
～ 緊急企画「新型コロナウイルス感染症Ver.」～

No 質問内容 回答

1 非常事態宣言中はゴミの分別の一部緩和したら回収作業が減ります

分別の一部緩和によりステーション毎の回収作業時間は減らせるかもしれませんが、資源物の全体量を減

らすことはできませんので、全体の収集時間の短縮にはつながらないと考えます。回収作業を減らすため

には、ごみの減量が有効と考えますので、ごみの減量にご協力お願いいたします。

2 おうちに居すぎてストレスが溜まってきてます…。いつ頃までこの自粛ムードが続くと予想してますか？
いつまでこの状況が続くのか、先行き不透明な状況でありますが、一日も早い終息を願い、今が拡大防止

に大切な時期と考え、外出の自粛をお願いしているものです。ご理解とご協力をお願いします。

3

親戚が、コロナ感染者の治療にあたる病院の医師です。 毎日、命がけで対応してます。それは、防護服もマスクも不十分だからです。京都府で

も、医療従事者は命がけで対応頂いてる中、備品不足による院内感染、PCRが無症状の人は、受けれない事で、まさかの院内感染が、起こって

いるのを、早い段階で止めるべく、PCRの検査の基準を変えていただきたい、防護服やマスクも医療従事者に優先的にまわしていただきたい、

医療従事者のリスクを少しでもなくすように、動いてほしいです。

　PCR検査については、検査の必要な方には必ず指定の医療機関へ受診を調整されています。また、京都

府では、不足する医療資材を安定的に確保する仕組みを構築するため、京都府医療資材コントロールセン

ターを設置(4/14）されています。

4 防護服やマスクも医療従事者に優先的にまわしていただきたい、医療従事者のリスクを少しでもなくすように、動いてほしいです。
国がマスクや防護服等の医療用品等については、国が確保し医療機関に優先的に供給するよう取り組んで

います。引き続き安定的な供給について国・府に要望してまいります。

5

我が家には免疫力を落とす薬を服用している家族が居ます。先日、テレビで京都ではベッド数が足りていないと聞きました。かかりつけの病院

でもコロナになったら危ないと言われてるので不安で不安で仕方がないです。マスクにうがいに手洗いと気を付けてはいてても心配です。なか

なか検査をしてもらえないとか聞くと心配で長岡は大丈夫なんでしょか?

