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６月定例会では、私の登壇機会はなかったので（会派ごとに質問者数に制限があるため、最低年に１回は質問に立てない議会

新型コロナウィルス感染症対策特集 第２弾

があります）、今回のレポートでは、秋山正浩議員（倉敷市・都窪郡選挙区）による会派代表質問の主な質疑をお伝えします。

新型コロナ感染症対策 財政への影響

岡山県の取組を、保健福祉部長に聞きました。

Ｑ．現在の状況は、歴史的な緊急事態。大胆な財政出

Ａ．感染拡大に伴い、収入、支出ともに当初予算策定時

動が求められている。他方で、中長期的な財政の健全運営

には想定していなかった事態になっている。国に対し必要な

校、県立西大寺高校、中央大学を経て、1989年㈱天満屋入社、2005年全天満屋労働組合中央執行

の視点も忘れてはならない。感染状況や財政需要を把握し

財政支援を要望しているものの、一層厳しい財政運営を強

委員長、2010年連合岡山会長、2015年岡山県議会議員初当選。2019年２期目当選。趣味のマラソ

つつ、財源の確保に努めるとともに、戦略的な予算の組替え

いられるのは確実だ。予算の組替え等も財源確保の手法の

ンではサブスリー（フルマラソン3時間切り）を複数回達成。国民民主党岡山県連幹事長。

や事業の再編等、思い切った対応が必要ではないか。今後

一つだが、まずは事務費の削減や国からの支援の活用に努

の財政運営の考え方を知事に伺う。

め、持続可能な財政運営に全力で取り組む。（知事）
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新型コロナ感染症対策 教育への影響
Ｑ．生徒児童の学習の遅れに関して、国は、年度当初予

Ａ．現時点では、夏季休業の短縮や行事の精選により、

定していた指導内容を年度中に終えることが困難な場合の

遅れを取り戻すことは可能だ。国の通知は、特例的なもの

対応を自治体に通知した。臨時休業に伴う県下の公立学

で、まずは授業日数の確保に最優先で取り組む。今後、再

校の学習の遅れをどう認識し、対応しようとしているのか。ま

度の臨時休業等により、予定していた内容の指導が難しくな

た、国の通知をどう受け止め、対応するのか。市町村立学

れば、特例的な対応も含め、生徒児童の学びを保証できる

校への指導・助言も含め、教育長の所見を伺う。

よう、県立学校や市町村教委を指導していく。（教育長）

Ｑ．2020年度実施の県立学校の入学試験は、市町村に

Ａ．小中学校における臨時休業による学習の遅れは、取

より休業期間が異なり、公平な選抜が困難になる懸念があ

り戻すことが可能だと認識しており、現時点では、例年通り試

る。例年以上に配慮が必要ではないか。小６、中３の受験生

新型コロナウィルス感染症対策

県政の司令塔にオンライン・インタビュー！

中谷 祐貴子氏（岡山県・保健福祉部長）に聞く。
県の新型コロナウィルス感染症対策を統括する中谷祐貴子（なかたに ゆきこ）保健福祉部長に、この数カ月の県の取組を振り
返ってもらうとともに、第２波への備えについても聞きました。「新しい生活様式」に則り、対面を避け、メールでやり取りした内容を紙
面にしています。なお、インタビューは７月上旬に行ったもので、話の内容や各種数値は、７月10日時点の状況、情報に基づくもの
です。予めご了承ください。
（第１波の振り返り）

