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新型 コ ロナ ウイル ス感染症対策 に 関す る要望 書
新型 コ ロナ ウイル ス感 染症 は 日増 しに増加 の様相 を見せ 、東大阪市民 の
暮 らしに も深刻 な影響 を及 ぼ してい る。こ うした 中、東大阪市 と して も様 々
な対 策 が行 われ て い るこ とは承知 してい るが 、 さらな る市民の 安全・ 安 心
を確保す る とともに、不安 を解 消す るた め 、以下 の対応 に全 力 を挙 げて取
り組 む こ とを要望す る。
記

1.厚 生 労働省 が 追認す る形 とな った ドライブ スルー での PCR検 査 につい ては 、実施
場所 を速や か に決 定 し、医療体制 を整 え、早急 に行 うこと。

2.水 道料金 にお いて支払猶予等 の相談は行 われ て い るが 、減免 につい ては平時 の減免
措置 が行 われ てい るだ けである。減免拡大につい て早 急 に検討す る こ と。

3.新 型 コロナ ウイル ス感染症 に 関 しての注意喚起 を促す 立て看板 を作製 し、東大阪市
内 の鉄道各駅頭 に設置す る こ と。

4.緊 急事態宣言発令 下 の治安維持 のた め、所管警察 との連携 を密 に し、巡回・ 指導 の
強化 な ど市民 の安全 に必 要 な事項 は速や かに要望す る こと。

5.新 型 コロナ ウイ ル ス対応 は長期化 の様相 を呈 してい る。持続可能 な人 員体制 を構築
す る こ と。特 に健 康部・ 保健所 につい ては早急 に行 うこと。 また、市職員 につい て
は、 こ ういっ た状況 であるか らこそ 、 さらに模範 的行動 を とるよ うにす ること。

6.今 後各種補償等 の 手続 きは、そ の相談や受付 の 手法 等 につい ては 、 ウェブを用 い る
な ど、感染 リス クをな くす取 り組み も行 い 、 か つ迅速 な執行 に努 め る こ と。
またホー ムペ ー ジでの情報発信 においては利用者 目線 を重要視 した もの にす ること。

7.休 業補償等 の 問題 も出 て きて い る。事業 の見直 し、新 たな基金 の設 立 あるい は財政
調整基金 の取 りくず しな ど財源 の確保 について は市 長主導 の も と、確 りと行 うこ と。

8.会 派 として議員報酬 2割 削減 の要望書 を議長 に提 出 してい るが、市民 と痛み を分 か
ち合 い 、力 を合 わせ 、共に戦 うために も、職員 の給与引き下げを要望す る。
以上
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要 望書 につ いて (回 答 )
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20日 付けで受付 いた しました要望書につ きまして、下記 の とお り回

答 い た します。
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1.厚 生労働 省 が進認す る形 となつた ドライプ スルー での PCR検 査 に ついては、実施
場所 を速や かに決定 し、医療体制を整え、早急 に行 うこ と。

《回答 :地 域健康企画課》
国、府の方向性として PCR検 査数の拡充を積極的に進める ことを求めて いるとこ
ろであることは認識 してお ります。本市としましても実施場所と人員 の確保に努め、
PCR検 査検体採取実施機関の設置を検討してまいります。

2.水 道料金:こ おいて支払猶予等の相談は行われて いるが、減:免 については平時の減免
措置が行われているだけである。滅免拡大について早急に検討すること。

《回答 :水 道局経営企画室》
水道 の基本料金を4ヵ 月間、50%の 減額 を行 います。

3.新 型 コロナ ウイルス感染症に閲 しての注意喚起 を促す立て看板 を作製 しt東 大阪市
内の鉄道各駅頭 に設置す る こと。
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《回答 :交 通戦略室》
市内の鉄道事業者に、駅舎 内にお ける新型 コロナウ
ィルス感染症に関 しての注意喚
起 を促す案内表示の設置状況 を確認 し、必
要であれば設置要望することを検討 して ま
い ります。

4.緊 急事態宣言発 令下の治安維持のため、所管警察 との連携

を密 に し、巡置・ 指導 の
強化など市民の安全に必要な事項 は速やかに要望す ること
。

《回答 :危 機管理室》
緊急事態宣言発令下 の治安維持に関 して、緊急事
態宣言発令直後 に、市内 3警 察署
に対 し、夜間にヨンビニ、公園等で少年がたむろ
する件等 について、巡回 。指導、警
戒警備の強化 を要請 してお ります。警察 としても、特措法で
特別な権限が設 け られて
はいな いが、法令の範囲内で対応 し、治安維持 に
努めるとのことで あ ります。この他、
感染拡大 に伴 う混乱等 に乗 じた各種犯罪 の防止 としてマス の
ク 転売容疑 に関する件、
特別定額給付金に関 しての詐欺 メール、電話等に関 して警察
署等 と連絡、連携 を行 っ
てお り、特別定額給付金 に関する詐欺 防止については、
警察署担 当者に市広報番組に
出演 していただき、被害防止 の啓発を促す事 を計画 してお りま
す。今後 も治安 の維持
確保に関する案件 につきまして、迅速、緊密に連絡 を取 り合い連携 を
強化 して まい り
ます。