　京都府では入院医療コントロールセンターを設けており、必要な治療をしっかり受けられる体制を整え

ています。

　感染を疑う症状があれば、帰国者・接触者相談センターへ先ずお電話をいただければ、検査の必要な方

には必ず指定の医療機関へ受診調整をされています。

6

市長様、お疲れさまです。

 感染症後対策、ありがとうございます。

 市民からの質問を受けて頂けるとの事で、お教え頂きたいのですが、 マスクを使い続ける為に、 紫外線消毒をしてるのですが、無意味でしょ

うか？紫外線の機械は布団掃除機を使っています。また、紫外線を出す機械は、ネイルの機械など手に入りやすく、 リサイクルショップで数百

円で簡単に購入出来るので、 有効で有れば、多くの人に知って頂きたいです。また、紙マスクを数日使う為には、どの様にしたら良いでしょう

か？ ご教授頂けますよう、お願い致します。

　紙マスクは、細菌などの粒子を遮断する基準をクリアするように製造されています。そのため、使用済

みのものは汚染しているものとして、再使用をお勧めすることはできません。

　今後市としてマスクの不足が解消されるよう、国へ要望も行いながら備蓄にも努めているところですの

で、ご理解をお願いします。

7

恐ろしいコロナニュースで気が滅入り体調が崩れる毎日です。高齢夫婦なので三密気を付け手洗いと朝夕検温してます。熱が出るとかかり医に

電話し受診し基礎疾患あるので入院となればどこの病院？に連れて行かれ残された家１人は具合悪くなればどうなるのか？高齢の1人や2人で暮

らしはそれが心配です。こんな時は各地区の高齢者見てくれる役員さんに巡回して頂けると安心です。

　このような状況の下で、一律に巡回訪問することは難しいのですが、現在感じておられる不安をお伝え

いただく中で、何か提案できることがあるかもしれません。

　まずは高齢介護課、もしくは担当地区の地域包括支援センターにご相談ください。

8

市長殿

 いつもお世話になっております。

 小学一年生、三年生の男児の母です。今回のコロナによる休校で、校庭も使えなくなりました。そこで、近所の公園や、新田公園で、人が少な

い時間帯を狙って、１日あたり、半時間を朝夕で、計２回。子どもたちが好きな野球をして健康維持に努めています。がしかし、どの公園で

も、また、新田公園は多少は高いとは言えど、どこもネットが低く、どうしてもボールが園外にでたり、古い網のため、穴が開き、そこから

ボールが溝に落ちる日々です。予算の問題もあり、なかなか厳しいお願いかもしれませんが、今後の、こう言った状況も想定し、網を高くす

る、また、新しいものにすると言うことを検討頂けないものでしょうか。学校があいていれば、校庭で、おもいっきり野球が出来ます。

 最近の子どもたちの体力のなさを、向上させることも含め、力を出してボールを蹴れる、投げられる環境を一度ご検討頂ければ幸いです。

公園利用の自粛にご協力いただきありがとうございます。

予算の関係上、フェンス高くすることは難しいですが、より皆様が利用しやすい公園とするべく、古くな

り穴が開いている箇所の点検を行い、修繕を進めていきます。

9
また、とにもかくにも出費が重なる日々です。ごみ袋の有料化、普段から未来の子どもたちの為に、分別を意識しているものとしては、少額と

言えど、家計には非常に辛いです。開始時期の延期を検討頂けると、非常に助かります。ご検討、何卒宜しくお願い致します。

本市では、ごみ袋の有料化ではなく、燃えるごみを対象に、市が指定するごみ袋で排出していただくとい

う「指定ごみ袋制度」を令和３年２月から導入する予定です。現在のところ、導入時期を延期する予定は

ございませんので、ご了承くださいますようお願いいたします。

10
・スーパーなど生活必需品販売店舗への入店はマスク着用を義務付けてもらえないでしょうか？ ソーシャルディスタンスの周知徹底。

・また、複数人（家族や友達など3～4人以上）での入店も禁止にして頂きたいです。 混雑回避。

 長岡京市ではこれまで、市民の皆様に対し、不要不急の外出の自粛と、3つの密（密閉、密集、密接）を

避け、「手洗い」「咳エチケット」「室内の換気」など感染拡大防止のための取り組みをお願いしてまい

りました。 　現在、一層感染拡大の危機があることを認識しており、感染症防止対策の周知、啓発に全力

で取り組んでまいりたいと存じますので、ご理解とご協力をお願いいたします。



11
・学童や保育所も厳しく制限実施を希望します。通常の登校日に感染の不安で登校できません。登校日に授業を少しされるそうですが、欠席で

受けれない子どもが居るのに授業と言うのはおかしいと思います。

・本市では、新型コロナウイルス感染防止のため、特別措置として３月初旬から放課後児童クラブを開所

し、児童の安全を第一に感染拡大防止の対策を講じながら児童の見守りに努めてまいりました。

　4月7日、7都府県に緊急事態宣言が発出され、さらに16日には全国に緊急事態措置を拡大し、外出自粛

要請が出されるなど感染防止対策が講じられているところです。そのような中で、放課後児童クラブにも

さらなる取り組みが求められていますが、特別措置が長期化する中で、放課後児童クラブ内での感染リス

クのさらなる軽減を図るため、➀必要最低限の人数の受け入れ、➁滞在時間の短縮、③児童のマスク着用

の徹底などの対応へと切り替え、開所する予定です。

　ご提案いただきありがとうございます。

・保育所は回答13のとおり

・登校日については、４月17日を最後に設定を取りやめています。実施した登校日については、授業を行

うのではなく、児童生徒の健康状態や様子の確認と臨時休校中の課題の説明を行っています。感染を心配

して欠席される児童生徒については無理に登校をうながすのでははく、各担任等が家庭訪問で説明した

り、課題をポストインし、その後、電話で説明するなど個別に対応し欠席した児童生徒が不利にならない

ようにしています。

12
・公園での子ども達の遊びも制限をかけた方が良いのでは？無理もあるかと思いますが、いま我慢しなければ、今までとこれからのすべての努

力が無駄になります。 よろしくお願い致します。

国の非常事態宣言を受け、特に人が密集している公園については19日から閉鎖を実施致しました。

また、市内全公園に対して長時間での利用禁止を呼び掛けております。

今後も、市内公園を巡回し、現況を把握した上で、閉鎖の検討を行っていきます。

13
お疲れ様です。私はフルタイムで働いていますが、出来るだけ家庭で保育してという事で出来るだけ家で頑張っています。だけど気にせず、当

たり前と思って預けておられる方を見掛けると何か納得出来ない気分になります。もっと強く要請出来ないでしょうか？

　4月16日に京都府を含め全国を対象に緊急事態宣言が出されたことを受け、本市でも4月17日（このご質

問をいただいた後）に、「特別保育体制」に移行し、より強い要請として、「更なる家庭での保育」をお

願いしたところです。

　市内の保育施設においては、感染症対策に十分留意して保育を実施しているところですが、子どもたち

や保育士等の職員が密集し、密接な関係を持たざるを得ない場所であり、感染のリスクを完全に回避する

ことができない状況にあります。

　国からも保育の縮小（預かる人数を減らすこと）や感染の状況によれば休園も検討するように求められ

ているところです。

　職場への出勤が必要な場合や、障がい、出産、介護など福祉的配慮が必要な場合など保育を必要とする

方は受け入れを行っておりますが、子どもたちはもちろんのこと、保護者の皆様や職員の感染を防ぎ、安

全・安心な保育環境を確保するため、在宅勤務などご家庭での保育が可能な場合には、登園を控えていた

だくようお願いをしております。

　保護者の皆様におかれましては、緊急事態宣言の趣旨をご理解いただき、保育施設の運営にご理解とご

協力をいただきますようお願い申し上げます。
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長岡京市在住、小学四年生の母です。感染拡大がいつ収束するか、先が見えない中、学校再開にも不安が募ります。

