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発言者 内 容 

進行 只今から第 16回飯塚市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し

ます。まず、「国内等の発生状況」について説明をお願いします。 

事務局 「国内等の発生状況」の説明 

進行 只今の説明に対して、質疑等はありませんか。 

委員 なし。 

進行 次に、「対策本部組織体制（案）」について説明をお願いします。 

事務局 資料「対策本部組織体制（案）」について説明 

進行 只今の説明に対して、質疑等はありませんか。 

委員 なし 

進行 次に、「収束期への対応（案）」について説明をお願いします。 

事務局 「収束期への対応（案）」について説明 

進行 只今の説明に対して、質疑等はありませんか。 

市民協働部長 補足だが、先ほど市長からも説明があったが、14 日に国と県から緊急事

態解除宣言による方向性を示すということになっているので、資料の「緊

急事態宣言時の特定警戒都道府県」や「特定警戒都道府県以外」というカ

テゴリーが有効かは不明だが、それは 14日の結果を踏まえて作り変える。

ただし、考え方の基本は、イベントの場合は参加者人数の規模に応じて決

めていく。公共施設の場合は施設の特性、感染防止ができるかできないか

個々で決めていく。そこを踏まえて、14 日の国・県が出した内容で最終

的に作り変えていく。 

行政経営部長 このような資料は分かりやすいが、収束期というのは、コロナのリスクと

共存しながら動いていかなければならないのだろうが、感染者数は日々

変わっていくと思うが、その点についてどのように考えているのか。 

事務局 基本的には 2 週間単位である。これは収束期に向かう考え方であって、

当然、周期の中に飯塚市の発生がないというわけではない。可能性はある

と思っている。その際は、以前作成した「タイムライン」との調整を図り

ながら総合的に考える必要がある。本日作成した資料はあくまで収束期、

つまり少なくなっていく方向での考え方ということで整理している。 

市長 行政経営部長が心配しているのは、中国や韓国のように第 2 回目の感染

拡大やクラスターが発生したとき、この資料に則らずに緊急にこのよう

な場合はこうだ、と打ち出していかなくてはならない。 

行政経営部長 収束期であっても微妙に人数が変わっていくと思うので、その際は 1 週

間単位で見守っていくということと推測している。 

総務部長 感染経路不明者というものを加えたら如何か。感染経路が明確なのであ

ればある程度問題ではないが、感染経路が不明なものは問題があると考



える。 

事務局 事務局においてもこのカテゴリーを分別することに悩んだ。これがベス

トとは言えない。これから国や県から出る方向性も含めて、専門家の意見

を聞いて修正していく予定。 

市長 ぜひお願いしたい。その方が対応はしやすい。外部からの知見が入った方

が良い。 

市民協働部長 区分については、事務局でも分かりにくいところがある。陽性率が大切

等、色々と言われているが、統計上飯塚市では細かい統計は把握できない

ので、感染者数又は感染経路不明者を主に捉えるかどうかと考えている。

そこも踏まえた上でアドバイザーに意見を聞きたい。 

市長 緊急事態宣言が解除されて一番対応が難しい公共施設は、コスモスコモ

ンではないだろうか。この資料のとおりであれば、コスモスコモンは開館

がなかなかできない。教育文化振興事業団と打ち合わせが必要。 

進行 次に、「市税・使用料等の猶予・減免状況」について報告をお願いします。 

行政経営部長 資料「市税・使用料等の猶予・減免状況」について説明 

進行 只今の説明について、質問等はありますか。 

委員 なし 

進行 次に、「審議会等の委員報酬等の取扱」について説明をお願いします。 

行政経営部長 資料「審議会等の委員報酬等の取扱」について説明 

進行 只今の説明について、質問等はありますか。 

委員 なし 

進行 次に、「市内 3 大学の対応」について説明をお願いします。 

経済部長 資料「市内 3 大学の対応（休講等の状況）」について説明 

市長 九工大は、留学生や学生が全国から来ているので結果として 6 月 29 日ま

で大学が休業となっているだろうが、学生はみんな飯塚に来ているのか。

入学はしているのか。 

経済部長 学校を通じて学生の近況を照会中なので、詳細が分かれば報告する。 

進行 次に、「図書館再開行動計画」について説明をお願いします。 

教育部長 資料「図書館再開行動計画」について説明 

進行 只今の説明について、質問等はありますか。 

行政経営部長 学習室の利用状況についてはどのような配慮がなされているのか。 

教育部長 学習室や密集して長時間利用するＤＶＤ視聴コーナーや調べものコーナ

ーなどは、当面使用を禁止する予定。嘉麻市・桂川町の方も受け入れる予

定であるが、2 自治体には依頼を行って開館をお願いし、分散利用ができ

るようにしてリスク低減を図りたい。 

企業局長 入館者のマスク利用は義務付けるのか。 



教育部長 義務付ける。マスクをするお願いをする。 

進行 次に、「福祉部関連事業進捗状況」について説明をお願いします。 

福祉部長 資料「福祉部関連事業進捗状況」について説明 

進行 只今の説明について、質疑等がありますか。 

総務部長 補足ですが、封入作業件数は 65,000 件あり、委託業者の人数も 30 人か

ら 40 人を予定しているが、それでも職員の数が足りない場合は総務部か

ら応援を各課にお願いしていく予定。 

行政経営部長 特別定額給付金の件だが、5 月 19 日で申請書を郵送発送するということ

だが、25 日を待たずに相談窓口に来ると思われるがその際の対応はどう

するのか。 

福祉部長 本庁や支所に来たとしても、事前に対応するように関係職員に依頼をす

る。 

進行 次に、「経済相談窓口受付件数」の説明をお願いします。 

経済部長 資料「経済相談窓口受付件数」の説明 

進行 次に、「生活資金相談窓口受付件数」の説明をお願いします。 

福祉部長 資料「生活資金相談窓口受付件数」の説明 

進行 次に、「総合窓口受付件数」の説明をお願いします。 

市民協働部長 資料「総合窓口受付件数」の説明 

進行 次に、「特別給付金にかかる DV 相談件数」について説明をお願いします。 

市民協働部長 資料「特別給付金にかかる DV 相談件数」について説明 

事務局 本部のマスクの在庫は、連休前は 10,000 枚となっていたが、最近発注分

の納品が済み 100,000 枚確保ができている状態となっている。アルコー

ル消毒液についても、同様に納品があり約 300ℓの在庫があるので、これ

まで同様に各施設に配ることができる。 

進行 以上で対策本部会議を終了します。 

 


