館山市議会議員

市民の声を届けます
第

36号

発行日 令和２年10月15日 ／ 発行者 もり正一後援会（討議資料）
連絡先 館山市八幡277-19 ／ TEL 090-2652-3218
ホームページ http://www.awanew.com

はじめに

令和２年第３回館山市議会定例会が８月31日から
９月28日までの会期で開催され、一般質問では「新
型コロナウイルス感染症流行下における避難所の

設置について」、
「新型コロナの流行による医療崩壊を防ぐための
対応について」、
「 テレワーク の普及に伴う移住定住施策につい
て」など、5項目について質問しましたので、決算の概要、その他と
併せてご報告させていただきます。

行政
一般質問

質問・回答要旨・所感

1

新型コロナウイルス感染症
流行下における
避難所の設置について
Ｑ１）避難所における収容人数、避難所の
開設順位はどうなっているのか？
Ａ１）初動で開設予定の避難所は各小学校
施設など11ヶ所、新型コロナ対策をふま
えた収容人数は1,156人であり、増設する
公民館等の市有施設の収容人数は982人で
合計2,138人という状況である。開設順位
は第一に各地区の小学校、第二に中学校や
コミセンなどの市有施設、第三に県有施設
や民間との協定施設などを予定している。
Ｑ２）県有施設の利用に関して、県との協
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議はどのようになっているのか？
Ａ２）市内にある二つの県立高校について
は避難所の指定を行っており、災害時に協
力していただける状況となっている。ま
た、南総文化ホールや県立館山運動公園な
どの県有施設についても災害の状況に応じ
て避難所利用の協力要請をしていく。

所感
新型コロナウイルス感染症流行下に
おける避難所ごとの収容人数を次ペー
ジ表1にまとめましたので、ご自身の
地区の避難所をご確認ください。
例えば、個別の収容人数としては、
北条小が164人、三中が176人、コミ
センが140人などと、館山市地域防災
計画の避難場所一覧に記載されている
屋内収容人数（次ページ表2）よりも
大幅に少なくなっており、昨年の台風
15、19号クラスの台風の直撃や首都
直下型地震の発生時などは、多くの避
難者が殺到し、すぐに避難所が満員に
なってしまうことが予想されます。避
難所に着いたらすでに満員で、他の避
難場所に再度移動することになった
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り、さらには、再移動した先の避難所
にも入れず、最終的に受け入れてもら
える避難所が無くなってしまい、どこ
にも避難できなくなってしまうといっ
た事態もあり得るのではないでしょう
か。そのため、段階的に避難所を開設
するのではなく、予想される災害の規
模により、全ての避難所を一斉に開設
すること、県との連携を密にし、県有
施設も早期に避難所として開設するこ
と、そして、市としてもより多くの避
難者を収容できる体制づくりを進めて
いくことを要望しました。

私たち市民の側としても全てを市に
求めるのではなく、あらかじめハザー
ドマップなどで自宅周辺のリスクを把
握するとともに、「避難所」への避難
以外にも、「親戚・知人宅」、「ホテ
ル」、「在宅避難」、「車中泊」など、
さまざまな避難先に分散避難すること
も重要となってきており、頼れる知人
や親戚を探しておくなど、今からでき
る備えを進めることが大切です。
ただ、周囲に不安があれば、ためら
わず、
すぐに避難所に移動して下さい。

表1．新型コロナウイルス感染症流行下における避難所ごとの収容人数
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崎
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初動開設

船形小
那古小

142（体育館112／教室30）
80（体育館のみ）

第三次開設

第二次開設

避難所／収容人数（内訳）

避難所／収容人数

避難所／収容人数

船形公民館 16
一中

176（体育館124／教室52）

北条小

164（体育館104／教室60）

コミセン 140

三中

176（体育館のみ）

館山小

176（体育館96／教室80）

豊津ホール 32

二中

210（体育館148／教室62）

西岬小

112（体育館84／教室28）

西岬公民館 24

西岬公民館分館

旧神戸小 84（体育館68／事務棟16）
旧富崎小 108（体育館のみ）
豊房小

92（体育館60／教室32）

神余小

16（教室のみ）

館野小
九重小

80（体育館のみ）
102（体育館72／教室30）

小 計
総 計

1,156

576
2,138

406

表2．館山市地域防災計画に記載されている避難所ごとの収容人数
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※二中は津波避難ビルとして
３階、４階、屋上の収容人数

避難所／収容人数

地 区

船 形

20

房南学園 188

船形小

1,500

船形公民館

那古小

1,100

一中

1,500

那古公民館

28

北条小

2,060

コミセン

1,130

三中体育館

460

館山小

1,935

豊津ホール

84

二中 ※

西岬小

845

西岬公民館

45

西岬地民館分館

28

旧神戸小体育館 150

房南学園

旧富崎小体育館 175

富崎公民館

28

豊房小

560

豊房公民館

28

神余小

455

1,290

館野小体育館

210

館野公民館

28

九重小

520

九重公民館

33

2,100

3,270

館山公民館

44

神戸公民館

28

50

安房特別支援学校 620

35,304

安房高校

館山総合高校 15,000
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新型コロナの流行による
医療崩壊を防ぐための
対応について
Ｑ）医療現場の負担を軽減し、地域の医療
体制を維持するために『検査センター』を
設置する、あるいは県に要請する考えはあ
るか？
Ａ）今年５月に安房３市１町連名で県に
『地域外来・検査センター』の設置を要望
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し、このほど県が社会福祉法人太陽会に
『地域外来・検査センター』の運営を委託
することに決定した。９月中の施設の設
置・開設に向けた準備を開始したと伺って
いる。