 高槻の中高一貫校ですでにオンライン授業を導入しはじめたとのこと。台湾も素早くそのオンライン授業を取り入れようと準備を整えたとのこ

と。長岡京市はオンライン授業の準備などされていますか？スピード感を持って、早く整えてはいかがでしょうか。学校が行けない状態でも、

勉強はできるはずです。どうでしょうか。

・国内の一部の学校でオンライン授業を行っているのは把握しています。本市内小中学校においてもオン

ライン授業の実施も考えておりますが、現在の市内の小中学校のネット回線は京都府の回線を使用してお

り、回線の処理スピードが十分とは言えない状況です。また、オンライン授業を実施するにあたっては、

家庭でのネット環境が違うため様々な課題があります。そのため、現在は十分とは言えませんが可能な教

育コンテンツを学校のHPで紹介し自学自習できるようにしています。今後もどのような実施ができるのか

検討を行っていきます。

15

市内に住む小学生と幼児の親です。 何点か質問させてください。

 ①学童保育を利用しています。毎年の行事の可否判断基準が不明で保護者会として苦慮しています。子供たちは楽しみにしている行事もたくさ

んあります。 学校行事もそうですが実施、実行の最終判断時期、基準などを長岡京市として示していただけるのでしょうか？

 全国一律と言うのも理解はできますが、子供たちの表情を見ているとできる限りの事はしてあげたいと思う親心も理解していただきたいです。

 ②学校利用団体に所属しております。

 子供たちの安全確保との事でグランドも利用できないということに現在なっています。

 しかしながらグランドでの活動に関してはもう少し柔軟に対応してもよいのではないかと思います。

 感染のリスク、子供たちへのリスクも理解していますが、運動不足なども健康への影響が大きいと思います。

 グランドだけ大丈夫となった際の体育館や教室利用団体等とのバランスが難しい事や、平日利用の場合の管理体制など難しいこととは思います

が、検討をお願いしたいです。

 以上です。

 本当に大変な時期であることは市民、府民、国民として理解し、行動しております。 市長、市役所にお勤めの方々におかれましても多々難しい

対応を迫られる局面であるとは思いますが、ご自身やご家族皆さんもどうぞご自愛くださいませ。 一日も早い終息に向かうことを祈りながら、

今後も行動いたします。 不躾なメールではございますが、よろしくお願いいたします。

①　夏の合宿、子ども祭りなどは保護者会の主催となりますので、事業の実施の可否については、主催者

である保護者会のご判断となります。

　放課後児童クラブの施設をご利用の場合は、５月６日までは、感染防止の観点から本来の保育業務以外

の利用を禁止としています。

　ご参考までに市の主催である放課後児童クラブの卒所式や入所式については、感染防止の視点と子ども

や保護者の思いを総合的に判断する中で、縮小しながらの開催と判断いたしました。

➁緊急事態宣言が出されて以降、国では３密を避ける等の感染防止対策が講じられてきましたが、現在、

感染者は増加の一途をたどる状況です。市では、4月7日に大阪府に緊急事態宣言が発出された時点で、学

校開放事業を中止させていただきました。また、16日に全国に発出された緊急事態宣言では、外出自粛を

要請するもので、さらに踏み込んだ要請となっています。

　屋外グラウンドでの活動に対し柔軟な対応を、ということですが、この状況下で第一義的に考えなけれ

ばならないことは、とにかく感染拡大を防ぎ命を守ることだと考えます。国では、屋外においてもできる

だけ密接しないよう注意してスポーツするよう求めています。

　運動不足が懸念されるとのご指摘ですが、この事態にできる運動に留めていただき、健康管理に努めて

いただきたいと思います。また、学校開放事業は、各学校施設が児童生徒にとって学習環境が確保され、

安全な場所として整った上で学校教育に支障がないと判断されれば、再開すべきだと考えておりますの

で、ご理解いただきますようお願いいたします。

16
 ③配偶者がパートタイムで民間保育園の調理場で働いております。自主的に休みを取れと言われています。この場合、市としてなにか救済処置

などお考えでしょうか？

国の制度として、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大をされており、市

として何か取り組むことができるかどうか検討してまいります。
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特別対応都道府県に位置付けられたとの事ですが、どうか、学童と保育園だけは休校、休園にならない事を切に願います。

