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全 員 協 議 会 記 録 

令和2年11月30日(月) 

12時16分～12時40分 
議場 

〔出席議員〕 

川神議長、佐々木副議長 

三浦議員、沖田議員、西川議員、村武議員、川上議員、柳楽議員、串﨑議員、 

小川議員、野藤議員、上野議員、飛野議員、笹田議員、布施議員、岡本議員、 

芦谷議員、永見議員、道下議員、田畑議員、西田議員、澁谷議員、西村議員、 

牛尾議員 

〔執行部〕 

市 長、副市長、金城自治区長、旭自治区長、弥栄自治区長、三隅自治区長、 

教育長、総務部長、地域政策部長、健康福祉部長、市民生活部長、 

産業経済部長、都市建設部長、教育部長、市長公室長 

〔事務局〕 

局長、次長、浜野書記 

 

議 題 

1  執行部報告事項 

⑴ 新型コロナウイルス感染症関連の浜田市支援策【第4弾】

（案）について 

 

(市長公室 ) 

⑵ その他  

 

 

 

 

2 陳情について 

 

 

 

 

3 その他 

⑴ 三浦龍司選手 応援パブリックビューイングについて  

⑵ 令和2年12月浜田市議会定例会議ケーブルテレビ放送について

（個人一般質問） 

 

⑶ その他  

 

【詳細は会議録のとおり】
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【会議録】 

〔 12時 16分 開議 〕 

 

川神議長  ただいまから令和2年11月30日の全員協議会を始める。 

  なお、本日も、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、

議場で開催することとし、執行部出席者については、最小限の

人数としている。それでは、議題に入る。 

 

