道等では、中国が舞台ではあったんですが、日本も含めて、日々刻々と全世界に広が

りつつあるということで連日報道されています。 

きょうは、大きく３つの観点からお話をさせてもらいたいと思います。一つは、対策本部の設置

についてであります。まず、厚労省から自治体への新型コロナウイルス感染症対策に関する通知は

どのようなものが来ているのか、時系列でお示しください。 

○伊藤保健所健康推進課長 主な通知といたしましては、２０２０年１月６日、中国湖北省武漢市

における非定型の肺炎の集団発生にかかわる注意喚起にかかわる通知が来ております。同じく１月

２８日、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定めるなどの政令の施行にかかわる通知が

来ております。１月３１日、同通知の一部改正についての通知が来ております。２月３日、感染症

予防法におけます新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取り扱いに係る通知などが

来てございます。日々、各種通知、事務連絡等々が発出されておりまして、情報収集に努めている

ところであります。 

○室井委員 ちょっと時間の関係で、具体的な中身まではお聞きせず、大枠でお話をいただきまし

た。つまり、ことしはもう正月明け早々から、この疑いを認知した厚労省では、全国自治体に通知

をしているということだと思います。先般、中国で亡くなったお医者さんが、たしか１１月ぐらい

から疑いを持ち始めたということで、それから見るとかなりおくれて日本も認知しているのかなと

いうふうに思います。認知していたのか、隠していたのかは別にしても、国民は、大体今の流れの

中で認知をしていると。旭川市保健所は、今のお話で出たように、厚労省や、それを道が受けてか

らの窓口になっていると思います。 

先般、西川市長から公明党北海道本部に対しても、地方自治体に対して適切な情報を提供すると

ともに、国と地方自治体との連携を密にし、迅速な検査の開発、実用化に向けた取り組みのほか２

点、計３点の緊急要望がございました。厚労省から道へ来る流れを各医療機関に通知するのが、窓

口である旭川市の保健所の役割だとは思いますが、日々刻々と変化している現状で、実際、大変だ

と思うんです。報道でもそうですし、今も日々、通知がこれだけ来ている状況でもあるようですの

で、これを市民に情報として流すということは極めて困難なことではあるでしょうけれども、しか

し知りたいと。 

先ほどの報告では、対策本部の設置ではなくて、関係団体等との協議になっているんですね。旭

川市では、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を検討しているのか、こういう協議会でいいのか

と。今まででしたら、保健所からの報告を受けるということでいいというふうに思うわけですが、

なぜかというと、それは一字一句たがわず、厚労省に言われたとおりの内容だからです。旭川市の

保健所所管の分ばかりじゃなくて、環境だとか経済等々ありとあらゆる中国人等の経済の恩恵を受

けている当市にとっては、さまざまな分野があるわけです。 

きのうの報道等で状況は一変いたしました。ちょっと復唱させてもらいますと、神奈川県で８０

代の女性が死亡した後、症状が新型コロナウイルス感染症の疑いがあるということで、ウイルス検

査をしたんです。そして、その結果が出た。１月２２日に倦怠感があって２月１日に肺炎と診断、

入院、そしてきのう亡くなったと。亡くなるまで特定できなかったし、感染経路の中で、厚労省が
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示すような武漢市や湖北省への渡航歴もないんですね。国内で感染をして、誰からうつったかわか