 命を守る事は前提で、感染予防も重要ですが、小さな子供がどこへも行けず、誰とも会えず、ずっと家の中で過ごす事が、どれだけ心身に影響

を与えるかを考えると、例え感染しなくても何らかの病気になり得る事も考えられます。

そうなった場合、私自身、心身を健康に保てる自信もありません。

考えが浅はかな部分があるのかもしれませんが、家族を守りたい一心での切実なお願いであります。

 一市民の意見として聞き入れて頂けたら大変有難く思います。どうか、宜しくお願い致します。

・本市では、新型コロナウイルス感染防止のため、特別措置として３月初旬から放課後児童クラブを開所

し、児童の安全を第一に感染拡大防止の対策を講じながら児童の見守りに努めてまいりました。

　4月7日、7都府県に緊急事態宣言が発出され、さらに16日には全国に緊急事態措置を拡大し、感染防止

対策が講じられているところです。そのような中で、放課後児童クラブにもさらなる取り組みが求められ

ていますが、特別措置が長期化することで、児童への感染リスクの増加はもちろんのこと、受け入れる側

の体制（指導員等）にも疲労感や感染リスクが懸念されるところです。

　従いまして、放課後児童クラブ内での感染リスクのさらなる軽減を図るため、➀必要最低限の人数の受

け入れ、➁滞在時間の短縮、③児童のマスク着用の徹底などの対応へと切り替え開所する予定です。

　ご協力いただきますようお願いいたします。

・（上記No13の回答にもある通り）保育施設においては、現時点では、施設に登園している児童や出勤し

ている職員で感染者が出ることなどがない限り、休園とはせずに、可能な限り登園を控えていただことと

しております。

　ご心配いただいている内容も理解できるところではありますが、現時点では新型コロナウイルス感染症

の拡大防止が非常に重要な局面ですので、緊急事態宣言に基づくこのような対応にご理解いただくようお

願いいたします。

　また、健康維持のための散歩・運動は、感染防止策を講じた上で、必要最小限の人数での活動であれば

可能とされていますので、工夫いただくようお願いいたします。

18

看護師です。面と向かって差別発言をされた事はないのですが、私と会うのを怖がっているふしをかんじる部分もあり、やりきれない部分と、

仕事もストレスが強く、上司も忙しいとイライラすることもあり理不尽に感じる事もあり。

コロナ対応は心身の負担が大きく、危険手当てでもついたらまだ救われるのに。と思います。

このたびの新型コロナウイルス感染症が世界中で拡大する中で、看護師の皆様をはじめ医療従事者の皆様

が、医療現場の最前線で、日夜、寝る間もなく、ご尽力いただいていることに、あらためまして、敬意と

感謝を申し上げます。

皆様は、自分自身も感染するのではないかという不安や恐怖を感じる中で、細心の注意をもって患者さん

の命を守るため懸命に従事され、また、感染拡大を防ぐために病院内外への出入りの制限などもあり、心

身の負担も大きく、職場の内外で強いストレスを感じられる場面も多いものと思います。しかしながら、

残念なことに、ウイルスの不安からか、正しい情報ではなく誤った情報や、憶測やデマ等による、周囲か

らの心無い態度は、日常の業務だけでも精神的にも肉体的にも大変辛い医療従事者の皆様にとって心のス

トレスは想像を絶するものであるとお察しいたします。毎日命がけで奮闘されている医療従事者の皆様

に、不当に人権を侵害する態度や行動、言葉、差別、誹謗中傷などは決して許されるものではありませ

ん。

本市では、新型コロナウイルス感染症による、医療従事者の皆様をはじめ、感染者やその家族、関係者の

皆様たちへの偏見やデマなど正しい情報に基づかない不当な人権侵害や心無い誹謗中傷などを許さないよ

う、ホームページ等で啓発を行っています。

本市では、これからも、皆様の努力を無駄にしないように、そして、少しでも負担を増やさないために

も、より一層、市民に対して正しい知識と冷静な行動を行っていただくよう呼び掛けてまいりたいと思い

ます。



19

市長への質問ではないのですが、このような窓口があるので今回要望を送らせていただきます。

長岡京市の住民ですが、学校が休校になっているなか、下海印寺西条公園などに多くの小学生～中学生の子ども達が集まって遊んでおり、買い

物などで見るたびに気になっています。思いっきり遊びたい気持ちも十分わかるのですが、あまり広くない公園の遊具に子ども達が集まって遊

んでいたり、野球などのボール遊びをしているので、そこから感染が広がらないか気になっています。緊急事態宣言の特別指定地域に入ったの

で、公園の遊具を一時的に使用中止にするのも一つの案と思っています。市長を始め、職員の方々は対応に忙しいと思います。みなさんの負担

を少しでも減らすため、私も今一度気持ちも改めて自粛しようと思います。ご検討宜しくお願い致します。

国の非常事態宣言を受け、特に人が密集している下海印寺西条公園を含む7公園を、19日から閉鎖致しま

した。

また、市内全公園に対して長時間での利用禁止を呼び掛けております。

今後も、市内公園を巡回し、現況を把握した上で、閉鎖の検討を行っていきます。

20 学校教育に、オンライン授業を可及的速やかに導入いただきたい。家で必死に頑張ってはいるものの、プロにはとてもではないが敵わない。 14の回答参照

21 小学生の母です。オンライン授業を早く開始してほしいです。1日の勉強のリズムがうまくいきません。 14の回答参照

22 どのドラッグストアに行っても消毒液が買えません…。市から配布など、検討していただけないでしょうか。
消毒液につきましては、市でも確保することが困難な状況にあります。ご不便をおかけしますが、ご理解

