医療機関でのクラスター
について

検査など行っている。

独自に入院前や手術前

くらしと営業を守る支援と︑﹁社会的検査﹂
の実施を要望
新型コロナ対策について１２月議会で一般質問しました。
６月、９月議会で取り上げてきた続きです。その要旨を掲載します。

ラには、検査のことは書

者入所施設への案内ビ

ターに対して保健所の

なっていま す。クラス

人の感染者が明らかに

の検査は対象を広げて

行っている。医療機関へ

感染防護服の支援など

導や助言を行った。
また、

することが必要です。

の検査を補助の対象に

機関が必要とする独自

検査については、医療

再質問

いていません。市が大阪

対応をお聞きします。

同行による現場での指

た。クラスターの防止、

府に問い合わせても府

他の医療機関でも感

市 内の医 療 機 関で

高齢者を重症化させな

はいまだに、はっきり周

染者が判明し、救急患

査が必要です。９月 議

検査は、大阪 府の補助

介護施設の定期的な

らえるのか、わからない

対 応です。補助しても

も、コールセンターでの

問い合わせに対して

地域の医療体制にも影

れば、
その影響は大きく、

でクラスターが発生す

止しました。医療 機関

来検査センターを一時中

した、事 業 者に対して

ナの影響で収入が減少

付 金 として、新 型コロ

市では事業者応援給

援 給 付 金を、も う一度

撃です。事 業 者への応

しています。大きな打

間以内でという要請を

事業者への支援、応援給
付金を再度給付へ

会でも介護施設での定

金を活 用でき、上限は

状況では施設としても

クラスターが起こり

でクラスターが発生し

いために、重 症 病 床 が

知していません。府の罪

者の受け入れ、地域外

しかし、大阪 府の高 齢

ており、今後も、いつど

不足している大阪府で

は大きいです。

介護施設での定期検査の
国補助を大阪府は周知せず

こで発生してもおかし

は特に必要です。

期的な検査を求めまし

あるが全額補助対象に

響します。医療機関の

高槻市では介護施設

くない状況です。だから

市の答弁

いる。他に、医 療 機 関

こそ、介 護 施 設での検

た。その時に実施してい

定期検査に踏み込めな

職員への定期的な検査
府の 補 助 という よ

阪府には、もっと丁寧に

が必要です。
市の考えを、

件に対して３，１３８件

当初の見込み１，７００

なるのではないですか。

廃業を防止することに

施し、立ち入り調査や、

確認検査を繰り返し実

職員や患者に対する

について５人以下、２時

る中で、大阪 府は飲 食

まらず重症者が急増す

型コロナの感染拡大が止

会で補 正しました。新

まいります。

迅速に検 討・実 施して

要な支援策を適切かつ

続いており、市として必

新型コロナの影 響が

市の答弁

お答えください。

月議
関係者に周知するよう

感染管理認定医師等の

の申請があり、

り、財 源は国の補 助で

給付することで、倒産、

なる。

いのではないですか。大

万円を給付しました。

る地方自治体を紹介し

再質問

います。

10
市の答弁

に、
通達を出しています。

C
R

12

施する市町村は増えて

ましたが、その後 も 実

63

に要望してください。

月に 厚 生 労 働 省
が、
「緊急包括支援事業」

す。
施設職員に加えて、訪

を活用し介護施設への

千代田区では、介護

問介護などを行う介

検査をするよう
Ｐ

11
護事業者を対象にした
検査を始めまし
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日本共産党

非正規雇用を中心と
槻市内にあります。調

供している飲食店が高

大学生など暮らしへの支援

した解雇が増えており、
査すればそういう状況

人などへの、支援が必要

付制度の期限が切れる

社会福祉協議会の貸

を受けた世 帯の、国民

国は、新型コロナの影響

ものではないでしょう。

くらにしてもいいという

い能 力は関 係 なく、い

めるべきではないです。

保険料の値上げは、や

いですから、来 年 度の