らない。１月２９日は、その息子さんであるタクシーの運転手さん、東京在住の方が感染した。こ

の方も中国人との接触がない。千葉でも２０代の男性が感染している。この方も渡航歴がない。和

歌山でも同じような状況の中で医師が感染しているというように、ちょっと怖い話ですけど、どん

どん拡大しているということです。渡航歴がない方々が、今そうやって出てきている。当然、その

方々は自覚症状がなかったわけで、言い方は悪いですけど、感染させてしまっている。濃厚接触と

いうことは当然あるわけで、飛沫感染も恐らくあるでしょう。そういったことを考えていくと、ち

ょっとこの報告書だけでは、私は納得できないなと。自覚がない中で、中国人観光客と接触した可

能性は否定できませんけれども、国内で徐々に広範囲で感染している可能性は、もう既に、昨日の

時点で立証されており、ますます対策は大事になってくるというふうに思います。 

厚労省や北海道でも対策本部を設置しているわけですが、最近まで中国から観光客が多数来てい

る当市においては、協議会にリーダーがいないんですよ。中心になって指揮をとる、指示を出す、

市長なり副市長がいないんですよ。これはもう対策本部にかわるものとは到底言えないので、しっ

かりとした対策本部を至急設置するべきだというふうに思います。この点について、まず所長にお

伺いしたいと思います。あわせて、先ほど、きょう対策関係部長会議をやるというお話でしたので、

ぜひ、しっかり立ち上げるべきではないですかということを提案していただきたいなと思います。

答弁願います。 

○鈴木保健所長 ただいま委員からお話をいただきましたとおり、国や道では既に対策本部として

設置をしている状況でございます。本市におきましては、先ほど御報告いたしましたけれども、庁

内の関係部長会議及び医師会、そして基幹病院との協議を重ねておりまして、対策本部としての名

称は用いてはおりませんが、庁内外の協力体制を整えて、実務、実効性としては本部にかわるもの

というふうに私どもは考えております。また、市民の皆様からのお問い合わせ、あるいは相談窓口

の設置などにつきましても、周知、広報しているところでございます。なお、道の対策本部会議は、

北海道庁本庁と道内の１４の振興局でテレビ会議の形式で開催されておりまして、これに本市も参

加いたしまして、情報収集、情報共有を図っております。ただ、昨日からの報道等によりますと、

これまで感染経路がわかっていたという段階から、必ずしも感染経路が明確ではない、そういう広

がり方というふうに、感染の広がり方の質が変わってきたという状況も御指摘のとおりかと考えて

おります。対策本部の設置も視野に入れまして、本日の会議に臨みたいと考えております。 

○室井委員 よろしくお願いします。 

次に、市民がというか、我々も心配ですが、情報が錯綜しているという面で、情報の共有という

視点でお話しをさせてもらいたいと思います。まず一つは、これがいつまで続くんだと。インフル

エンザと同じように冬場で終わるのか、中には、あるコメンテーターいわく、その方もお医者さん

ですけれども、夏場まで続くのではないかと。もう、一つ一つの報道を見るたびに変わってきてい

る。先ほど変化しているというお話がありましたけど、今回は厄介な感染症のようなので、実は、

その辺はわからないんじゃないかなというふうには思います。 

もう一つは検体です。６時間から１日かかるＰＣＲ検査を受けないと判明できないというのも聞

いております。実際、簡易な検査でやれる方法というのはないんだろうか。わかりましたらちょっ

と教えてください。 
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○伊藤保健所健康推進課長 委員から御質問がありました、冬期間なのか、いつまでなのかという