いただきますようお願いいたします。

23

小中学校がお休みになり、学習機会が失われている子どもたちのために、京都府では京都テレビを使っての映像配信が行われることになりまし

たが、長岡京市でもオンラインやYOUTUBEなどによる学習推進を行っていただけないでしょうか。

 できれば、オンラインで学校の先生の顔をみれば、子どもたちも学校や友だち、地域との繋がりを実感し、安心できると思います。

 コロナの収束の先が見えない今、学習格差を生み出さないためにもぜひご検討をお願いいたします。

14の回答参照

24
障害者福祉施設については、何も情報がありません。移動販売なども出来ないのに、商品を作り、ひたすら働く状態です。マスク不足も問題に

なっています。どうなっていますか？

国の通達や市の方針等を随時、事業所へ情報共有させていただいているところです。授産品については、

出展販売に代わるものとして、市職員及び市民向けに受注販売等の周知強化を進めています。

マスクについては、市内の全事業所へ配布しています。またマスク不足については、障がい福祉課まで随

時ご相談いただくよう、事業所にお知らせをしています。

25

 1　布マスク

 布マスクが配布されますが、かなり小さいと話題です。子供用に回したらいいと思います。

 例えば、市役所で寄付を募り（感染対策のため封筒のままがいい？）、保育所や小学校で配布するなど有効活用してはどうでしょうか?

国から配布される布マスクを実際に確認したわけではございませんが、有効に活用いただきたいと考えて

おります。

26

2 休業補償

 京都府は休業要請対象業種のみです。 飲食店など休業要請対象外も大変です。額は東京都、大阪府なみとはいいませんが、売上が大きく減る中

小企業、個人事業主を対象に資金繰りに給付金（あるいは最低、数百万円の無利子無担保融資）がすぐに必要と思います。早急に検討をお願い

します。

京都府におきましても緊急事態措置コールセンターが設置されているところです。

ご質問のとおり、休業要請対象外の業種についても甚大な影響が出ていると感じております。

国・府の動向を注視ながら、長岡京市としましても支援策について検討してまいります。

27

日々、コロナ対策皆様ありがとうございます。

公園で集まり、グランドゴルフをしに集まっている方や子供達がいたのでフェンスを閉めて頂けてるのはとてもありがたいです。

長岡京という便利な土地にあるからこそ、とても心配しています。駅構内や、市中で人と人の距離をとるようなアナウンスを流したり、防災

メールなどでも通達や現状を発信したりすることも考えて頂けると嬉しいです。

引き続き、感染拡大防止に向けて周知、啓発を行ってまいりたいと考えております。

28

Twitterなどネットももっと活用していただけると、若者たちにもっと広まるのではないかと感じます。

なるべく自粛ではなく、自粛とはどういう行動なのかを伝えるべきです。（分かりやすいイラストがTwitterで広まっています。）

そういった具体的内容をもっと発信して市中感染が絶対に起きないように祈っています。

有益なご提案ありがとうございます。

コロナウイルスに関する情報発信については、市の持っている各SNSチャンネル（twitter,Facebook,LINE

など）も同時に使いながら、わかりやすい表現で、広く行っていきたいと考えております



29

また、我が家には私立幼稚園に預けてるいる子がおりますが原則働いてる保護者は今もお預かり保育ができます。しかし、子供たちは小さいた

めマスクもできていませんし幼稚園からも働いてたら預けれますのアナウンスのみで自粛できるなら家でみてくださいのアナウンスは一切あり

ません。京都府私立幼稚園連盟の管轄になるかもしれませんが、そちらはホームページにも何も載せていません。市からもっとアクションを起

こして頂けると本当に助かります。

　市内の各幼稚園については、原則休園とし、一部必要な方向けに預かり保育を実施されているのみの状

況と把握しています。

30
また、もし今コロナにかかった方がいたら病院はどこになるのか、病床はどれくらいあるのか、実際医療関係で働いていますが新規の入院を見

つけるのはすでに難しくなってきています。

新型コロナウイルス感染症患者の入院医療体制については、京都府が入院医療コントロールセンターを設

置し、適切な治療、療養の確保に動いています。

31 緊急事態宣言の間、子どもは遊具などがあるないに関わらず、近くの公園で遊ばせても良いのでしょうか。

児童生徒の健康維持のため屋外で適度な運動をしたり散歩をしたりすることについて、妨げるものではな

いという国の通知もありますので、「3つの密」を徹底的に回避する対策をしたうえで、各家庭の判断に

より適度な運動をしていただければと思います。

32 長岡京市では５名の感染者が出ていますが、これまで長岡京市でPCR検査を受けられた方は全部で何名おられますか。 市毎の検査数は発表されていません。

33
最近、PCR検査を希望しても検査していただけないことが他府県で起こっていますが、長岡京市（または京都府）では検査を拒否されることは

ありますか。

京都府の帰国者・接触者相談センターに連絡のあった方で、必要な方に検査を受けられるよう、受診調整

をされています。

34 また（病状の重篤度にもよりますが）体調に変化を感じ、センターに相談したのち、検体採取までどの程度日数や時間がかかりますか？
京都府の帰国者・接触者相談センターで適切な時期に検査を受けられるようにされていると思います。日

