
 

 

 

 

 

 

議案質疑（9/12）一部 報告   彦坂和子 

●新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（1,509,853 千円）について 

【質問】6 月補正でも 862,016 千円の予算計上があったが、現在、国から示されている 

交付限度額に対して、9 月補正予算成立後に活用可能な交付金の残額は。 

【答弁】令和 4 年度に活用が可能な「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交 

付金」の交付限度額は、令和 3 年度からの繰り越し分、約 12 億 3

千万円と令和 4 年に国庫補助分も含め、示された約 11 億 4 千万円

を合わせました約 23 億 7 千万円です。 

このうち、6 月補正予算と今回の 9 月補正予算で、その全額を計上

しましたので、9 月補正予算成立後の残額はありません。 

●スマート防災会議室映像音響システム更新工事請負費（33,000 千円）について 

【質問】モニター更新及びアナログ映像システムのデジタル化と聞きましたが、何がど 

う変わるのか工事内容を教えてください。 

【答弁】故障した 103 インチのプラズマ方式モニター1 台とその周りにあり 50 インチの

同じくプラズマ方式のモニター4台をマルチスクリーン対応の55インチ液晶モニター8台

に変更するとともに、アナログ映像システムのデジタル対応も併せて行い、ウェブ会議に

も対応できるようにするものです。 

●施設修繕料（13,830 千円）について 

【質問】大野極楽寺公園管理棟の空調設備修繕について、管理棟全体か、一

部か修繕の内容・規模を教えてください。 

【答弁】大野極楽寺公園の管理棟には、事務室や研修室などに合計６台の空

調設備があります。その内事務室以外の５台について改修するものです。 

【質問】また、公園便所の洋式化ですが、７つの公園名とこれをどのように選定し

たのか。また、他にも整備対象となる公園があるのか。 

【答弁】公園便所の洋式化の選定については、和式便器が２つ以上

あり、洋式便器が１つもない便所を対象としています。 

公園名は、五城(ごじょう)公園のほか、浅井山公園、奥町公園、九品

地公園、森本中央公園、萬葉公園、多加木緑道です。 

なお、現時点で他に整備対象となる公園はありません。 

●一宮市学校給食費無償化補助金（321,840 千円）について 

【質問】小中学校の給食費を 2 ヵ月間無償とするため、食材購入事業者に対して食材費を

補助するとあるが、無償となるのはいつの分か。また対象者は何人

になるのか。 

【答弁】無償化の対象は 10 月と 11 月に提供する学校給食です。

また、対象者は 1 日当たり小学生 2 万 100 人、中学生 1 万 600 人

の合計 3 万 700 人と推計しています。 

 

●顔認証システム導入委託料（7,260 千円）について 

【質問】総合体育館のトレーニングルームで顔認証システムを導入するとあるが、委託内

容は。また、いつ頃から開始するのか。 

【答弁】総合体育館のトレーニングルームの年間会員約 600 人を対象に、入退出の受付を

顔認証で行うシステムを構築し、認証用タブレットやパソコン機器他の環境を整えます。

運用後は適正管理のため、現場サポートなどの業務を委託するもので、運用開始は 12 月

中旬を予定しています。 

 

●財政調整基金積立金（2,200,000 千円）について 

【質問】これで現在高はいくらになるのか。 

【答弁】今回 22 億円の積立を計上していますが、補正予算成立後の

令和4年度末の残高は、計48億6,941万8,000円となる見込みです。 

 

●議案第 75 号 電子黒板の売買契約の締結について 

【質問】各学校の配置台数と小学校、中学校、各配分数は。また使用方法は。 

【答弁】国の補助金を活用して購入しますが、補助金の上限額が各学校児童生徒数によっ

て決まっているため、各学校に配備する台数は異なります。児童生

徒数が 300 人以下の学校に 3 台、301 人以上 500 人以下の学校に 5

台、501 人以上の学校に 7 台配備します。小学校 42 校に 232 台、

中学校 19 校に 107 台配備します。 

主に授業で使用しますが、すべての教室に設置できないため、移

動できるようにキャスター付きスタンドも同時に調達します。 

 

8/23 市に提出した「新型コロナウィルス感染症に関する緊急申し入れ」の回答は

裏面に掲載しています。 



 

