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令和 3 年 第 2 回 鷹 栖 町 議 会 定 例 会  

 

 一  般  質  問 
 

質問方式：一問一答方式 制限時間：45 分間 

 

尚、一部表現・言葉使い等に校正箇所あり 
 

質問要旨：新型コロナ感染症対策について 

 

青野敏 

新型コロナウイルスの英国型・南アフリカ型・ブラジル型・インド型など

の変異ウイルスの発生により、従来より感染力が強く重症化しやすい可能性

が高く、国内においても変異株の影響により、感染が再拡大をしている現状

でございます。 

道内でも第４波の感染拡大により、５月 15日から６月 20日までの緊急事態

宣言措置に伴い、特定措置区域内における不要不急の外出・移動の自粛要請、

事業所・学校・公共施設などへの詳細にわたる要請と協力依頼を行い、感染

対策が取り組まれております。 

明るい兆しとしては、新型コロナウイルス感染症を終息させる、頼みの綱

として期待をされておりました、ワクチン接種も全国の自治体で漸く始まり

ました。 

新型コロナウイルス感染症との闘いはまだまだ続きますので、取り組みに

ついてお伺いいたします。 

 

最初に、新型コロナウイルス感染対策行動計画についてお伺います 

令和２年６月第２回定例議会において、国や北海道の対策とともに、本町

のとるべき役割・対策・行動を明確にして、正確な情報発信や予防対策など

の迅速な対応が図れるように、危機管理体制に基づき具体的な行動計画策定

について質問をさせていただきました。 

その後、本町住民もウイルス感染を確認されておりますし、感染者の自宅

療養や濃厚接触者・幅広接触者としての経過観察など、住民にとっても大変

不安な状況も発生している現状であります。 

長期化が懸念をされるコロナ感染症に対して、町民を守る詳細な安全対策

が必要と考えますけれども、新型コロナウイルス対策行動計画策定状況につ

いてお伺います。 
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谷町長 

青野議員の御質問にお答えいたします。 

一つ目の新型コロナウイルス対策行動計画策定の関係でございます。 

昨年の第２回定例議会において、青野議員の質問に対し当計画を策定する

旨の答弁をさせていただきました。 

担当課において検討を進める中、国では新型インフルエンザ等対策特別措

置法の一部を改正する法律が施行され、その法律において新型コロナウイル

ス感染症を新型インフルエンザ等とみなし、措置法を適用することとされま

した。 

そのため本町においても、既に策定済みの新型インフルエンザ等対策行動

計画を運用し、新型コロナウイルス感染症対策行動計画を策定しています。 

加えて、政府対策本部の基本的対処方針及び北海道の基本方針を踏まえ、

鷹栖町新型コロナウイルス感染症対策対処方針を策定し、感染の拡大防止対

策に努めております。 

 

青野敏 

ただ今、町長から、新型インフルエンザ等の対策行動計画に基づいて、コ

ロナ対策を行っているというお話をいただきました。 

これは令和２年２月 25 日、本町として新型コロナウイルス対策本部を開設

して以来、この行動計画に基づいてということでございます。 

この行動計画の中では発生の当初、前段階として、第１段階、第２段階、

第３段階、第４段階などの段階があると思います。 

それぞれの段階で、この行動計画の中において計画をしている実施体制で

すとか、サーベイランス、情報収集、情報の提供と共有、予防、蔓延防止、

医療、町民生活、地域経済の安定の確保、等それぞれの分野において計画を

しておりますが、その段階によって対策が違いますが、町長は今の状況でど

の段階とお考えでしょうか。 

 

谷町長 

 内容についての質問が通告にありませんので、お答えできません。 

 

青野敏 

内容の質問は通告に無いとの事ですので、それであれば結構です。 

この計画に基づいて町長は対策を実行していると思います。 

行動計画の中で一番大事な対策は、本町で感染者が発生したときに、入院

治療、自宅治療、自宅療養・静養、更に、家族の中で感染の疑いがある方な
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どのであります。 