1 執行部報告事項 

⑴ 新型コロナウイルス感染症関連の浜田市支援策【第4弾】（案）について 

川神議長  市長。 

市長   （ 以下、資料をもとに説明 ） 

川神議長  ただいまの件は12月定例会議の追加議案として、令和2年度浜

田市一般会計補正予算（第8号）及び浜田市外来検査センター条

例が提案される予定のため、質疑審査は議案質疑または付託先

委員会でお願いしたい。どうしても確認しておきたいことがあ

ればお願いする。ただいまの報告について確認があるか。 

牛尾議員  先般来、陰圧式テントの貸与式を拝見したのだが、その流れ

からすると発熱外来は陰圧式テント、ＰＣＲなのか抗原なのか

わからないが、贈呈先の医療センターを中心としたエリアに落

ちつくのが自然の流れだと受け止めるのだが、設置場所は未定

なのだと。少し流れがスマートではなく違和感がある。 

市長  ご意見もっともかと思う。今回、発熱外来検査センターを医

療センターに設置することも当然協議させてもらった。ただ、

今後感染者がどの程度出るかにもよるが、医療センターには医

療センターとしてさまざまな医療を行わないといけない中、市

内の診療所やクリニックからの紹介の方がかなりの数にのぼっ

たときに全部医療センターで対応するとなると、医療センター

自身の医療に影響を及ぼすことも考え、別の場所に設置を考え

ている。 

澁谷議員  浜田市民の逼迫した、日常生活がままならない状態からする

と、第4弾の市民救済策は5,400万円で、非常に微々たるものと

思わざるを得ない。どのように理解すればよいか。 

副市長  これまでも市民生活に直結する、特にひとり親の方への市単

独給付金など、個人への給付はさせていただいている。一方で

は、プレミアムチケットが完売するということはこれを使って

いただく、飲食店側へのプラスもあるし、これから感染予防に

努めていただき、飲食もされる時期になる。利用される個人へ

の支援にもなっているのではないかと思う。これから年末に向

けて厳しい経済状況で、個人への給付金交付も当然検討しなけ

ればいけないが、今回はまだ継続している事業もある。12月ま

でいろいろな支援策もやっており、まだ執行率が低いものもあ



令和2年11月30日_浜田市議会_全員協議会 

3 

るので、それらをしっかりＰＲして、いろいろな方への救済策

にも努めていきたい。今回は感染症予防に特に重点をおいた対

策をさせていただいている。 

澁谷議員  議案質疑や予算委員会でやろうと思うが、執行部の皆は現状

の浜田市民の生活を全く理解されていないのでは。40億と言わ

れるが、実際に市民の救済に使える金額はそのような規模には

なっていない。もうすぐ第5弾について検討するくらいの勢いが

ないとどうにもならないのでは。ぜひ検討してもらいたい。 

岡本議員  外来検査センターについて確認させていただきたい。先週だ

ったか、県議会議員の個人一般質問の中である議員が知事に対

して、西部へ云々といった記事が載っていた。これと同じこと

なのか確認したい。 

副市長  今回浜田市が設置するのは、これまで松江市の医師会や益田

市の日赤病院に設置されている。これから通常のインフルエン

ザもはやってきて、それと新型コロナウイルス、いずれも発熱

等で医療機関が対応し切れなくなってはいけないということで、

法定的に。今までのルールで発熱して何日という法定検査が必

要なものはこれまでどおり医療センターにある発熱外来センタ

ーや保健所で検査する。そこまでいかないものについて各医療

機関から紹介を受けて検査の対応をしてそれぞれに送るという

こと。この前新聞報道にあったのは、県の法定検査の関係の機

器を充実して、東部まで運ばなくてもＰＣＲ検査を西部でもで

きるようにということなので、今回のものとは違う。 

岡本議員  ということはＰＣＲ検査も含めて浜田市においては設置され

るのだろうと思っているのだが、それではないとなれば、当然

それにかわるものがまた県からこちらへ設置されることが、今

後想定されるのか。 

副市長  県の状況はまだ確認できていない。県は今後そういうことを

検討されるということで、浜田なのかどこかわからないが、県

西部にそういうものを整備されるということなので、これは精

度の高いＰＣＲ検査等を想定しておられるのではと思うが、浜

田市の場合は今回そこまで対応できない。今の保健所と医療セ

ンターにある機器を使ってやっていただくのが原則になる。 

笹田議員  先ほど副市長から、今回感染防止拡大のためという答弁をい

ただいたが、美容業界も非常に困っているという意見がある。

今回陳情も出ているが、感染防止の観点から対策を、美容業界

は接触もするし、ボランティアで着つけなどもしていただいて

いる中で非常にお困りだとお聞きしている。第4弾の中でそうい

ったことがある程度出てくるのかと予測していたのだが、そう

いうことはお考えではないか。 

産業経済部長  美容業界の陳情は私も一緒にお受けした。そのときにいろい

ろお話を伺う中で、今ある制度、まだわからないところがある
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といったこともあったので、まずは今ある制度をご理解いただ

きたいというところで。このあたりは紹介議員にも協力いただ

き、周知もさせていただいている。まずはそこをしっかりと、

使えるものは使っていただくようお話しした。それでも、とい

うことになれば、また次の対策を考えていきたい。 

川神議長  そのほかにあるか。 

   （ 「なし」という声あり ） 

  ではこの件は終了する。 

 