（第２波への備え）

験を実施しても差し支えないと考えている。入学試験におけ

髙橋：新型コロナウィルス感染症の県内の流行は、いわゆる

髙橋：第２波対策について伺います。まず、私の問題意識を

に対し、早期の周知が必要だが、2020年度実施の入学試

る特別な配慮は考えていない。入学試験の周知について

第１波が収まったところです。このインタビューでは、２月下旬

申し上げると、4月の感染拡大期には、検査の精度の問題や

験の概要や、例年との違いについて、どのような検討を行っ

は、７月上旬に入学者選抜の要項を決定し、公表する予定

以降５月中の期間を「第１波期間」と定義したいと思います

検査体制の未整備、検査数を増やした結果、陽性者が医療

ているのか。また、入学試験概要の周知時期は？ 受験の

だ。また、今後、感染が広がった場合は、必要に応じて対応

が、第１波期間を振り返り、県内の感染状況について、どのよ

のキャパシティを超えれば医療崩壊を起こしてしまう懸念が

時期に再び感染が広がった場合の対応は？

を検討し、周知を図っていきたい。（教育長）

うな感想をお持ちですか。また、この間、感染症対策として、

あったことなどから、PCR検査を大幅に増やす必要はないと

県が、最も力を入れたことはどのようなことですか。

していました。ただ、症状のある人だけを検査するやり方で

Ｑ．第２波到来のリスクを考えれば、オンライン授業の実

Ａ．県立学校では、オンライン授業等に取り組む学校も

中谷：はじめに、大きな感染拡大を起こすことなく、第１波を乗

施と、それを授業時間数にカウントするなどの教育課程の

あり、休業期間中に指導面での向上も見られたが、環境や

り越えたことは、県民や事業者の皆様の御協力をはじめ、医

柔軟な運用が求められる。早急に体制を整えるべきだ。オ

取組が十分でない学校も少なくない。市町村立学校につい

療従事者の方々の御尽力の賜物であり、改めて感謝を申し

ンラインの取組は、臨時休業中に、多くの学校で様々な

ても、地域や学校間で取組に差が見られる。今後、再度の

上げます。県では、感染拡大を防止するためには、感染者の

チャレンジがあったと聞いているが、公立学校のICT活用の

臨時休業も想定されることから、早急に県立学校のICT環境

早期発見・早期対応が重要と考え、まずは検査体制の拡充、

現状をどう評価しているか。また、取組が不足しているところ

の整備と研修の充実を図るとともに、市町村教委に対して

併せて受入可能病床の確保に努めてきました。

について、今後、どう対応するのか。

も、必要な研修等の支援を行っていく。（教育長）

髙橋：対策を進めるうえで、うまくいった点や反省点、最もご

苦労した点等について、お聞かせください。

河川の状況把握等について

は、無症状感染者を捕捉することはできません。感染経路不
明の感染者が増えていく中で、とにかく他人と接触・交流し
ない事で、感染拡大を防ぐという方法が採られました。全国
に緊急事態宣言が発令され、政府は、人の接触・交流を７～
８割減らそうと訴えました。
私は、次の流行期には、早期に感染者をつき止め、その濃厚
接触者やクラスター等が発生した場所に必要な対策を徹底
して行う、「早期発見・早期封じ込め」が重要だと思っていま
す。そのうえで、重症化リスクが高い層（高齢者や基礎疾患