今町長が計画の中身まで聞かれてないよという話ですが、やはりこれは町

民を守るための計画ですから、インフルエンザと違ったものをやはり考えな

くてはならない部分があるんだと思いますが、考え方はございますか。 

 

谷町長 

先程の質問と重複することもあろうかと思いますけれども、お答えを先に

させていただきます。 

これについては、コロナウイルス感染症対策対処方針というのを策定して

ございます。 

それに基づいて行っているわけですけれども、そのほかにも感染者の対策

という部分では、上川保健所より感染状況等の連絡をいただき、上川保健所

で個人の方への指導等も行ってございます。 

ですから上川保健所と連携をとりながら、感染拡大を防ぐというような対

応をとらせていただいております。 

なおかつ、学校関係ですとか施設関係ですとかクラスターの可能性が大き

いという場合は、上川保健所のほうにこちらから要望しまして、濃厚接触者

以外の幅広接触者についてもＰＣＲ検査を行ってほしいというような要望を

行いまして、その都度対応をさせていただいて、上川保健所にもその対応に

応えていただいているという状況です。 

 

青野敏 

その都度、道保健所の指導を受けてという話です。 

基本的にコロナウイルスに関しては、町が行うというよりも保健所で感染

の関係についてはしっかりと取り組むということなのでしょう。 

但し行動計画の中には、町が北海道からいろんな情報をいただいて、その

中で潜伏期間など注意するまでの期間を踏まえて、生活の維持に必要ないろ

んな処置をするということも計画の中にはあります。 

ですから、私はこういう行動計画の中においては、これを基本とするのは

良いのですが、今回のように新型コロナウイルスは、感染を封じ込めるため

に、それぞれの家庭での行動が重要です。 

また、家庭での実態においては個人で対応できる部分と家庭内感染しでど

うしても外出できなくなった方々に対して、細かく町としての行動計画を立

てるというのは大事だと思います。 

担当課とどの様な打合せをされていますか。 
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谷町長 

現在、北海道で緊急事態宣言が出されておりますけれども、鷹栖町では措

置区域というふうになってございます。 

その措置区域に対する住民の対応等はホームページですとか広報ですとか、

そういうもので皆さんにお知らせをしてございます。 

また、その都度ホームページで私のほうからメッセージを発信させていた

だいて、万が一困ったときには生活相談センターというのが健康福祉課にご

ざいますので、そちらのほうに御一報いただければ、すぐ対応できる体制を

とらせてもらって、住民の方にはお知らせをしている状況でございます。 

 

青野敏 

鷹栖町としてまだまだ続く状況において、町民を守る計画が大事だと思い

ますので、行動計画の中にコロナ対策を追加する考え方はございますか。 

 

谷町長 

先ほども申し上げましたけれども、この感染症対策というのはまだ経験値

の浅いものでございます。 

対処方針というのも北海道でも出しておりますので、それに合わせて町で

も対処方針を策定させていただいて、その都度、臨機応変に対応をさせてい

ただいている状況でございます。 

青野議員から御指摘がありました行動計画の変更等についても、このコロ

ナウイルスの正体といいましょうか、そういうのが分かってくれば、変更す

べき点があれば変更しなければならないなというふうに考えてございます。 

 

青野敏 

此れからも長く続くコロナ対策では、感染拡大を防止するためにトータル

的な考え方をされていると思います。 

鷹栖町スタイル的な取り組みでもいいのではないかなと思いますが、その

様な考え方ございますか。 

 

谷町長 

現在では制限等も国・道等でも基準というのが設けられています。 

それを参考にしながら私たちも行っている状況でもございますので、防災

対策の本部会議を今まで 21 回開いているおり、状況に応じて鷹栖町の場合は

どうなのかということを、担当課長中心に全体の課長も集めて議論をしなが

ら今まで決めてきている経過もございます。 

その甲斐もあって、鷹栖町内の感染者を爆発的に増加することなく、安定
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した状況で来ておりますので、今後もそういうような対応をとってまいりた