⑵ その他 

川神議長  執行部からほかに報告事項はあるか。 

教育部長  まず1点目、事前に三浦龍司選手のパブリックビューイングと

いうことで12月4日開催とご案内させていただいていた。しかし、

今日追加で配布しているが、三浦龍司くんが先週の練習中に足

を痛めたということで、12月4日の大会は欠場すると連絡があっ

た。したがって今回のパブリックビューイングを主催する浜田

市陸上競技協会が判断され、パブリックビューイングは中止す

ると連絡をいただいている。ただ、オリンピックについては来

年6月にまた大会があるとのことで、そこでも参加の可能性はま

だ残されている。併せて箱根駅伝には出るのではという報道も

あるので、引き続き一緒に応援していただければと思う。よろ

しくお願いする。 

  続いて浜田市内の学校の先生による交通事故について、先般

第一報を報告させていただいている。学校と教育委員会の対応

について追加報告させていただく。事故の概況については事前

の報告のとおりだが、学校としては事故が起きた24日、まず校

長から児童へ説明し、保護者にもその内容について文書報告を

させていただいている。併せて当日の午後7時から学校の体育館

で保護者説明会を開催している。参加者は保護者35名で、特に

意見は出なかったと報告を受けている。教育委員会としては全

小中学校に対して服務規律の徹底の周知を行うとともに、関係

者への報告を行っている。また、仮に児童が体調を崩したり精

神面で不調が見られた場合は、スクールカウンセラーの派遣を

考えている。簡単ではあるが以上2点を報告する。 

川神議長  この件に関して議員から質問はあるか。 

   （ 「なし」という声あり ） 

  そのほか、執行部から報告はあるか。 

   （ 「なし」という声あり ） 

  議員から執行部に確認したいことがあれば伺う。 

川上委員  先般の全員協議会でもありましたが、コミュニティセンター

について何点か確認させてほしい。センターには基本的に次の

職員を配置となっている。センター長1名、主事2名、5,000人を
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超えた場合は主事3名となっている。その3人目はまちづくり主

事なのか一般主事なのか。 

  次に、当面の間は次の条件を加えて運用するとなっている。

現在の職員体制を下回らないようにする。なぜこれを聞くかと

いうと、現在1,700名の人口でありながら8名体制というところ

があったので確認しておく。下回らないということは、このま

ま運用していって3年後に見直すのかどうか、確認したい。 

  次に、センター長はセンターの行う各種事業を所管し、所属

職員を指揮監督することになっている。センター長が指揮監督

するのは責任を持ってなのかどうか。センター長が評価するの

かどうか。お答え願う。 

川神議長  ただいまの質問はセンター条例にかかわることであるので、

言える範囲で、もし執行部から回答できるなら簡潔にお願いす

る。 

地域政策部長  また議案質疑でお答えしたい。ただ基本的に今回は、コミュ

ニティセンターの検討部会の意見を受けて職員配置についても

館長1名と主事2名を基本とするということで、まちづくりに対

応できる人、社会教育に対応する人ということで、線引きはな

かなか難しいのだが、そういう職員を配置する。 

  現在の体制を下回らないということについても、今は各公民

館で体制が異なっており、月17日の職員もいればパート的な職

員もいる。その合計が確かに3名を超えているところもあろうか

と思うが、これは館長の時間が増えるなどもあるのでトータル

としてマンパワーが落ちないよう現状維持するという、基本的

な考え方である。 

  センター長の権限についても、基本は管理監督については所

管する担当課の課長が責任を持っているので、基本的な考え方

はそれに準じたものになっている。 

川神議長  そのほかにあるか。 

   （ 「なし」という声あり ） 

  では以上で議題1は終わる。執行部はここで退席されて構わな

い。 

 

《 執行部退席 》 

 

川神議長  会議を再開する。 

 

2 陳情について 

川神議長  今定例会議で取り扱う陳情を11月17日（火）17時で締め切っ

たところ、11件の陳情があった。お手元に配付の陳情付託表の

とおり、総務文教委員会に5件、産業建設委員会に2件、議会運

営委員会に3件、それぞれ審査を付託するのでよろしくお願いす
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る。 

  なお、陳情のうち1件については議員への配付のみとしたい。 

 

3 その他 

⑴ 三浦龍司選手 応援パブリックビューイングについて 

川神議長  局長からお願いする。 

古森局長  三浦龍司選手の件は先ほど中止という報告があった。移動方

法などをここでお知らせする予定だったが、これについては省

略する。 

 

⑵ 令和2年12月浜田市議会定例会議ケーブルテレビ放送について（個人一般質問） 

川神議長  いわみケーブルテレビが翌日放送で12月2日から5日までの4日

間、ひゃこるネット三隅は12月14日から20日までの7日間となっ

ているのでお知らせする。 

 

⑶ その他 

川神議長  議員から何かあるか。 

   （ 「なし」という声あり ） 

  では以上で全員協議会を終了する。 

 

〔 12時 40分 閉議 〕 

 

浜田市議会全員協議会規程第6条の規定により、ここに全員協議会記録を作成する。 

 

浜田市議会議長  川 神 裕 司   