所感
秋以降インフルエンザの流行と共に
新型コロナの感染がさらに拡大すると
の見方もある中、医療崩壊防ぎ、安心
を確保するためには、保健所を通さず
に検査を受けられる、このような『検
査センター』が必要不可欠です。私た
ち市民としても、新型コロナの予防対
策を徹底し、インフルエンザ予防接種
を受けるなどの自己防衛を積極的に
行っていきましょう！

令和元年度決算の内容
一般会計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
下水道事業特別会計
市債残高

歳入 240.8億円 歳出 214.2億円 繰越15.1憶円

実質収支

11.5億円

歳入 62.4億円 歳出 59.6億円

実質収支

2.8億円

歳入

実質収支 −1260万円

7.1億円 歳出

7.3億円

歳入 60.4億円 歳出 57.1億円

実質収支

3.3億円

歳入

実質収支

3500万円

7.6億円 歳出

7.2億円

約214.4億円（市民一人当たり約48万円の借金）

令和元年度各会計決算が本会議最終日に承

ら８番目（県内平均91.0％）、30年度は県内

収支比率（自治体のエンゲル係数）は、前年

化しており、更なる行財政改革の推進が急務

認されました。財政構造の弾力性を示す経常
度より2.2ポイント悪化して98.7％となりま

した。この経常収支比率が100％に近いほど、

新たな事業に対応する余裕が少なくなります。
悪化の主な要因としては、市税収入が減少し、
職員給与の復元や障害介護給付費・介護保険
特別会計への支出など、人件費・扶助費・繰
り出し金の増加によるものでした。令和元年
度の経常収支比率は県内で下から3番目（県
内平均92.1％）で、平成29年度は県内で下か

で下から４番目（県内平均92.1％）と年々悪
となっています。経常収支比率は依然として
厳しい数字ですが、財政健全化判断比率は健
全化基準をクリアしており、「健全な比率で
ある」との監査委員による審査結果となって

います。また、市債残高は約214億円で、前
年度より約５億円減少しており、このうちの
約143億円（約67％）は交付税措置（国から

補助）されるため、実質的な市の負債額は70
億円程度になる見込みです。
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その他

❶ 新給食センターの稼働開始
10月末に委託事業者への施設の引き渡
し予定であり、11月と12月に試運転や試
験配送などを行い、来年1月から給食を再
開できる見込み。１年４か月にわたり保護
者のみなさんにおかけしてきた負担がよう
やく解消される見通しです。
❷ 地域外来・検査センター設置
新型コロナの感染拡大に備え、社会福祉
法人太陽会が千葉県から委託を受け、公益
社団法人安房医師会の支援の下、地域外
来・検査センターの設置・運営を開始しま
した。当面は月・水・金曜日の午後に開設
予定。医師（かかりつけ医等）の診療によ
りPCR検査が必要と判断された人が対象
で、患者個人で検査の申し込みはできませ
ん。検査までの流れは以下の通りです。
【検査の流れ】
1. 発熱などの症状がある人が、事前に電
話連絡のうえ、安房郡市内の かかり
つけ医等 の医療機関を受診する。
2. 診察した医師が感染を疑い、検査が必
要と判断した場合に、地域外来・検査
センターへ紹介し予約します。
3. 予約した日時に同センターで検査を受
ける（結果が出るまでに数日かかる場
合があります）。
※PCR検査費用は無料ですが診察料は
かかります。
4. 同センターから検査結果を受診者と紹
介元の医師等に報告
《重要》検査の結果、陽性の場合は安房健
康福祉センター（保健所）から連絡があり
ますので保健所の指示に従ってください。
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❸ 高齢者インフルエンザ予防接種の助成
65歳以上の方のインフルエンザ予防接
種に係る公費負担を1,500円から2,500円
に拡充し、高齢者の感染予防と医療機関の
負担軽減を図ります。
❹ G I G A スクール整備事業
１人１台の端末と高速で大容量の通信
ネットワークを一体的に整備し、特別な支
援を必要とする子どもを含め、多彩な子ど
も達の資質・能力が一層確実に育成できる
教育ICT環境の構築を目指す GIGAスクー
ル構想 の実現に向け、タブレット型端末
2,959台、大型モニター134台を購入しま
す。子どもたちへのタブレット型端末の貸
与は基本的には来年度からとなる見込み。
❺ 給食費の公費負担
新型コロナの影響による新学校給食セン
ターの運用開始に遅れが生じ、保護者の負
担が増加していることから、新センター運
用開始後の通常給食費の一部について公費
負担を行います（令和３年１月分）。

終わりに
コロナの新規感染者数が1日に1,000人を
超える状況は収まりましたが、今なお400人
前後の感染者が出ています。GOTOトラベ
ル事業に東京発着が加わり、ますますの感染
拡大の恐れに加え、今後、インフルエンザと
の同時流行の不安も拭えない状況です。一人
一人が感染対策を徹底し、少しでも感染リス
クを減らすような生活様式・行動に努めてい
きましょう!!
引き続き皆さまからのご意見・ご提案を伺
い、館山市の抱える様々な問題や課題の解決
へ向け、議員活動を通して粘り強く要望・提
案をして参ります。今後とも温かいご支援と
ご指導をよろしくお願いいたします。