いと思ってございます。 

 

青野敏 

鷹栖町は新北海道推進協議会に加盟をされていますが、今後の行動計画も

この考え方の中に入っていますか。 

 

谷町長 

それらも含めて今後、良い方向に進むように考えていくというのは、今ま

でも答弁したとおりでございます。 

 

青野敏 

新型コロナウイルス感染症対策の影響と検証について伺います。 

一点目に、新型コロナウイルス感染症の発生から１年５カ月が経過をして

おります。 

感染症による影響を受けた住民・事業者の実態調査、これは以前から議論

になっていますが、進捗状況も含めてお聞かせ願います。 

また、町長が現状の中で判断をされていることも含めてあればお聞かせ願

えますか。 

 

谷町長 

続いて、実態調査の関係でお答えいたします。 

新型コロナウイルス感染症の発生以降、健康福祉課内の生活福祉相談セン

ターが中心となり、町民の皆さんへの各種支援金や町税などの猶予制度など

情報提供のほか、生活困窮をはじめとする様々な相談を受け付けており、関

係課と情報共有しながら対応をしてございます。 

また、今年度事業において令和２年度の住民税非課税世帯及び令和２年度

中の世帯収入が住民税非課税相当である世帯の方に、２万円から３万円の商

品券を支給する新型コロナウイルス感染症対応生活応援事業を実施しており、

生活状況など実態把握に向け、申請者の方にアンケート調査を行っておりま

す。 

次に、町内事業者の実態調査につきましては現在、町内事業者への支援策

として、前年の売上げから 10％以上減少している事業者に対して、新型コロ

ナウイルス感染症対応事業継続応援金を支給しております。 

その中で現況の聞取りを行い、売上げが減少した事業者の実態把握に努め

ているところでございます。 

応援金事業としましては、５月 31日現在で 35件の支給を済ませているとこ
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ろであり、売上げの減少理由のほとんどは外出自粛による飲食をはじめ、消

費活動の停滞が報告されております。 

ワクチン接種をはじめ、感染症拡大防止に関する対策が進み消費活動の回

復を期待する一方で、自身の事業経営に対して不安を抱いている事業所が多

い現状です。 

特に接客を行う事業所においては、自社内での感染防止対策を強化する取

組みへの支援を求めており、先日の第４回町議会臨時会において、新型コロ

ナウイルス感染防止対策強化補助金を提案させていただきました。 

今後、事業活動を継続するために必要となる対策につきましては、商工会

と連携しながら検討を進めてまいります。 

 

青野敏 

実態調査は町民と事業者の大きく 2点に別れます。 

国の支援事業で生まれ年などで対象から外れた方に対して、手早く対策さ

れたことについてはすごく評価しています。 

但し、コロナ発生から１年５カ月が経過して、現状でコロナ前の生活実態

に町民の方々が戻れているのか。 

現状で金銭面・健康面など通常の生活に戻れているかというと恐らく、ど

なたもコロナ前の状況に戻れている方はいらっしゃらないと思います。 

この認識は町長と私は一緒だと思っています。 

様々な調査をされているというのはわかりますが、その中で町民や事業者

の方々の現状をどの様に認識されているのかお聞かせ願えますか。 

 

谷町長 

先ほどの答弁の中でもお話をさせていただきましたが、町民の皆さんの生

活は、１年５カ月前と変化がないという人は誰もいないと思います。 

コロナウイルスから、生活の中で様々な行動自粛をしながら生活している

状況だと思います。 

また、事業所の方については行動制限がかかる中での売上げの減少が多く、

将来の経営にも不安を感じているという方がいらっしゃるということも、

重々承知してございます。 

それは皆さんの御承知のとおりだと思います。 

それらを 100％に戻すというのは不可能かもしれませんけれども、それに近

づけるように議会の皆様とも、国の交付金等も有効活用していただきながら、

様々な事業もさせていただいていますし、現在、実態調査、聞取調査も行っ

てございますけれども、国の３次補正の分でまだ事業で使える部分もござい

ますので、これからも町民の皆さんのお話を伺いながら、議会とも相談し事
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業を組み立てていきたいというふうに考えてございます。 

