
 

○３番（中村  等君）   おはようございます。議員番号３番、中村 等でござ

います。議長の許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。マスク

を外してお話させていただきますことをご容赦お願いします。 

 初めに、連日、テレビ・新聞等で新型コロナウイルスの感染症の報道がなされてい

ます。一日も早い早期の鎮静化を望むものであります。 

 また平成２３年３月１１日１４時４６分の東北地方の太平洋沖地震が発生して９年

が過ぎました。犠牲者の方々に哀悼の念を示しますとともに、今後、起こり得ると思

われる東南海地震に対する教訓としていきたいと思います。 

 さて、話は変わりますが、私たち町会議員は無投票にて当選させていただき、早１

カ月が過ぎました。１４名中２名の新人を迎えました。これから東員町議会に新しい

息吹を吹き込んでいただけるとご期待申し上げます。もちろん私も負けていられませ

ん。私は昨年４月に当選させていただき、２期目ということにはなりますが、初心を

忘れることなく、先人が養った故郷を次世代にきちっと継承するために、町民の方々

に可能な限りお会いさせていただき、一期一会の精神を忘れることなく、皆様の声、

意見をお聞かせ願い、選挙公約をしっかりと実現するよう、今度は４年間取り組んで

まいる所存でございます。精いっぱい、論点を明確にしながら、一般質問をさせてい

ただきたいと思いますので、どうぞ時間内よろしくお願いします。 

 通告書に従って質問させていただきます。今回は冒頭でもお話させていただきまし

た新型コロナウイルスの感染症に対する町対応の一点に絞ってご質問させていただき

ます。 

 昨年、我が町は忘れることのできない大きな災害に見舞われました。令和元年９月

４日から５日にかけて町を襲った激雨、町に大きな災害をもたらし、大雨警戒レベル

５の災害が発生しました。レベル５の災害が発生したにもかかわらず、我が町に死亡

事故がなかったことは昼夜を問わず対策、対応に当たられた町長を始めとする職員の

皆さんの日ごろからの危機管理の努力の結果によるものと考え、敬意を表しますとと

もに、その後の復旧対策に対する対応も評価されるべきと考えます。 

 しかし、今また、全国的な災害、いや世界的な災害ともいうべき新型コロナウイル

ス感染症の脅威が町民の方々にさらされております。世界保健機関ＷＨＯによれば、

現時点の潜伏期間は１日から１２．５日、多くは５日から６日とされており、また他

のコロナウイルスの情報などから、感染者は１４日間の健康状態の観察が推奨されて

おります。これまで国内の複数の地域で感染経路が明らかでない患者が散発的に発生

しており、一部地域には小規模患者クラスター、いわゆる小規模患者集団が発生して



 

おります。現時点で、三重県では１月３０日に県内で初めて５０代の男性が新型コロ

ナウイルスに感染したということが判明し、また今月の４日、中部国際空港へ帰国し

た県内に在住する４０代の男性が空港検査で確認されました。１０日には伊賀保健所

内に住む３０代の女性が感染症のＰＣＲ検査の結果、陽性だったと発表しました。三

重県の在住者で感染が確認されたのは本日１２日現在、この女性の近親者を含め７名

の方の感染が確認されました。徐々に感染者が増えております。今後、大規模な感染

拡大が発生する可能性も出てきました。既に隣の愛知県で小規模患者クラスターが確

認されております。感染の流行を早期に鎮静させるためには、クラスターが次のクラ

スターを生み出すことを防止することが極めて重要であり、徹底した対策を講じてい

くべきであります。町としても新型コロナウイルスの感染症について、国や県からの

情報を的確に把握し、国・県が現在講じている対策と、今後の情勢を見据えることで

講じていくべき対策を現時点で整理し、町としての危機管理と基本方針を総合的に分

析して対応を町民の方々にお示しすることが重要と考えます。 

 また、今後一番の問題になると思われますのが風評被害です。根拠のないうわさの

ために受ける被害、特に事件や事故が発生した際、不適切な情報がもたらされたため

に本来は無関係であるはずの人々、団体までもが受ける損害のことです。今現在、コ

ロナウイルスにかかりトイレットペーパーが品薄になる旨のＳＮＳでの投稿があり、

人々の生活に影響が及ぶこととなっております。また１月の県内で初めて県内在住者

が新型コロナウイルスに感染したことが判明した発表時には近隣市町の総合病院に入

院したらしいと、全く事実とは異なる誤った根拠のない、いわゆるデマが拡散しまし

た。この手のデマを防ぐためには、正確でわかりやすい情報提供や呼びかけを行い、

冷静な対応を促すとともに、しっかりとした情報の開示が必要と考えます。 

 そこで１番目に、町の対応といたしまして、今後、東員町、または近隣市町で新型

コロナウイルス患者が発生した場合の対応。 

 ２点目に、多数の町民の方々が参加しますイベント、町行事についての対応につい

て。 

 ３点目、職員の対応として、窓口相談と職員の対応の３点についてを町長に。 

 ４点目として、学校対応として、今月の３月２日から３月２５日までの小学校、中

学校の休校時の教育と給食費等の取り扱いを教育長にお伺いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   おはようございます。コロナウイルス、大変でござい