ことに関してなんですけれども、新型感染症ということもありまして、現状では推測しうる医学的

な知見がなく、いつまで続くのか、冬場に多いのかなど、そういうことはまだわかっていないのが

実情でございます。 

また、簡易検査の有無という質問でしたけれども、今後開発される、あるいは開発が進んでいく

かもしれませんけれども、現状においてはまだできておりません。 

○室井委員 やはりそうですか。現実に、旭川市内ではたくさんの医療機関があります。かかりつ

けのお医者さんということで、今、高齢の方々もよく病院に行って、恐らく問い合わせもしている

んじゃないかなと。保健所、それから恐らく情報を収集していると思うんですけど、各医療機関へ

の市民からの問い合わせの中で、疑似事例ではないかというふうに疑いを持つようなものがあれば

お聞かせください。 

○鈴木保健所長 これまで、国のいわゆる症例定義といいますか、疑似症の定義というのが、当初

は武漢市に限局して、次に湖北省、またその後、浙江省というふうに広がりを持ってきております

が、きょう現在までに、その症例定義に当てはまり、患者さんとして報告をということはございま

せんでした。 

問い合わせにつきましては、例えば、中国と何らかのかかわりがあるといったことについてはあ

りましたけれども、この後は、状況がだんだん地域の限定ということから外れるというふうに国か

ら通知もされておりますので、御相談を受けることはふえていくだろうと思いますし、実際に患者

さんが判明するという事態も、やはり可能性としては大いにあり得ることというふうには考えてお

ります。 

○室井委員 今までとはちょっと状況が違うということだけははっきりしてきたかなと。今までは

そんなに問い合わせも多くはなかったということだと思います。いよいよ、先ほどの話じゃないけ

れども、対策本部を設置していただければ、やることが随分あるなと。そんなにあおるわけでもな

いですし、市民に危機感を持たせる必要は全くないというふうに思いますけれども、旭川市でこう

いう動きをしているんだなということさえわかれば、それだけでも十分安心の一部分にはなるんじ

ゃないかということですので、ぜひお願いしたいと思います。 

もう一つ、人から人への感染ということがありますけれども、例えば、服なんかに飛沫が付着し

て、それをさわって口に、目にということがあるわけですが、中国から今、輸入食物が入ってきて

いますよね。これはどうなのか、安心なのかどうか、余り聞きたくない話ですが、お聞きします。 

○伊藤保健所健康推進課長 中国からの輸入品といったことについてなんですけれども、現時点で

の科学的知見によりますと、食品を介して感染する可能性は立証されておりません。ただし、生の

ものや加熱不十分な動物由来の製品、例えば、生の肉ですとか、乳製品、あと動物の組織なんかを

喫食すべきではないというような報告はされております。 

○室井委員 どんどん今、患者さんはふえているけど、意外と重症化、死亡率ということからいく

と、ある意味ではインフルエンザなんかよりも少ないというふうに聞いています。ちらっと先般お

聞きしたところによると、インフルエンザで、アメリカでは１万５千人ぐらい亡くなっているとい

うことで、桁が違うわけです。それから見たら少ないとは言いながら、周りが過度な状況になって

いるということもあるんでしょうけれども、着実に亡くなっていっている方が現実的にふえてきて
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いるということから考えると、その重症化する中身というのは恐らく高齢者じゃないかなというふ

うに思うんですが、何か特徴的なことがあるのであればお知らせください。 

○伊藤保健所健康推進課長 これまでの報告等々によりますと、糖尿病ですとか心疾患、脳血管疾

患など、いわゆる基礎疾患を持つ方で、今委員がおっしゃったように高齢者の方が重症化しやすい

と言われているところであります。 

○室井委員 次に、道から発表されていた関連相談窓口の中に、第二種感染症指定医療機関という

のがあって、今はどういうわけか削除されています。当市でも病院名が１カ所記載されていたんで

すが、掲載を外した理由は何ですか。 

○鈴木保健所長 せんだって、患者さんの相談窓口と、専門外来と申しますか、受診先について、

国から通知がございました。具体的には、帰国者・接触者相談センター、これは基本的には保健所

に置くことと、それから帰国者・接触者外来、これは医療機関でございます。そして、基本的に、

帰国者・接触者外来については、病院名を非公表とすることという指針が示されております。その

理由といたしましては、やはり不安を持たれた患者さんが直接受診されて、病院の機能がパンクす

るといいますか、オーバーフローしてしまうことを避けるためということが大きいと認識をしてお

ります。そこで、相談センターを介して受診の流れを確立するということが、これまでの施策でご

ざいます。ただ、今後、仮に患者さんの数が本当にふえてきたときには、医療機関が１カ所という

ことにはならない事態も想定しておかなければなりませんので、その点はまさに、先ほど申し上げ

ましたとおり、受け入れ体制について、それぞれの医療機関、病院、あるいはクリニックに準備を

していただくといいますか、そういったことも必要なのかなと考えております。そういうことで、

一旦、病院名が出ておりましたけれども、当該の医療機関からも、まだ現時点で広くそこを周知す

るということはお控えいただきたいということを受けているという事情もございます。 

○室井委員 わかりました。本当に、今後どういうふうになるかわかりませんけど、今の段階では

そうお聞きをしておきます。 

この報告書の中の健康推進課保健予防係の連絡先なんですが、時間外、夜間、休日及び祝日は２

６－１１１１の代表電話で、これは休みだとか夜間になりますと警備員の方が出るんでしょう。面

倒くさいじゃないですか。できたら、この暫定期間の中でも、直通の電話を設置すべきだというふ

うに思います。これはちょっと指摘をしておきたいと思います。きのうもちょっと私、電話しまし

たら、誰も出られなかった。そんなことはないということですが、実際、出なかったということも

あるので、緊急の問い合わせというのは恐らく出てくると思うから、ぜひそれは設置をしてほしい

というふうに思います。 

最後になりますけど、予防策について、本当にわずかですがお聞きします。予防方法というのは、

手洗いとうがいだと。中には、いや、うがいは全然きかないという方もいます。そして、アルコー

ル消毒と聞いています。一般的なインフルエンザとそう変わらないのではないかなというふうに思

いますが、飛沫感染や濃厚接触感染になると、どこで感染するか全く予想がつかない。例えば、こ

の中にいらっしゃっても、予防ということを考えれば、ここに消毒液は一つもない。これだと思う

んですよ、今は緩い。そういう状況ではないと僕は思うので、なかなか手に入らないのかもしれま

せんけれども、庁舎及び支所等々、人が出入りするところに、市ではアルコール消毒液がちゃんと

完備されているという状況はつくってもらいたい。それが一つ市民の安心にもつながっていくので
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はないかなというふうに思います。 