5.新 型 コマナウイルス対応は長期化の様相を呈 している。持続可能な人員体市曖を構築
すること。特に健康部・保健所については早急に行 うこと。また、市職員:こ ついて
は、こういった状況であるか らこそ、さらに棋範的行動をとるようにすること。
《回答 :地 域健康企画課》
健康 部、保健所 においては新型 コロナウイルス感染症患者が国内で発生 して
以降、
土 日祝 日、夜 間時間帯 に関係な く、患者対応、患者搬送、搬送車両 の消毒等 の
対応 を
行 つてい るところです。重症患者 の搬送 においては消防局にも応援 を求め、 中等症・
軽症患者 の搬送、事務応援 についても行政管理部など一部 の部局か ら応援体制を行 っ
ていただ いてるところではあ りますが、保健師等 の専門職 をは じめ健康部職員 も疲
弊
して きて いる状況 にあ ります。新型 コロナウイルス感染症対応 については長期化 する
ことも視野 に入れなが ら、持続可能な人員体制 の確保について、職員応援体 制をは じ
め引き続き関係部局 に働きかけてまい ります。

《回答 :人 事課》
新型 コロナウイルス対応につきましては、緊急事態において新型コロナウイルス対
策業務を最優先とし、市民の生命と健康を守 り、市民生活に重大な影響を及ぼす業務
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を継続する ことを基本に、感染拡大防止 を強力に推進するため職員 の
出勤 をできる限
り抑 制するとともに、職員が感染 した場合の リスクも想定 した業務継続
執行体 制を確
保す るため、職員 の勤務体制を変更 し交替制勤務等 を導入 した ところで
す。 一方で、
健康部保健所 をは じめ、様 々な部局で新型 コロナウィルス関連による業務 も
増加 して
いるところであ り、体制が不足する所属・業務については、
庁内横断的な職員 の応援
体制を確保 し取 り組んでお りますが、引き続き各部局 と情報共有 し連携 を
図 り、長期
化 も見 据えた持続可能な執行体 制を構 築 して まい ります。 また、市職員 に
対 しては、
感染予防や感染拡大防止 に関する取組み等 について、これ まで も重ねて
注意喚起 を行
つている ところですが、現在 の社会的状況 の中で、引き続き最大限の
危機感 をもって
公務員 のモ ラル と社会常識を踏 まえて行動するよ う徹底 して まい ります。

6.今 後各種補償等の手続きは、その相談や受付の手法等については、ウェプを用いる
など、感染 リスクをなくす取 り組み も行い、かつ迅速な執行に努めること。
またホームベージでの情報発信においては利用者日線を重要視 したものにすること。
《回答 :産 業総務課》
新型 コロナウイルス感染症の影響については、当初の混乱期で融資相談業務 の相談
窓 口が混雑 してお り、相談者にお待ちいただ くことが 生 じてお りました。そのため、
5月 か らは窓 口対応に加えて郵送による受付対応 を進めてまい ります。
さらに、国はウェブ申請を行 うな どの情報 も得てお ります ことか ら、その方針に基
づいて本市 も手続きを進めて い くことも検 討 してまい ります。
また、情報発信については、市政だよ り5月 1日 号で国や 関係機関が実施 している
支援内容 と相談窓 日の一覧を掲載するとともに、市 のホームペー ジでの発信等 を行 っ
てお ります。今後 とも、様 々な広報媒体 を活用 しなが ら市民にわか りやす く適切な情
報発信 を行 つてい くことに努めてまい ります。

7.休 業補償等 の問題 も出 て きて い る。事業 の 見直 し、新 た な基金 の 設 立あ るい は財 政
調整 基金 の取 りくず しな ど財源 の確保 につい ては 市長 主導 の もと、確 りと行 うこと。

《回答 :産 業総務課・財政課》
新型 コロナウイルス感染症拡大に伴 う国の緊急事態宣言 の発令 を受け、大阪府にお
いて も令和 2年 4月 7日 か ら 5月 6日 までの期間、緊急事態措置が とられています。
大阪府 は施設の使用 制限 による休業要請支援金事業 を市町村 との共同事業 として実
施する予定であ ります。
本市 も補正予算案 に事業を計上 し、事業参画の調整を進めて いるところで あ ります
ので、大阪府 と連携 を進め、しっか りと事業対象事業者に対する周知を図 りなが ら進
めてまい りたい と考えて います。
新型 コロナウイルス感染症は、市民の健康だけでな く、経済、教育、さらには先の

見えない心 理的不安な ど深刻な影響をもた らしてお り、現下 の状況 を鑑みると
長期的
な対応が必要 となる可能性 も否めません。このよ うな状況 を乗 り切るため、地 の
域 実
情 に応 じた施策 を展 開 し、取 り組んでい く必要があ りますが、これ らの施策の
財源に
ついては、引き続き国等に要望 してまい ります とともに、既存事 の
業 見直 し等、様 々
な方策で の確保 に努めてまい ります。

8.会 派として議員報酬 2割 削減の要饉書を議長に提出 しているが、lF民 と痛みを分か
ち合い、力を合わせ 、共:こ 戦 うためにも、職員の給与り￨き 下げを要望する。

《回答 :職 員課》
職員の給与引き下げにつきましては、社会情勢、他都市の状況、国家公務員の動向
等を注視し、その必要性 について、見極めてまい ります。
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