ますが、ご質問にお答えさせていただきたいと思います。 



 

 新型コロナウイルス感染症は、昨年１２月以降、中国武漢市において発生が報告さ

れて以来、急速な勢いで世界に広まっております。三重県内では１月３０日に１人目

の陽性患者が確認されましたが、現在、その方は治癒され、医療機関を退院されてお

ります。また、３月１０日以降、今、議員がご指摘のように、現在７人の陽性患者が

確認されております。 

 日本国内での急速な拡大状況を鑑みますと、予断を許さない状況にあります。本町

におきましても、刻々と変化しております状況に対し、保健所を所管する三重県と連

携を密にしながら、対策を講じております。 

 既に町民の皆様にご案内申し上げましたが、３月中に町が実施する行事につきまし

ては中止または延期させていただいております。感染拡大防止、町民の皆様の不安解

消といった観点から、現状況下で開催の必要性を検討した上での対応でございます。 

 また、町職員には、手洗いの励行やマスクの着用などせきエチケットの徹底に加え、

不要不急の外出の抑制を指示し、町施設に来訪される方に対しましても感染症予防の

啓発に努めておるところでございます。 

 行事の中止や町施設の休止等に伴い、町民の皆様にはご不便をおかけいたしますが、

町民の皆様の健康を守るために、今後も国や県の動向に注視しながら、適切な対応を

とってまいります。 

 なお、学校に関するご質問については教育長、その他詳細につきましては担当課長

より答弁させていただきます。 

○議長（水谷 喜和君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   おはようございます。私の方からは、学校対応につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 一点目の休校時の教育についてお答えいたします。今回の新型コロナウイルスの感

染拡大防止への対応として、本町でも国からの要請を受け、現在、全小中学校で臨時

休校の措置をとっております。この間、児童生徒の学習保障を、各家庭において、で

きる限り可能とするために、各校より学習課題の提供を行っております。児童・生徒

には、現在日常的に使用している学習ワークやドリル、新たに作成した学習プリント

を配布し、学習の定着を図ったり、未学習の内容を予習するよう指導しております。

また、各家庭への学習内容等の通知は、各校の「マチコミメール」や学校だより等の

通信でお伝えしております。 

 なお、現在も臨時休校措置を継続しておりますが、子どもの居場所の確保を目的に、

保護者の方が仕事を休めないなど、やむを得ない事情により子どもが自宅で過ごすこ



 