先ほどの話ですけど、予防策はこれ以外に何かあるんですか。 

○伊藤保健所健康推進課長 予防策についてでございます。現状でしぶき等の飛沫ですとか、接触

による感染の２つが感染ルートと考えられております。予防策としましては、やはり石けんによる

手洗いの徹底、あとは先ほど委員からお話がありましたように、アルコールによる消毒なんかが重

要かなと考えております。また、飛沫感染などを防ぐという意味でも、せきなどの症状がある方は

マスクですとか、せきするときはティッシュで覆うだとか、そういったせきエチケットを行ってい

ただくことが重要かなと思っております。特に公共交通機関、電車やバスなど、あるいは職場、学

校等人が多く集まるところで、今言ったようなせきエチケット等々を行うことが重要なのかなと考

えております。また、持病がある方などにつきましては、今言った予防方法に加えまして、人混み

を避けるなど、より一層の注意をしていただければと考えております。 

○室井委員 人混みに行くなと言ったって、無理だよね。 

最後に、所長にお聞きします。感染から発症まで、いわゆる潜伏期間と言うんでしょうか、厚労

省は１４日間というふうにしています。２次、３次、４次と、今、限りなく広がっていっているよ

うに思います。ということになれば、今後、旭川市民にも感染事例が出てくる可能性は高い。中国

人がたくさん今まで来ていましたし、中国人ばかりではないかもしれません。いずれにしても、十

分考えられるというふうに思います。いわゆる保健所の分野として、所長からコロナウイルスに対

する対応を総括的にお話いただいて、私の質疑を終わります。 

○鈴木保健所長 今回の新型コロナウイルス感染症が明らかになってきてから、まだわずか１カ月

と少しぐらいの間でこれだけ世界的な広がりを見せておりますのは、２００５年に、重症化するＳ

ＡＲＳという、同じコロナウイルスによる疾患ですけども、このときと様相がやはりかなり違うな

という印象を持っております。一つは、今回の新型コロナウイルス感染症は、比較的軽い患者さん

がとても多いということであります。ＳＡＲＳのときには、感染して発病された方がかなり重症化

するということで、患者さんを見つけやすかった。ですから、隔離もしやすいし、いわゆる封じ込

めを対策としてしやすかったということがありますので、比較的早期に終息したということを考え

ております。これは専門家がいろんなところで指摘をしているところでございます。今回の新型コ

ロナウイルスについては、先ほど御指摘がありましたように、軽症であるということと、潜伏期間

あるいは非常に軽症なうちから感染力があるということで、いわゆる封じ込めが極めて困難である

ということです。国の対策としても、これまでも水際対策ということでいろんなことをされてきて

おりますけれども、患者さんが皆さん重症化するわけではありませんので、残念ながら知らず知ら

ずのうちに感染の拡大が起こり得る、そういった性質の疾患であるということが非常に重要な点か

と考えております。ということを考えますと、旭川市内でも、あるいは北海道内でも、第２例、第

３例という患者さんの広がりということは十分想定されますし、これまで検査の対象とされてきま

した患者さんは、地域的な縛りがかなり厳格に行われてきましたけれども、今後、地域的な縛りが

広がる、あるいは撤廃されるといいますか、そういった時点になると、おのずと報告される患者さ

んの数もふえてくるだろうと思います。ただ、問題は、検査体制が非常に限られているということ

でありまして、そこが大変難しく、今回のものは、例えばインフルエンザの迅速診断のようなもの

と大きく違うところだというふうに考えております。 
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この後、仮に感染が広がっていくということを想定した場合に、最も重要な点といたしましては、

全ての方が今回のコロナウイルス感染症であるかどうかを早く診断するということそのものよりも、

重症化する患者さんが少ないですけれども、一定の割合ではおられますので、そういう本当に重症

化した患者さんに対する濃厚な治療を医療機関として確保しておくことだと思います。ですから、

ちょっと風邪を引いたかなということぐらいで、すぐに心配をして病院に行くということだと、か

えって待合室が混んで、そこで逆に感染が広がるということがあります。根本的な治療としては、

今は特効薬があるわけではございませんし、栄養をきちんとって、睡眠をとって、水分をきちんと

とってという、いわゆる安静療養ということが基本になります。病院に入院してからもそういう補

助的な、いわゆる対症療法ということが中心になりますので、熱が高いとか、呼吸するときに胸が

苦しい、せきがどんどんひどくなってくるというようなことでなければ、決して軽症のうちに病院

に殺到するということをされませんようにということが、今後、感染が広がってきた段階において

発するべきメッセージかというふうに考えております。 

○金谷委員長 ほかに、委員の皆様から特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○金谷委員長 それでは次に、その他に入りますが、その前に暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時２０分 