中谷：第１波において、クラスターの発生や大きな感染拡大を

がある方など）への注意喚起や、そういう方が多く集まるとこ

起こすことなく乗り越えたと考えていま

ろ（病院や高齢者向けの福祉・サービス施設など）への対策

す。県内の患者の多くは、県外からの持

を重点的に行うべきです。この春のような、人の交流や接触

Ｑ．河川維持管理計画に則って、県管

Ａ．これまでも定期的な点検や巡視により、堤防や河道

理河川の維持・管理を行っていることは

内の状況を把握し、必要な修繕を行ってきた。今年度、点

ち込みによるものなので、県外との往来

理解しているが、現在の河川の状況、ど

検等の支障となっている樹木等を集中的に伐採し、点検精

を７～８割抑え込むようなやり方は、経済や暮らしへの影響が

の自粛をお願いしたところです。人々の

のような対策を講じたのか、などについて

度の向上を図るとともに、GPSを活用した重要防水箇所の

あまりに大きすぎます。そのためには、早期発見のための検査

移動を制限したことで、社会経済活動

わかりやすく住民に周知することが重要

情報提供を開始する。引き続き、市町村とも連携し、効果

体制の充実と、無症状者・軽症者の宿泊療養施設の確保を

に大きな影響が出ることを避けられな

的な周知方法等について検討していきたい。（知事）

かったことが、難しかった点です。

だ。どのような対応を行っているのか。

秋山正浩 議員

含む医療体制の整備、徹底したクラスター対策が不可欠だと
会見を行う中谷部長

（裏面につづく）

オンライン・インタビュー

中谷祐貴子氏（岡山県・保健福祉部長）に聞く。

思っています。私の考えに対するご所見も含め、第２波対策

民間の医療機関、抗原検査や簡易な検査キットの活用な

にどのように取り組みますか。

ども含め、どのような検査体制を構築すれば良いとお考え
ですか。

中谷：仰る通り、検査体制・医療体制の拡充・整備とクラス

（東京などでの感染拡大について）

あり、絶対にやめていただきたいと考えています。

髙橋：東京都では、陽性者が2日連続で200人を超えるな

県民の皆様に対し、ホームページなどの情報に加え、公開

ど、感染拡大に歯止めがかからない状況になっています

で専門家の意見を聞く機会を設けるなど、正しい知識と情

ター対策は重要です。それぞれ、これまでの取り組みも含

中谷：県では、感染拡大を防ぐために、感染者の早期発見

（7月10日現在）。東京を中心とした最近の感染拡大をど

報の提供に努めています。今後とも、県民の皆様の安心に

め、第２波対策についてお話しします。

が重要と考えています。「誰かれ構わず」というわけにはい

のように捉えていますか。東京などは、すでに第２波が到来

つながる情報発信を行っていきたいと思います。

きませんが、少なくとも症状がある人や、患者との濃厚な接

したかのような感じになっていますが、岡山県では、どのよ

触歴がある人など、感染が疑われる人に確実に検査が行

うに対応するのでしょうか。

まずは、検査体制についてです。県では、県環境保健セン
ターとその協力機関で１日当たり８０件の検査可能な体制

われるよう体制を構築する必要があります。県医師会等の

を確保し、必要な検査は実施できたと考えています。今後

協力を得て、多くの医療機関で検査を受けられる体制を

は、病院や民間検査機関における検査機器等について、国

整えているところです。

の補正予算を活用し、整備を進めます。

（衛生資材の備蓄）

次に医療体制の整備についてですが、県では、国が新たに
示した流行シナリオ（注１）に基づき、県内の流行ピーク時

髙橋：第１波期間では、医療機

の入院患者数を最大２５６人、宿泊療養患者を最大１８０人

関で、マスクなど衛生資材が

と推計しました。これに対応するため、重症病床４０床、中等

不足する状況が発生しました。

症病床２１０床の計２５０床に加え、宿泊療養施設を１８０室

第２波への備えとして、十分な

程度の確保を目標として取り組んでいます。

備蓄があるのでしょうか。

最後に、クラスターへの対応です。クラスター対策を強化す

中谷：現在の東京に限らず、第２波はいつ何処に来ても不
思議ではありません。県民の皆様には、「新しい生活様式」
を実践しながら、社会経済活動の維持にご協力いただき
たいと思います。また、県外への移動については、感染が続
いている地域へは、流行状況等を確認し、慎重な行動をお
願いします。（７月１０日時点）
（Withコロナ時代の心構え）
髙橋：ウィルスが消滅したわけではないので、一定数の感

県の新型コロナウイルス感染症対策本部会議

染者が出続けるのはやむを得ないとは思いますが、東京な

（注１）国の新たな流行シナリオ

中谷：県では、これまでに医療機関や福祉施設へマスク約

どの状況を見て、多くの方が不安になっていると思います。

者数が大幅に増えたときに備え、医療提供体制等を検討する

るため、有症状者や濃厚接触者への積極的な検査を実施

２９０万枚などを配布しています。今後の備えとして、様々な

外出や営業の自粛を要請しない政府や自治体の対応を

際に用いる、国が示した推計モデル。中国武漢の疫学情報を

します。また、医療機関、福祉施設などの研修を充実させ、

ルートを通じて、県の備蓄を進めています。また、多方面か

批判する人もいます。私は、第１波期間を通じて、感染症対

基に策定された従来のシナリオを改訂し、６月に提示された。日

感染防止策の質を向上させたいと思っています。併せて、他

ら衛生資材を寄贈していただいており、感謝しています。

策とは、医学・科学の問題であると同時に、人の側の問題、

県での高齢者福祉施設等での発生事例を踏まえ、関係団

（クラスター対策）

体と連携して衛生資材や人材の確保に努め、発生時の応
援体制を構築していきたいと考えています。
（ＰＣＲ検査体制）
髙橋：PCR検査体制について伺い
ます。偽陽性・偽陰性の問題（注
２）や、感染者の８割に上るといわ
れる無症状や軽症の患者に医療
資源が割かれる懸念などから、
誰かれ構わずPCR検査を実施す
ることに慎重な意見もあります。