国が減免をするくら

減免をしました。

の介護保険料に対して

はわかります。

です。
歳以 上

健康保険料、

五領・上牧
地区の幼稚
園の定数増
をを

すか。お答えください。

を考えるべきではないで

ばいけないことに伴い、

一保険料に合わせなけれ

国保料は大阪府の統

減 少しています。来 年

受けて、国民の収入が

感染者が急増し今まで

との答弁でした。
その後、

制の 整 備 等 に努 める 」

応じて、必要な人員 体

時には、
「今後の状況に

９月議会に質問した

退職者や来年度の事業

増員し、
（来年４月から）

市の答弁

ないのか、
お聞きします。

健師など増やす考えは

るので す か。今 後、保

ことが必要です。

幼稚園の定数を増やす

かった子どもがいます。

歳児からの入園になり

す。幼稚園では新たに３

が統廃合された施設で

保育所と２つの幼稚園

保健所の体制強化について

市答弁
３年間連続して値上げ

度の国保、介護とも保

以上に対応が大変です。

計画を見込んだ必要数

市の答弁

五領認定こども園は、

市のくらしごとセン
になり、今後も３年間

険料の、値上げを見送

現在、体制についてはど

採用する。

国民健康保険料、介護保
険料の値上げ中止に

４月以降７万人以上の
人が職を失っています。
生活が成り立たなく
なっている人の実態調査

ターへの相談件数は増
は連続値上げになりま

る判断が必要です。
また、

のような対応をしてい

をし、市独自に給付金

加している。給付金の支
す。今年度は全世帯が

国の減免を受けた件数

値上げになります。

援は今 後の新型コロナ
値上げになり、国の法

をお答えください。

新型コロナの影 響を

の影響を注視していく。
定軽減を受けている世

市の答弁

区域外の利用も想定

される。新たな受け入

れの確保の必要性は低

いと認識している。

件、介護で７５１件。

の中には国の地方創生

円計上していますが、そ

億５千 万

市は、独自のコロナ対

ことは可能ですし、もっ

利用して、事業を行う

市に配分される予算を

次補正の臨時交付金の

円残ります。国の第３

し、遠い幼稚園への送り

掛け持ちはできません

迎えをするため、公立の

人です。保護者が送り

公立の幼稚園希望の

施策を実施するための
財源について

ましたが、入園できな

支援を求める方の置
帯や収入がない世帯も

医療費や介護費用な
どを総合的に勘案して

月に事務職を１名

かれている状況を把握
値上げでした。
歳以上の介護保険

し、市と社協が連携し
た支援を、引き続き行っ

上げになる可能性が高

再質問

臨時交付金として補填

と財政調整基金を使っ

迎えは無理な人もいま

再質問

学生などのアルバイ

いです。消 費 税 引き上

コロナの影響で収入が

しています、その結果、

ても問題はないです。市

す。幼稚園の定数を増

適切に改定する。国の減

トがなくなり、１日１

げ時に負担が増えると、

落ち込み、保険料の支

市が独自に負担した金

民が困っている今こそ、

やすことが必要です。

料についても、見直しの

食しか食べていないとい

２年 前に第１段階、昨

払いが困難になっている

額は 億３千万円です。

給付金などに基金を使

ていく。

う状況があり、大学生

年、今年と第１、第２、

人の、状況は見ないとい

それを差し引いても財

策として、

への食事提供をしている

第３段階の保険料を引

うのですか。保 険 料の

うべきです。

免は、国保で１，６３８

団体があります。
さらに、

き下 げてきました。し

政調整基金は１２７億

年になる来年４月は値

食事代が支払えない人

決定に、加入者の支払

再質問

10

かし、来 年 度からまた

時 間：朝 10 時〜昼 12 時まで
TEL ６８１−８４８０／自宅 TEL ６８５−６６８６

所：中村れい子事務所
別所中の町３−７

場

48

毎月、第 2 土曜日です

中村れい子

65

には、無料で食 事を提

22

市政相談日は

市会議員
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