────────────────────────────────────────────────────── 

再開 午前１１時２１分 

○金谷委員長 それでは再開いたします。 

３、その他、民生委員児童委員連絡協議会との意見交換会において示された課題の整理について

に入ります。前回の委員会において、民生委員児童委員連絡協議会から示された課題の整理につい

ては、提言書等を提出するとした場合の正副委員長案を示した上で、方向性を検討するとしたとこ

ろです。既に、正副委員長案を本委員会で配付させていただいております。内容を御確認いただき、

改めて、執行機関に対して提言書を提出することについて、各会派の御意見を伺いたいと思います。 

民主・市民連合。高見委員。 

○高見委員 提言書を提出してよろしいかと思います。そして、この正副委員長案の内容でよろし

いかと思います。 

○金谷委員長 自民党・市民会議。木下委員。 

○木下委員 提言書を提出すること自体は構わないと思いますが、内容の部分といたしまして、提

言事項を３項目用意されておりますが、２番目と３番目はどちらも活動費ということについての中

身で、さらに文言の部分でありますけども、上の、要はイントロダクションの部分と重なっている

表現もあるものですから、この辺を整理して、一つにまとめてというような形でつくり直すことが

できないのかなというふうに思うんですけれども。 

○金谷委員長 御意見ありがとうございます。 

続きまして、公明党。室井委員。 

○室井委員 私どもの会派も提言書の提出についてはよろしいかと思います。項目が１、２、３と

出ていますけれども、特に２に対することで、かなり会派でもめたというか、それぞれの地域の民

生委員さん、よく御存じの方々ばかりでしたので、聞いていきますと、いわゆるお金のことについ
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ては、先般、民生委員の皆様からいただいたような意見もあれば、そうではないという意見もあり、

さまざまでまとまりませんでした。ですので、できるならば２番を外していただければなと思いま

す。 

○金谷委員長 わかりました。 

次に、共産党。小松委員。 

○小松委員 この案を提言書として提出することに異議はありません。内容についても、この内容

で異議はありません。ただ、今、木下委員から発言がありましたが、その内容についても私は十分

に理解ができるということを申し添えておきます。 

○金谷委員長 それでは、今、各会派の皆様から御意見をいただき、提言書を提出することについ

ては一致したということで確認をさせていただきますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○金谷委員長 それでは文案についてなのですが、今、御意見をいただきまして、民主・市民連合、

日本共産党はこの内容でも構わないということでございました。また、自民党・市民会議からは、

２と３が、どちらも活動費について述べているため、この両方が必要かというと、一本化したほう

がよいのではないかという御意見かと思います。公明党は、２については乗れないという御判断だ

とお伺いをいたしましたので、私としましては、１を残させていただき、２は削除させていただき

たいと思います。３については、残していきたいと思いますけれども、文言を少し修正させていた

だき、２と３を網羅した形で、具体的に細かいところまでは踏み込まず、増額を検討することとい

う文言を残していってはいかがかと思います。今ちょっとお示しさせていただきますが、皆様、３

をごらんください。「活動費については、」の次の「今年度」から、２行目の「考えるため」、こ

こまでを削除し、「他の中核市の状況も勘案し増額を検討すること」の「増額を」の前に「拡充」

を入れさせていただきまして、「拡充・増額を検討すること」というようにまとめることで、項目

の１と、今お示ししました３の変更、この２項目を執行部への提言とさせていただいてはどうかと

思いますが、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○金谷委員長 それでは、そのように扱うことを決定させていただきます。 

なお、提出時期について御相談をしたいと思います。２月中にもう一度、常任委員会が開催され

ます。これは令和２年度の予算案についての説明を理事者からいただく委員会となります。開催日

程については散会後、皆様と御相談いたしますが、この２月末の常任委員会散会後に行いたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

 

○金谷委員長 それでは、ここまでを決定させていただきまして、常任委員会は終了予定でござい

ます。特に御発言ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○金谷委員長 それでは、以上をもちまして、本日の民生常任委員会を散会とさせていただきます。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午前１１時２８分 