ＰＣ Ｒ検 査機器（県環境
保健センター）

県では、段階的に自粛要請を解除して います。

関
連
情
報

７月10～31日の、県民の皆様への協力要請（メッ
セージ）が発信されているので ご紹介します。
１．外出 原則自由。ただし、クラスターが発生して
いる施設への出入りは慎重に！

(
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請
七
月
一
○
～
三
一
日

２．県外への移動 観光は、県内や近隣県から。
東京圏への移動については、改めて必要性を検討
し、やむを得ず移動する場合は、夜の繁華街に関
連する施設への出入りは控えましょう。

)

３．「新しい生 活様式」を実践しましょう。

すなわち、経済、行政、政治などの社会システムや、同調圧
力、被害意識、差別意識など人々の心の問題でもあると痛

新型コロナウイルスの患

本国内でこれまでに発生した感染者数の動向や、日本で実際
に行った社会への協力要請の効果を踏まえたもので、このシナ
リオ等に基づき、各都道府県は、再び感染が急拡大する局面
における患者数を推計することが出来る。

髙橋：第１波収束以降も、各地でクラスターが発生してい

感しました。今起こっていること、これから起こることをエビ

ます。岡山では、第１波期間中を通じてクラスターは発生し

デンス（科学的な根拠）に基づき、「正しく怖れる」ことがと

なかったわけですが、クラスターの発生防止、発生した場

ても大切だと思うのですが、私たちは、どのような心構えで

は、本当は感染症であるのに、陰性と出てしまう誤診断。PCR

合の対応について、県の考えを教えて下さい。

「Withコロナ」時代を過ごせばよいのでしょうか。

検査で陽性者が正しく陽性と診断される割合は、高くても70%程

中谷：クラスターが発生しているような施設においては、業

中谷：今後、長期間にわたり、新型コロナウイルスと共存し

種別ガイドライン等に基づく適切な感染防止策を徹底して

ながら、社会経済活動を維持するための取組が必要とな

いただきたいと思います。また、県民の皆様にも、「新しい

ります。県民の皆様には「新しい生活様式」を暮らしの中に

生活様式」を実践していただきたいです。万が一、クラス

取り入れ、一人ひとりの意識と行動を変えていただくようお

ターが発生したときは、感染拡大を防ぐため、速やかに関

願いしたいと思います。また、医療従事者や感染者、その家

係者の検査を実施するなど適切に対応していきます。

働省健康局結核感染症課長補佐、保険局医療課長補佐などを

族等に対する差別や、誹謗・中傷については、大変残念で

経て、2018年７月より現職。

（注２）偽陽性、偽陰性

偽陽性(ぎようせい）は、本当は感染

症で無いのに、陽性と出てしまう誤診断。偽陰性(ぎいんせい）

度とされている。

中谷 祐貴子 （なかたに ゆきこ）
1973年生まれ。北海道出身。旭川医科大学医学部卒業後、厚
生労働省に入省。世界保健機関（WHO、スイス)派遣、厚生労

７月10日、岡山市議会の「おかやま創政会」の皆さんから、新
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議
会
と
の
懇
談

型コロナウィルス感染症に関する県への要望を承るとともに、コ

ロナ関連の諸課題について意見交換を行いました。
医療機関に対する国や県の支援の詳細（例えば支援金の額や
支給時期など）が、現場に伝わっていない現状や、第２波が来
た場合の医療人材の確保と柔軟な配置に関する要望などを伺
いました。また、岡山市立中学校のうち、38校中36校が修学
旅行を中止するという話を伺い、県教委や県立学校の対応に

ついても協議しました（県立学校は各校で判断）。
新型コロナ対策は、県と岡山市が一丸となって取り組むべき課
題です。しっかりと連携していきたいと思います。