数の詳細は個人の状態によるので、一概には言えないと思います。

35

自家用車や運転免許証は持っていませんが検体採取の会場まで行く交通手段に、タクシーは利用できますか。検査の結果陽性であった場合、京

都府に入院できる病院はありますか、ベッドは空いていますか。陽性になっても、発症していない場合、または軽度の場合、自宅療養になるこ

とがありますか。

その場合、通常の係り付け医で継続的に診察して頂けますか。診察して頂けない場合はどのように病状を観察してもらえますか

検体採取時の受診方法は帰国者・接触者相談センターが指示をされます。公共交通機関の利用は感染拡大

防止のため勧められません。

検査で陽性になった場合は、保健所から療養方法の指示があります。軽症で条件の許す方は自宅待機など

の対応になっています。その間は医師が状況確認をされ、持病については、オンライン診療ができます。

36 現在、学校や公共機関は閉鎖されていますが、どのような状況になれば５月７日から解除されますか。
新規感染者が皆無の状態になれば解除されるものと考えますが、今回の新型コロナウイルスについては正

に未知のウイルスであり、現時点では先行き不透明であります。

37 長岡京市の小中学校いつオンライン授業をはじめるのでしょうか 14の回答参照

38 小中学校のオンライン授業、早急に考えたほうがいいと思います。 市長、応援しています。頑張ってください 14の回答参照

39 長岡京市へ 小学校のオンライン授業始めて欲しいです！！ 14の回答参照

40 発熱外来を設ける予定はありますか。コロナかどうか紛らわしい患者をまとめてみてくれるような拠点病院を持とうという考えはありますか。 京都府が発熱外来体制の拡大に向けて調整を続けていると聞いております。