とが困難な小学校の児童及び中学校の特別支援学級籍の生徒で、希望者を対象に受け

入れを実施しているところでございます。 

 次に、２点目の給食費等の取り扱いについてお答えします。給食費につきましては、

臨時休校となりました３月分は、保護者の皆様から徴収しないこととさせていただき

ます。また、既に購入された食材につきましては、幼稚園・保育園給食の献立や使用

材料を変更するなど、できる限り食材廃棄の削減に努めています。 

 このように、小中学校の臨時休校につきましては、児童・生徒やその保護者の不安

や負担を減らし、柔軟な対応と適切な支援を行ってまいりますので、よろしくご理解

賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（水谷 喜和君）   健康づくり課、佐藤光広課長。 

○健康づくり課長（佐藤 光広君）   おはようございます。私からは、町コロナ

ウイルス対応についてのご質問につきまして詳細な内容をお答えさせていただきます。 

 １点目の患者が出たときの対応でございますが、まず、感染の疑いがある方は、桑

名保健所内の帰国者・接触者相談センターにご相談いただきまして、同センターが調

整した医療機関で受診または検査を行っていただきます。そのため、感染者の情報は

桑名保健所から報告されることになります。町内で感染の確認が報告された場合は、

対策本部を設置し、桑名保健所と連携を密にして対策を講じたいと考えております。 

 次に２点目の町行事対応につきまして、３月中の町主催行事におきましては、開催

の必要性を検討し中止・延期を決定いたしました。基本的には、国及び三重県の基準

を参考としながら、複数の人が集まる行事について、この時期に開催しなければなら

ないものかどうか、また、参加者が特定でき、感染予防対策を徹底の上、開催できる

ものかどうかを考慮して、開催の可否を判断しております。４月以降の行事につきま

しては、感染拡大の状況を見ながら検討してまいります。 

 ３点目の職員の対応といたしまして、住民からの相談窓口は、三重県が所管します

桑名保健所となっております。その周知を行っておりますけれども、町へ問い合わせ

があった場合は、健康づくり課において対応しております。これまで、少数ではござ

いますが、県内感染者の所在に係る問い合わせや、マスクや消毒液が不足しているこ

とに関する相談などについて対応した実績はございます。 

 職員の来客時の対応においては、マスクの着用を徹底させ、来訪される方にご利用

いただけるよう、町施設内にアルコール消毒液を配置するなどの対策を講じていると

ころでございます。 

 今後も、町民の皆様の不安をできる限り軽減できるよう努めてまいりますので、ご



 

理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   答弁ありがとうございました。大体ご説明いただきま

したので、わかりましたところがあるんですけど、ちょっと再質問をさせていただき

たい部分がございますので、質問させていただきます。 

 まず今、主にコロナウイルスの町の対応に当たられるのは健康づくり課ということ

でよろしいのでしょうか。危機管理の面から見ても、危機管理課と共同とか、そうい

うことはなされないんでしょうか。ここにクラスターがあった場合、感染症の町の対

策の場合、危機管理の面からも庁内で感染症の把握、サーベイランス、発生動向調査

等が必要となると考えます。その辺はいかがでしょうか。 

○議長（水谷 喜和君）   環境防災課、三林隆宏課長。 

○環境防災課長（三林 隆宏君）   お答えさせていただきます。この新型コロナ

ウイルス感染症につきましては、当然危機管理部門の私ども環境防災課も、今現在、

対策連絡会議というものを発足させていただいて、それぞれの部署で、例えばイベン

トの中止・延期等の相談等々きております。そういう中で私どもも入って、対応の協

議をさせていただいているところでございます。 

 また今後、この感染が拡大することもあると思いますし、国の方がまたいろんな対

応の中で緊急事態宣言を出される場合もあると思います。そうなりますと、町といた

しましても、この対策会議じゃなくて、いわゆる対策本部の立ち上げをすることにな

ってくると思います。そうなると、健康づくり課と私ども環境防災課がこの事務をつ

かさどることになりますので、しっかりとやっていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（水谷 喜和君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   ぜひとも共同していただいて、危機管理、健康づくり

課さんは大変だと思いますが、防災の面からもフォローをしていただけたらと思って

おりますので、よろしくお願いします。 

 あと、今度は町長にお伺いしたいのですが、神戸市は兵庫区役所で働く４０代の女

性が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。町職員に

対しても、先ほどお答えはいただいたのですが、不特定多数の方が密集する密室とな

り得ることから、日ごろの手洗い、消毒の徹底はもちろんのこと、体調不良が見られ

る職員への休暇の勧奨、テレワークや時差出勤の推奨等を勧めてみられてはいかがで

しょうか。 



 

○議長（水谷 喜和君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほど申し上げましたように、手洗いだとかマスクの

着用だとか、そういうのは徹底をさせていただいております。ただ時差出勤になると、

小さな町ですから、業務的になかなか難しいところがあるのかなというふうに思って

おりますので、検討はさせていただきますが、ちょっとこの規模では難しいかなとい

うふうに思っています。 

○議長（水谷 喜和君）   総務課、西村隆嘉課長。 

○総務課長（西村 隆嘉君）   済みません、少し事務的な補足をさせていただき

ます。 

 職員の体調不良につきましては、風邪等の諸症状を発した場合、出勤することが好

ましくないと認められる場合は、特別休暇扱いをさせていただくということで、広く

職員、保育園・幼稚園の職員さんも含めて、ご案内をさせていただいております。 

 それと、時差出勤につきまして、町長が申し上げましたとおり、うちの状態はその

ようなことでございます。 

 それと公共交通機関の利用職員が、今、定期で通っているのは１名なんですけども、

この者につきましても、自主的に公共交通機関から自家用の方へ切り替えをさせてい

ただいております。 

 あとテレワークにつきましては、情報部門から答弁させていただきます。 

○議長（水谷 喜和君）   小山 均財政課長。 

○財政課長（小山  均君）   情報通信担当部署の財政課の方からお答えさせて

いただきます。 

 テレワークというお話でございますけども、今、行政の方ではペーパーレス管理シ

ステムというのを推進しながら今、導入を行っておるわけでございますが、その際に

もテレワークというものについて検討はしておりました。ただ実際に行政が取り扱う

事務につきましては、個人情報取り扱い業務が非常に多くございます。また特に特定

個人情報になりますと、保護管理区域というのが厳格に定められております。したが

いまして、その自宅でもってということになりますといろいろな問題も生じてまいり

ますし、ウイルスに感染する、あるいはいろんな情報漏えいというところも危惧する

必要がございますので、これらを総合的に解決する方法が確立されてまいりましたら、

そういうところも導入も視野に検討していくべきではないかなということを切に感じ

ております。実際にはその会社の方では既にテレワークは始まっておりますので、行

政もできないわけではないというふうには感じております。 



 