 

青野敏 

これからも、先ほどの話と重複するかもしれませんけれども、コロナの影

響というのはまだまだ続きますので、コロナ前の生活、事業の実態などの経

済状況も含めて、戻りまでは大変時間がかかると思います。 

此れからも、町民の方々や事業者の意見を聞き、行政、商工会、団体の協

力していただきながら、支援を宜しくお願いをしたいと思います。 

 

次の質問に移ります。 

国の感染症対応地方創生臨時交付金を受け、本町では「守る」「備える」

「攻める」の視点から、感染症予防対策、生活支援対策、経済対策などに取

り組みましたが、実施事業の検証について伺います。 

 

谷町長 

御質問にお答えいたします。 

新型コロナウイルス感染症対策については、感染拡大を防止とともに、感

染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し地方創生を図るため、

「守る」「備える」「攻める」の３つの視点に基づいて対策を進めておりま

す。 

一点目の「守る」については、収入が減少した生活困窮世帯に対する生活

支援金の給付や、町内の事業者の事業活動を支援する事業継続緊急支援金の

補助などの事業を展開し、生活の維持や雇用事業継続のための臨時的な対策

を行っています。 

「備える」については、公共施設や町内事業所における換気や消毒液、飛

沫防止用パーテーションの設置など、衛生対策を実施し、さらなる感染拡大

の防止、感染予防と経済活動の両立を図る取組みを進めています。 

「攻める」については、新しい生活様式への対応に合わせて、町の重点施

策や事業の前倒しを行い、新たな価値の創出や未来への投資につなげるもの

と、ＩＣＴ教育環境や町内光ファイバー網の整備、農畜産物の消費拡大など、

環境整備や経済対策を実施しております。 

これらの取組みに対する検証でございますが、感染症拡大防止については、

効果の把握は難しい部分がありますが、感染症が出た町内施設において、そ

の事業所と連携を密にして緊急対策を実施し、爆発的感染を防止しているこ

とは、議員も御承知のとおりと存じます。 

また、町として把握できる公共施設においては、クラスターが発生してい

ないことから、感染拡大防止の効果があったものと考えております。 
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感染症による影響を受けた住民の方への事業への効果については、各種給

付金、支援金による経済支援を行うことで、対象世帯の負担軽減につながっ

たと考えております。 

今後も健康福祉課内の生活福祉相談センターを中心とした相談内容や現在

取りまとめ中の生活状況など、アンケート調査の結果をもとに、継続して検

証してまいります。 

 

青野敏 

それぞれの事業において、国の交付金を使いながら活用している事業を行

っています。 

実態調査の話も含めて１年５カ月が経過して、まだまだ、「守る」ところ

に再度戻らなければならないと思っています。 

町民の実態、事業者の実態を踏まえたとき、それぞれ支援金や 500万円の緊

急融資制度でつながる事業はありますが、融資後１年据置きですから今年４

月からその元金の返還が発生します。 

先程の話で事業者が当時の状況に戻っていなければ、まだ返すお金はあり

ません。 

生活困窮者も同じで、もともとの収入まで戻っていなければ、借りたお金

を使いまた借りなければ生活が出来ない、そういう現実だと私思っています。 

ですから、私の考えは３つの重点施策の中で、これから取り組まなきゃな

らないのは、町民の生命を守る、生活を守る、そのことがまずは第一だと思

っています。 

どうですか町長の考え方は。 

 