41
長岡京市在住でコロナ陽性となった人は、これまでは京都市内の病院で入院していたと思うが、今後長岡京市内の病院やホテルでコロナ患者を

受け入れるつもりはありますか。公共交通機関使えず、京都市内の病院まで行くのは大変です。

京都府が宿泊施設等での療養先の調整をされています。長岡京市内でできるかどうかは現状ではわかりま

せん。

42 PCR検査を行った数は？また、断った数はどれくらいですか？ ４／２３府発表の検査数は３５１１件です。

43

介護現場で働いています。

 毎日毎日気のぬけない生活が続き精神的にとても疲れています。マスクも不足しており政府から配られたマスクは小さくとても使えません。

 他の自治体では市民に配ってるとこもあるそうで長岡京市はそのようなことは無いのですか？ 市民はみんなツラく苦しい思いをしています。

本市の備蓄マスクについて、市内の福祉施設や教育・保育施設、妊娠中の方に優先的に配布しており、マ

スクの補充には苦慮している状況です。御不便をおかけして申し訳ございません。



44 そんな中でもなにか明るくなれるようなことを市民に向けてして頂けませんか？

　中小企業様向けに、社会保険労務士など専門家による雇用調整助成金の申請や経営相談などに関する個

別相談体制を拡充させていきます。

また、小規模事業者様が事業継続や売り上げの向上につながる新たな取り組みなどに必要な経費の一部を

助成する「事業継続支援のための補助金」を設置します。

その他、飲食店応援キャンペーン「＃長岡京エール飯」というテイクアウトやデリバリーを行う飲食店を

市のホームページやＳＮＳでＰＲしたり、利用客が減少している飲食店の運転資金確保のため、商工会か

ら発行される各店で使える「食事券」のプレミアム分を補助するなど緊急支援策を実施してまいります。

本年10月に予定しておりました下水道料金の引き上げにつきまして、実施を1年間延期させていただこう

と考えております。

　また、水道料金の値下げは、予定通り実施いたしますので、２ケ月ごとにお支払いいただく上下水道料

金は、実質値下げということになります。

45
介護現場は在宅することもできず感染のリスクにおびえています。介護や保育にたずさわる方にも何かしろの手当てみたいなものは出ないので

しょうか？もちろん他にも在宅勤務が無理な業種もあるかとは思いますが。 ご検討よろしくお願いします。 よろしくお願いします。

最前線で働いていただいている皆様には感謝しかございません。市として最善の策を講じてまいりたいと

思いますので御理解賜りますようよろしくお願いいたします。

46 市が単独で行う支援策はあるのか

　中小企業様向けに、社会保険労務士など専門家による雇用調整助成金の申請や経営相談などに関する個

別相談体制を拡充させていきます。

また、小規模事業者様が事業継続や売り上げの向上につながる新たな取り組みなどに必要な経費の一部を

助成する「事業継続支援のための補助金」を設置します。

その他、飲食店応援キャンペーン「＃長岡京エール飯」というテイクアウトやデリバリーを行う飲食店を

市のホームページやＳＮＳでＰＲしたり、利用客が減少している飲食店の運転資金確保のため、商工会か

ら発行される各店で使える「食事券」のプレミアム分を補助するなど緊急支援策を実施してまいります。

本年10月に予定しておりました下水道料金の引き上げにつきまして、実施を1年間延期させていただこう

と考えております。

　また、水道料金の値下げは、予定通り実施いたしますので、２ケ月ごとにお支払いいただく上下水道料

金は、実質値下げということになります。

47 ◎病院・介護施設・介護事業所以外にも、在宅医療を受けている方などへ医療物品不足の聞き取りや市からの配給は予定されていますか？

当事者の方へは、例えばケアマネジャーさん（介護認定者）や相談支援員（障がい者）の方などを通して

ご相談を受け、市としてその状況は担当課が把握するようにしております。手指消毒剤の配給について

は、京都府が対象の方に配布をされたと伺っております。また、民間団体がアルコール綿の配布をされて

いるという情報を当事者の方にお知らせしました。

48

◎感染を拡大しない為には一人一人の意識を高め、いかに有益な感染予防対策を共有できるかにかかっていると思います。SNSや動画配信など

を利用される予定はありますか？

 　例えば

 〇感染予防豆知識（数珠繋ぎ）

 　医師・看護師・薬剤師などからの数分の動画

 　※乙訓地方の従事者からの発信による親近感と連帯感の発生

 　※マスクの扱い方、外出から帰ったら・お買い物の仕方など

 　→それをうけての市民の動画（こんな風にお家でやってます！など）に発展するのも良いかと

28の回答参照



49

〇外出自粛中に利用出来る一般サービス(テイクアウト・お弁当など）の紹介

 　市長や市役所職員が長岡京市内のお弁当を動画で紹介

 　※お店の対応している感染予防のお知らせ込み

貴重なご意見ありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症拡大により市内飲食業者は大きな影響を受けております。

その中で、テイクアウトやお弁当販売を始める飲食店が増えております。

長岡京市の取り組みとしては全国的に行われる＃長岡京エール飯を実施予定です。

これは、市民やお店の方がSNSを通じて長岡京市内のテイクアウトやデリバリーの商品を写真に撮り、投

稿していただくことで、市民みんなで飲食店を応援する輪を広げる取り組みです。

ぜひ、ご参加いただき長岡京市の飲食店を盛り上げていただければと思います。

市のホームページにデリバリーの情報をまとめたページを公開する予定です。

50
 ◎長岡京市内でもマスク不足がありますが、マスクを手作りされている方も沢山いらっしゃいます。手作りマスク買取→配給という形を取って

いる自治体もありますが、いかがお考えですか？
現在のところ予定はありませんが、貴重なご意見ありがとうございます。

51

 ◎感染予防対策、それ以外でも国内で長岡京市だからこそ！や発信できる№１ は何だとお考えですか？

 以上、現時点で感じたことなど乱筆・乱文失礼いたしました。

 介護・医療に携わる身として、地域の皆様の発展と幸福、そして感染予防に引き続き邁進して参ります。

 中小路市長におかれましてもくれぐれもご自愛くださいませ。

中小企業様向けに、社会保険労務士など専門家による雇用調整助成金の申請や経営相談などに関する個別

相談体制を拡充させていきます。

また、小規模事業者様が事業継続や売り上げの向上につながる新たな取り組みなどに必要な経費の一部を

助成する「事業継続支援のための補助金」を設置します。

その他、飲食店応援キャンペーン「＃長岡京エール飯」というテイクアウトやデリバリーを行う飲食店を

市のホームページやＳＮＳでＰＲしたり、利用客が減少している飲食店の運転資金確保のため、商工会か

ら発行される各店で使える「食事券」のプレミアム分を補助するなど緊急支援策を実施してまいります。

本年10月に予定しておりました下水道料金の引き上げにつきまして、実施を1年間延期させていただこう

と考えております。

　また、水道料金の値下げは、予定通り実施いたしますので、２ケ月ごとにお支払いいただく上下水道料

金は、実質値下げということになります。
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市内の小中学校の休校が続き、我が家の子どもたちも限界です。親としては、保育園や学童は規模を縮小しても受け入れをしているのに…とい

う気持ちに正直なってしまいます。本当は中学校の部活もやらせていただきたいです。春の大会もなくなってしまい、夏の大会もできるかどう

かわからない状況で、子どもは不安を感じています。部活が中止なら、せめて校庭は使えるようにしてほしいです。全ての学校が閉鎖をするの

で、特定の公園に子どもが集中することになってしまうと思います。小学校についても、せめて校庭を使っていいようにしてほしいです。子ど

もは、学童に行っている子どもだけが校庭で遊べることに不公平感を抱いています。小学生を何日間も家に閉じ込めておくのは至難の業です。

また、今年大学受験を控えている子どもについては、不安でしかありません。受験制度が変わる最初の年ということで、ただでさえ不安が大き

いのに、学校で授業が受けられず、果たして希望する大学に行けるのかどうか…先の見えない不安に押しつぶされそうです。今の日本の状況を

みれば、自粛や休校もある程度の理解はできますが、何度も延長されると、「子どもの安全を第一に考えて…」という文言も、なんだか都合の

よい言葉に感じてしまいます。今後の市の決定は、周辺の市町村や都道府県の影響を受けることなく、「長岡京市はどうなのか」ということで

対応を決めてほしいです。中小路市長も同じ子育て世代というお立場にも期待しています。

 どうぞよろしくお願いします。

15の回答参照
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今回コロナのことで市の職員さんたちちは色々な面でサポートしていただいてること有り難く思います。まだまだ終息に至らない状況でGW 明