 以上でございます。 

○議長（水谷 喜和君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   職員の方からうつす側になっても、うつされる側にな

ってもいけないと思いますので、その辺は大変注意をしていただきたいと思います。 

 今度は休校時の教育について再度お伺いします。プリントなどを配られておるとい

うことでございますが、教育が受けられないということは非常に問題でございます。

授業時数や学び残しについて標準時数に達していなく、法に反するものではないとは

されておりますが、学習が終わっていないもののうちで、学び残してはいけないもの

があればしっかりと記録し、次年度担当に引き継ぎ、次年度担当当初に修復すること

が必要です。臨時休校中の学習については、児童・生徒が学ぶことでできる学習方法

がプリントということでございましたが、学び残しについてはいかがでしょうか。 

○議長（水谷 喜和君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えさせていただきます。現在、それぞれの学校

でどういうところが教科として学び残しというところがあるかというのを精査してお

ります。中学校３年、小学６年生は現時点ではほぼありません。小学校のいわゆる在

校生、１年生から５年生、それから中学校の１年生から２年生までありますので、そ

のところをどうしていくかというのを現在検討中であります。 

 私どもが今、考えているところは、４月当初は前年度の学び残しのあったところを

進めていく。そして今後ちょっと明確じゃないんですけども、あと休業期間中、その

後の時間数をどうするかというのは検討課題として進めていかなければならないなと

思っております。 

 以上です。 

○議長（水谷 喜和君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   学ぶことの時間が減るということは、私は非常に問題

だと思います。ぜひとも検討の方をしていただきたいと思います。 

 あと、臨時休校で給食がとまった食材なのですが、私もちょっと確認をさせていた

だいたら、給食センターの方も調理員が休日も出てとめられるものはとめて、変えら

れるものは変えていただいたと答弁もいただきました。この食材は食育の場ですので、

単なる野菜の材料でなく教材と考えます。大変努力をしていただいているということ

がわかりましたので、その辺は感心しておる次第でございます。 

 ただし臨時休業で給食がなくなってしまいましたので、家庭の方のお母さんたちが

食事などに大変困られておると思うのですが、給食を含めた簡単なレシピなどを配る



 

というようなことはできないでしょうか。 

○議長（水谷 喜和君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   臨時休校になりまして、それぞれのご家庭には大変

ご心配をおかけしております。先ほどのご提案ですけども、その学校現場も今プリン

トをどう配するかとか、連絡をどうするかというのはちょっと混乱しているところが

あります。その上に、今、レシピを配るというところになりますと、少し、今回の休

校中の対応は無理かなと。ただ今後、あってはならないんですけど、このような状態

になったときにどうするかというところの一つの検討をさせていただきます。 

 それから、少し別口なんですけども、実は一つうれしい報告をもらっておるんです。

それはどういうことかと申しますと、東員町では「弁当の日」というのを実施してい

ます。「弁当の日」というのは自分でお弁当を調理、献立、後片付けまでするという

取り組みであります。この休業期間中に、保護者の方も大変だと思いますけれども、

自分のところはそういう「弁当の日」をして、子どもたちに作っておると、僕はライ

ンを見せてもらったんですけど、自分の作った料理を、お父さん食べてねとか、早く

帰ってきてねというようなラインを見させていただきました。私は学習もすごく大事

だと思いますけども、このような時期にこそ、私どもの生活にかかるスキル、衣・

食・住のスキルを子どもたちにきちんと教えていただける、大変だと思いますけども、

機会にも使っていただければありがたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（水谷 喜和君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   ありがとうございました。 

 コロナウイルスは現在、終息の状況にはないのかなと、今後もまだまだ対応が日々

変わっていくかと思います。先ほどからお尋ねしておりますが、毎日、日々の対策に

職員の皆様、町長をはじめ、大変忙しいとは思いますが、柔軟性のある対応と、それ

から、先ほども申しましたけど、風評被害、またはもし発生した場合の差別などが起

こらないように、正確な情報開示とデリケートな部分もあるかと思いますので、その

辺の対応をお願いしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうござい

ました。 