8 月 23 日提出の「新型コロナ感染症に関する緊急申し入れ」の回答を紹介します。 

1.一宮市の感染対策・対応の状況を継続的に開示し、感染対策を強めること。情報発信に

当たっては、情報格差が生まれない様にすること。 

【保健予防課】：市ウェブサイトを中心に感染対策や市内の発生状況等をお知らせ

する中で、今後もできるだけ幅広く情報発信ができる様努めていきます。 

2.PCR 検査の実施状況、及び濃厚接触者、自宅療養者の数、対応状況を開示すること。 

【保健予防課】：第 6 波と呼ばれる新型コロナウイルス感染者の急増以降、国の方

針に基づき原則保健所では濃厚接触者の特定を行っていません。現在、国では医

療機関による発生届の提出対象者の見直し等が進められており、今後の国の動向

を踏まえたうえで自宅療養者数などの周知について研究していきます。 

3.療養施設を設置するなど、希望者が入院・療養できる施設を市が責任をもって確保する

こと。 

【保健予防課】：療養施設の設置については、2021 年一宮市議会 12 月定例会にお

ける彦坂市議の一般質問に対し中野市長が答弁しましたとおり、愛知県に対し 10

月に設置要請しています。その後、県内では新たに 6 施設開設し、2022 年 9 月 1

日現在で、計 11 施設が設置されています。 

4.一宮市として市民の命に責任をもつ立場で、陽性者への対応を行うこと。必要な人員を

臨時確保するなどし、全感染者の把握とケアを行うこと。 

【保健予防課】：新型コロナウイルス感染症に関して 24 時間対応する電話相談窓口

業務と、配食サービスやパルスオキシメータの貸し出しなど自宅療養サービスの

申込窓口業務を民間事業者に委託すると共に、発生届の入力業務や自宅療養者へ

の電話連絡業務において民間の人材派遣を活用する等して、感染者の療養に適切

に対応できる体制整備に努めています。 

5.感染拡大を防ぐため、人が集まる企画を中止・延期すること。 

【危機管理課】：愛知県の対策方針を踏まえ、市内の感染状況に応じて公共施設の

利用制限やイベント開催の可否について検討、判断していきます。 

6.無料 PCR 検査の継続実施を県に働きかけるなどして延長すること。 

【保健予防課】：愛知県とは、会議等において感染状況や対策に関する意見交換を

行うとともに適宜要望などを行っていきます。 

7.専門家の意見を聞き、感染者の急増に備え、対策を講じること。 

【保健予防課】：市としては、専門家の意見を踏まえて検討された国や愛知県の方針に沿

って感染対策を行っていきます。 

コロナ対策を求める市民の声 
私たちは、「ウェブサイトの発信が中心で、

高齢者には情報が届かない」、「情報発信がなく、状況がわからない」「宿泊療養を希望して

も、何日も待たされる」「感染が広まっているのに 100+1 周年企画で人が集められていて

心配」などの市民の声を元に今回の申し入れを行いました。 

中核市 一宮市として市民を守る独自施策は限定的 

回答にある感染症対策は、実際はほぼ県事業として行われているものが多数です。中核

市となり、保健衛生に責任を持つことになっている一宮市が、市民を守る立場で、県事業

に加えて独自施策を行うべきではないでしょうか。特に宿泊療養施設は県が設置すること

なので市から県に要望することが必要です、独自でも追求する課題ではないでしょうか。 

宿泊療養施設は 11 か所あり、西尾張地域にはゼロ 

愛知県が受入れを行っている宿泊療養施設一覧 

地域 施設名 所在地 総室数 

尾張地域 東横 INN 名古屋名駅南 名古屋市 805 室 

尾張地域 R&B ホテル名古屋新幹線口 名古屋市 262 室 

尾張地域 ホテルウィングインターナショナル名古屋 名古屋市 224 室 

尾張地域 ベッセルイン栄駅前 名古屋市 225 室 

尾張地域 ホテルルートイン名古屋栄 名古屋市 363 室 

尾張地域 東横 INN 中部国際空港 1 常滑市 150 室 

西三河地域 東横 INN 三河安城駅新幹線南口 2 安城市 246 室 

西三河地域 ホテルルートイン知立 知立市 158 室 

東三河地域 コンフォートホテル豊橋 豊橋市 132 室 

東三河地域 豊川グランドホテル 豊川市 58 室 

東三河地域 蒲郡ホテル 蒲郡市 114 室 

合計 2,737 室 

回答の療養施設 11 か所は、以上の通りですが、一宮市は名古屋市

に次ぐ陽性者数が多い地域です。自宅療養者が多いことが容易に想

像できます。療養施設を整えることが必要だと思います。 

市民のいのち・くらし最優先の市政実現へ 

来年の 1 月 15 日には、一宮市長選挙、2 月に県知事選挙、4 月に

は、県議会議員選挙・市議会議員選挙などが行われます。みなさん

と一緒に、いのちとくらし最優先の市政実現に全力をつくします。 （わたなべさとし） 

 