けの学校再開も無理なんじゃないかと思います。大学生、高校生、小学生の子供を持つ親ですが、やはり今回のことで心配なのは学ぶこと遊ぶ

ことが重要な時期にその場が得られないとです。運動に関しては散歩なりジョギングを回りに配慮しながらさせることはできます。

 学ぶこととしては家庭学習の重要性を感じつつも教えることも難しくそれぞれに委ねないといけないので勉強がついていけるのか不安ではあり

ます。Web授業への切り替えを出来ないのでしょうか？ほぼほぼの家庭にPCなりスマホはある昨今です。どうしても使用できない、学童の子供

たちには学校でのPC 使用の許可など色々と手段はあるように思えます。ご検討お願いしたいと思います。

 文科省では夏休み返上、土曜日授業、平日の補習などニュースで取り上げられていましたが、結局は子供が詰め込み式で勉強せざるおえない状

況です。これは個人のつぶやきですが欧米に合わせて全国一律９月に新年度が始まれば一番良いのにと思います。

市民の一意見として受け取ってもらえたら有り難いと思います

14の回答参照

54 コロナ関連でフリーランス、個人事業主、ミュージシャンや俳優への対応は考えていらっしゃいますか？（ツイッター）

新型コロナウイルス感染症による減収のあった事業者への持続化給付金が国で検討されています。個人事

業主への給付額は最大100万円です。対象になるのは、前年同月比50パーセント以上減少した月がある人

です。4月末頃に国会での補正予算が成立してから、制度が明らかになる予定です。
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先日、TV報道で下記の＊ようにDVや児童虐待が増えていると知りましたが 長岡京市でも追い込まれている家庭はあると思います。

 コロナ発生以降の男女共同参画センターの相談件数や内容はどのような状況でしょうか？

 ＊全英家庭虐待ヘルプラインでは「外出制限が始まってからＤＶの相談件数25％増」で イギリス政府が4/11にＤＶ被害者の支援団体に200万ポ

ンド（約2億7000万円）の助成金を拠出。

 ＊フランス政府は2018年製作の広報ビデオを流して通報提供の呼びかけをしている。DV被害報告が30％増加。

 ＊日本国内ではTwitterに「コロナのせいで、もう帰ってきている旦那。ムカつく。コロナのせいで離婚しそう」や「コロナ離婚ってほんと、わ

かる。嫁とずっと一緒なんだが、息がつまりそうだ...」という書き込みがあります。

 ＊国内では殺人事件まで起きました。殺された妻が「コロナのせいで私の収入が減った」と愚痴を漏らしていたという。 容疑者の夫は『妻から

「あなたの稼ぎが少ない」とののしられたのでやった』と。

 ＊国連は「都市封鎖をしている国で家庭内暴力が増加しているとする報告書」を提出しています。

 ＊テレワーク中に３歳の娘にイライラした状況で暴力をふるった男性がインタビューを受けていて、 感情をコントロールするプログラムを受講

予定と話していました。

個人情報を含みますので回答の公表は控えさせていただきます。
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 1.  新聞では夫が在宅勤務になり、妻がDVの相談に来られない・電話がかけられない例が書かれていましたが、 当市でそのような例はないので

しょうか？
DVの相談に来られないという事例はございません。
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  コロナ関連の意見は以下のとおりです。

1.  コロナウィルス感染拡大状況によるストレスで、テレビ報道では学者が下記＊のように話されていますがこんな時こそ相談できる場所が身近

にあり、相談できる環境が大切です。幸い、長岡京市には男女共同参画センターがあり、今まで以上に男女共同参画センターの相談コーナーが

市民に浸透し、活用されるように、早急にホームページやSNSや広報紙や回覧板やコンビニ・スーパーなどの目立つところに男女共同参画セン

ターの「女性の相談室」「男性の電話相談」・「長岡京市新型コロナウイルス感染症対策総合相談ネットワーク窓口」の電話番号一覧表を見ら

れるようにしてください。

 ＊早稲田大学（社会心理学）名誉教授の加藤諦三さんは「こういう事態になってきて本当にささいなことで怒りとか敵意に火がついてしまう」

「相手を攻撃する差別・偏見という社会問題が今まで以上に深刻化してしまいます」「不安は常に人を分ける」「相手が悪いんだと責任転嫁し

ている人というのは消極的な解決をする」「積極的な解決というのは、まず不幸を受け入れて、その上でこの困難から何を学んだらいいのか？

という発想にならないといけない」「困難な時というのは自分自身を知る機会でもある」

相談の周知状況につきましては、４月１５日より「長岡京市新型コロナウイルス感染症対策　総合相談

ネットワーク窓口」としてホームページに掲載しているほか、市内公共施設に、チラシやカードを配架

し、周知を図っております。


