
新型 コロ ナウ ィル スの抜本的な 筒策 を求 める 意見書

新型 コロ ナウ ィル スの 感染 が急速に 拡大 し、 淡路 粫でも

感染者が 確認 され た。

今後 、ま った く予 覧は許さ 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 り夕日れ ず、 経済 恬動 にお いて は観

光飲食業 など の経 営危機が 急速 にま み、 農畜 水産 業へ の打

撃も ぶが って いる 。児童の 心身のス トレ ス、 保護者の負担も

増し てお り、 高齢者施設や Ｋ療施鼈をは じめ 、市 民の せ康不

安や危機意識 は増すば かり であ る。 国の 筒策 も遅れが ちで

あり 政府 にが して 国民 から の笂策強化の 要望は強 くな って

いる。

国民生活 に宙、が る‾葵安 を解 示し 、命 とく らし を守 る手を

てを 棣動 的、 効果 的に 行う よう 社下 の項 目に 取り 組ま れる

よう 国に対し９望する 。ま た、 併せて県において も国に対し

て強 く要 望し てい ただ きた い。

１） 諸外国で行われ、 効果が上がっ てい るＰ ＣＲ 検をを輻

ぶく 実施 し、 新型 コロ ナウ ィルスの感染状況 をｉＥ確 に把

握し 、感染拡 大を 効果 的に 防ぐ よう Ｊ４！急 に手 立て を打つ

こと 。感染経路不 扇、 クラ スタ ー頻発の現状をれ ｍｌ し、

医療崩壊 をこ れぷ、上 拡大 させ ない こと を取 り組 みの軸

に明確に据え るこ と。

２） 夕Ｗ、自 粛な どに より 、営業に大き な打撃を受けている

事業者へ の救 済‾ｋび営業補償並び 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・請に より 営業 を自 粛し てい る店舗の休業

中の 賃併科等 固定経費 を支援す る制度を拡充する こと。

３） 新型 コロ ナウ ィル ス感染が牡束する まで、経営維特に

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 の黶を・ 製崔を早急にをめ ると とも に、 治療
１

法を 速や かに 確立 する 二と。



また 、マ スク 、防護℡、検査キ ット 等の Ｋ療物資 が不

足してい るが 、国 の責任において必要なの確保に努める

こと。

５） 学校現場 にお ける 休業等に よる 児童 ・生徒の影響 を最

／」 ヽ限 にと どめ るた め、 教育機関 等に がし て適 切な 支援策

を講 じる こと

６） 感染者が 安心 して 療養 でき る一 時療養施設Ｗびイ呆護

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 け先施設等を確保する ため の施策を售じ るこ と。

７） 地方 自治 体が 実施 する 新型 コロ ナウ ィルス感染症対

策への財政支援を強化する こと。

リ、 上、 Ｊ能 方自 治法第９ ９条 に基づき 意見書を提ｍ する。
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