谷町長 

今の御質問にもありましたけれども、個人の方では緊急小口資金等も借り

られている方もいらっしゃいます。 

これらについては、減免制度、償還の免除制度もございますので、借りら

れた方と相談をしながら、そういうこともお知らせしながら進めてまいりた

いと思います。 

また、緊急融資制度の償還の関係ですけれども、これらについても金融機

関との間で返済が困難な場合、３年間の猶予が受けられるというような規定

もございます。 

その部分の情報もお伝えしながら、事業者にとって今何がベストなのかを

丁寧に相談できるように、事務方にも準備をしながら相談にもあたっている

ということを御承知おきいただきたいと思います。 
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青野敏 

生活困窮者への事業は国でも行っていますね、ちょうど今日の新聞で国の

支援金事業の記事が載っていました。 

厚労省で困窮世帯に最大 30 万円を支給する支援制度、新型コロナウイルス

感染拡大生活困窮者支援金、これを新たにまた取組むという記事も載ってい

ました。 

是非、国・道・町を挙げて、１年以上経って生活水準が戻らない実態があ

るかと思いますので、しっかりと認識をしていただきたいと思います。 

また、町の緊急特別融資制度は、昨年度 21 件 9,250 万円の貸付、今年５月

の段階で２件 300万円の事業が実施されています。 

この事業は 1年延長されましたから、事業者としてはこういう事業資金を使

いながら、しっかりと体力をつけてこの先に向かって頑張って頂きたい。 

今後も感染症が収まるまでには長期化が予想される中、既存支援事業の拡

大や期間延長、鷹栖町らしい新たな支援事業について、谷町長が町民を守る

という気力を出していただいて、町民に元気を出して下さいとどんどん発信

していただきたいと思います。 

ワクチン接種もこれから始まりますから、考え方あればお聞かせ願えます

か。 

 

谷町長 

これらも先ほどの御質問と答弁でもありましたけれども、100％には戻るこ

とは本当に厳しいのかなと思いますけれども、それに近づけるように、職員

も私ももちろん努力をしてまいりますし、議会の皆様方とも相談をさせてい

ただきながら、これからも取り組みたいと考えてございます。 

 

青野敏 

三点目の質問に移ります。 

アフターコロナ・ウィズコロナを見据えた取組みということでございます。 

一点目、アフターコロナ、ウィズコロナを見据えた鷹栖町スタイルの新た

な生活様式に向けた行政の検討について。 

これは先ほどの計画と類似する面があるかと思いますが、これからのアフ

ターコロナ含めて、やはり行政として考えなくてはならないことあると思い

ますが、取組みについて聞かせ願えますか。 

 

谷町長 

アフターコロナ・ウィズコロナを見据えた鷹栖町スタイルの新たな生活様

式に向けた検討ですけれども、今後も新しい生活様式を実践していく必要が
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あると考えます。 

また、外出自粛をしていく中で注目を集めているオンライン化も取り入れ

ながら、安全性、利便性、効率性を高めてまいります。 

 

青野敏 

アフターコロナの中で、やはり一つ行政として考えていただかなくてはな

らないことがあると思うのですね。 

これは次世代型行政サービスの推進、マイナンバー制度を使った利活用の

中で検討することができないか、オンライン化や電子化等で手続きを簡素

化・迅速化する、そういうことが必要だと考えています。 

また、新しい働き方の推進として、テレワークの定着や web会議等々があり

ますし、変化を加速化するための制度といいますか、書面ですとか押印です

とか対面主義からどのように脱却するか、そんなことも想定をしていかなく

てはならないと思うのですね。 

ウィズコロナ・アフターコロナを見据えて、考え方はございますか。 

 

谷町長 

今回の地方創生コロナ交付金の関係で、予算の上程をさせていただいてお

りましたけれども、コンビニ納付ですとか、住基カードを使った住基台帳の

管理事業なども町のほうで進めるということもそうです。 

また、テレワークの定着という部分では、役場の中ではそういうようなこ

とも進めてございますし、教育関係ではタブレット端末を活用しての学習活

動の推進というのも行ってございます。 

また、マイナンバーを使っての電子化の推進といいましょうか、それも国

とあわせてできるように、今研究もしてございますので、新しい生活スタイ

ルの中で、光回線の敷設も今年度完了しますので、それらの部分も含めて進

めてまいりたいと考えてございます。 

 

