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司兵庫県南あわ じ市議会議長　熊　 日ヨ

新型 コロ ナウ ィルスの抜本的な筒策を求める 意乳書

新型 コロ ナウ ィルスの感染が急速に拡大 し、 淡路氈で も感染者が確認さ れた。

今後、ま った く予断はおニ されず緊迫した状況が続く こと が予測さ れる。

国民 生ほ への 影響 は計 り知 れず 、経 済活 動に おい ては観光飲食 業な どの 経営 危機 が急速

にｔみ、 ＷＴ蓊水 歛業 への 尨撃 も宙、が って いる 。天童の 心を のス トレ ス、 保盲亀の負驍も羝

して おり 、高齢者施設やＫ療施設を はじ め、 市民の９康不安や危機意識は増すばかり であ

る。 国の 筧策 も遅れが ちで あり 政府 にが して 国Ｒ から の筒策強化の 要望 は強 くな って いる。

国民 生き に宦、が る不 安を 解示 し、 命と くら しを 守る 手を てを 機動 的、 効果 的に 行う よう

な下 の項 目に 取り 組ま れる よう 国に がし要隻する 。ま た、 併せ て県 にお いて も国 にが して

Ｓく 要望 して いた だき たい。

１） 諸外国で行われ、 効タ＝が 上が って いる ＰＣ Ｒ検をを 輻ぶ く実施し 、新型コ ロナ ウィル

スの感染状況 を‾χ］ミ確 に把握し 、感。染拡大 を効果的 に防 ぐよ うぢ！一 息に 手立てを 打つ こと。

感染経路 不「！１」、 クラ スタ ー頻発の 現状 を打 開し 、Ｋ療崩 壊を これび上拡大 させ ないこ

とを なり 組み の軸 に回 確に 据え るこ と。

２） 夕ＨＪｊ 自粛などによ り、 営業に大 きな打撃 を・ けている 事業者への救済八び営業補償

斐びに従業員 の雇用維持対策を 国の責任で確実に行う こと。

また 、休業要請に より き業 を自 乗し てい るき舗の社業 中の 賃借翦等 固定経費 を支援

する 制度 を拡充す るこ と。

３） 新や コロ ナウ ィル ス感 染が 収束 する まで 、経 営維持に 努め る事 業者 に無利子 無担保

の融資を適時的確に行い、 返済猶予、返済期 限を長期 に措置するこ と。

４） ワク チン の開発・ 製蜃をｊｉ！急に進め ると とも に、 治療悵を速やかに確をする こと。

また 、マ スク 、防護Ｓ、、 検をキッ ド等 のＫ療物資が不万二してい るが、国の責任におい

て必要ｔの確保に努め るこ と。

５） 学校 祖き にお ける 休業 等に よる 児ｊａ　・　 生徒 の影 響を 最小 限に とど める ため 、教育機関
Ｉ

等に がし て適切な 支援 策を まじ るこ と。　　　　　　　　よ

６） 感染者が安えヽし て療養で きる 一時療養施鼈Ｗび保護者が入院する など して子ど もを

養育でき ない場合の一時預け先施鼈等を確ほする ための施策を講じ るこ と。

７） ｊ加 方自 治体が実施す る新やコ ロナ ウィ ルス 感染症筒策への財政支援を 強化する こと。

耻、 上、 地方 自治法第 ９９ 条に基づ き意見書 を提出す る。

令和 ２年 ５ｊ １日
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提芭のミ逖

新をコロ ナウ ィルスの感染が急速に拡大 し、 緊迫 した状況が続 くこ とが予測

されます。経済垢動においては観光飲食業な どの経営危機が急速にｔみ、農畜水

産業への打撃も官、が っています。

また、児童の 尼ヽ身のスト レメ 、保護者の負担も増してお り、 高齢者施を匹療

施鼈をは じめ、市民のぜ康荐安や危機意識は増すばか りと なっています。

写京生活に広がる 不安を解消し、命 とく らしを守る手べＬてを機動的、 効丿社的に

行う よう 八下の項 目に取り 組まれる よう 要望する ため、関係機関に意見書を提
ｊ

芭するも のです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ


