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南あ わじ 市新型コ ロナ ウイ ルス 感染症筒策本部長
（南 あわ じ市長）

守本

憲リム 様

南あ わじ 市議 会実 害筒策支 援本 部長
（南 あわ じ市 議会 議長 ）

熊日］習］

新型 コロ ナウ イルス対策に 関す る要望事項について
新型 コロ ナウ イル ス対 策に 回し 、句、ち 急ぎ 筒ちいた だき たい 事項 をま とめま
した ので、次のと おり 提出 いた しま す。
記
１． 市民胞活 につ いて

（１ ）市 鸚に は夕犲お 自粛 によ り、 買い 物な どの 支援 を必 要と して いる 植居 老人や
高齢者世 帯、 休業 を余 儀な くさ れ生 活苦 に陥 って いる 人も いる 。ま た、 来店
客の 減少 や休 業、 時皸営業 を補 うた め、 持ち 帰り 弁售 など を始 める 飲食 業者
が増 えて いる 。職 を失 った 人等 を雇 ＪＩ し、 飲食 業者 の持 ち帰 り弁 售を 、支援
を必要と する 世帯へ配イ才 でき るよ うな施策 を検討す るこ と。

（２）自 粛期 回が 長期化し 、イ ベン ト噂も中 止に なっ てい るた め、 ケー ブルテレ
ビで 過＝
鼓の イベ ント 等の 映像 を放 送す るこ と。
２。 経済 筒策 につ いて

（１ ）島 内の りヽ｜ヽ｜本 市と 淡路 市は 、ｍ によ る一 人１ ０万 口の 給Ｈ 金に 加え 、上 乗せ
で祖 をや 商品 券を 支給 して いる 。市 民の 生低 の安 定と 事業 者の 経営 支援 とし
て、 南あ わじ 市に おい ても 、何 らか の追加支給を 検討する こと。
３。 教育 につ いて

（１ ）学 校￣羈黶に『自』 けた 今後 の力 針を 年期 に示 すと とも に、 児童 ・生 徒の 安全・
安ら を確イ呆 する ため の対 策と して 、給食毀 にお ける 感染 防止 笂策 や、 ３密を
防ぐ ため の対 策等 を徹底し て講 じる こと 。ま た、 感染 拡大 防止 に必 要な 物ぶ１
を支給す るこ と。

（２）休 校の 長胤化に よる 学習 の遅 れを 訪ぐ ため 、生 徒の 学力 保障 筒策 を計 画勵
に講 じる こと 。ま た、 夏休 みを 縦線 して 授業数を 確Ｗする にあ たり 、児 童・
生徒 のＷ康を 守る ため にも 熱中 症笂策と して 、特 Ｗ匹等の すべ ての 学校施
設に を調 設備 を設 置す るこ と。