青野敏 

これについては、町だけで出来る事業やマイナンバーカードをどのように

利活用できるかということも含めて国・道とも一緒にやらなきゃならない部

分があると思いますから、今後是非、そのことも含めながら考えていただき

たいと思います。 

 

 

 

町民の安全安心を最優先にしたワクチン接種の計画について伺います。 
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高齢者の接種希望者がいかに早く安全に受け、利便性を良くするか。 

昨日の新聞に要介護タクシー利用の件で東神楽町が載っていましたが、全

国でもワクチン接種を受けるために、高齢者の方々がどうしても移動ができ

ない、移動に対して不自由な方にタクシー券を送付する等、様々な方策によ

り接種を迅速に安全に行える事業を行っているところがたくさんあります。 

もう一点、当町としては 22 日から鷹栖地区センターにおいて集団接種が始

まりますけれども、この件も接種される方が座ったままで問診などを受け、

職員が移動して接種する手法が、京都・福岡でも話題になっています。 

是非安全に町民が受けられる、そんな体制が必要だと思いますけれども、

その辺の考え方はございますか。 

 

谷町長 

ワクチン接種の関係につきましては、適宜、議員協議会で報告させていた

だいておりますけれども、７月末に高齢者の方、65 歳以上の方の接種がほぼ

終了するスケジュールで進めております。 

５月６日から医療従事者、高齢者施設の利用者及び職員、75 歳以上の在宅

高齢者と順番に接種を進めており、先週からは障がい者施設の利用者及び職

員、来週からは 65歳以上の在宅高齢者の方の集団接種を行います。 

集団接種の申込状況によっては、基礎疾患のある方への接種も予定してご

ざいます。 

64歳以下の方の一般接種については８月以降を予定しております。 

先の議員協議会で、口頭でも説明させていただきましたけれども、現在、

上川中部圏域の住民が、旭川市内の医療機関でもワクチン接種できるよう、

旭川市と上川中部圏域の各町及び旭川医師会、上川郡医師会で調整しており、

これも実現すると町民の接種もかなり進むことが期待されております。 

また、医療機関と現在協議をしておりますが、65 歳以上の高齢者の接種同

様に、町内での個別接種や集団接種も含め、町民の皆さんがなるべく早期に

ワクチンの接種を終え、安心・安全に生活できるように努めておりますので

御理解を願います。 

また、補足になりますけれども、高齢者の方のワクチン接種ですけれども、

町内の高齢者の法人とも相談をさせていただきまして、入居者もそうなので

すけれども、デイサービスや通所されている方も協力をしまして、足がどう

してもそういう方はないというような不安もありますけれども、安心して接

種が受けられるように、健康福祉課と法人とも相談させてもらって、医療機

関でそのように安心安全な接種をしてございますので、申し上げたいと思い

ます。 
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青野敏 

私が聞こうとしていた訪問接種の関係の話もしていただきました。 

どうしても病院で受けられない方もおられますので、そういう方々に対し

て、鷹栖町としては訪問接種を医療機関にお願いして手厚く行っていただき

たいと思います。 

また、私はこのワクチン接種は希望される方は 100％でしょうけれども、ど

うしても希望をされない方もいらっしゃると思います。 

自分の身体を守るということもありますし、人に感染をさせない、そうい

うことにも役立つと思います。 

ですから、そういう意味ではいかにこのワクチン接種をしていただく事を

理解していただく手立てが必要だと考えます。 

接種率を上げるというよりも、接種を希望しない方々にもぜひ受けていた

だくようなそういう行動について行政としての考え方は。 

 

谷町長 

ワクチン接種についてはどのワクチンもそうですけれども、御本人の希望

接種となっております。 

ただ、青野議員のおっしゃることも重々承知してございますので、これか

らも周知、ＰＲに努めたいと思います。 
 


