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令和２年３月１３日 市長定例記者会見 会見録 

 

 

【司会】 

ただいまから市長定例記者会見を開催いたします。さきほどご案内しましたとおり、本日もライブで

配信をしております。本日の話題は１件になります。市長、よろしくお願いいたします。 

 

【市長】 

本日の記者会見の話題の前に、私から一言、新型コロナウイルス感染症対策についてお伝えをい

たします。皆さんご承知のことと思いますが、昨日の午後９時過ぎにプレスリリースを行いましたが、

静岡市内で２例目となる新型コロナウイルス感染症の患者が判明をいたしました。 

この患者さんは清水区にお住まいの 60 歳代の女性で、同居する親族がいらっしゃいます。３日前

ですね、３月の 10 日の夜、火曜日に厚生労働省より所管の課に電話がありました。旅行社が主催

をした２月のエジプトツアーの参加者の中に静岡市民がいらっしゃったということで、２名が該当を

するということでありました。その連絡を受けて、さっそく健康観察を開始するとともに、ご本人たち

に不要不急の外出を控えるような依頼を行いました。そして、昨日 12 日までに、そのお二方にＰＣ

Ｒ調査を行いました。その結果、１人が陽性、１人が陰性と判明をいたしました。陽性の方について、

現在は市内の指定病院に入院中で、引き続き保健所の職員が行動の詳細について聴き取り調査

中であります。行動履歴とか濃厚接触者の有無であるとか、正確な情報の確認を行った上で、本

日の午後４時より保健所より改めて公表をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

ということでありますけども、本当に皆さんご承知ですけども、今回のコロナ、誰も悪い人はいないで

す。誰も悪くない。誰も悪くない。しかしながら、私たちはこの危機に対応しなければなりません。ま

た、昨日も取材をしていただいたと思いますが、安倍総理の 10 日間の自粛延長の要請を受けて、

危機対策本部会議を昨日の朝、開いたわけであります。その中で要請を受けて、今月末までは 31

日までは市が主催するイベントなどの開催を引き続き自粛するとともに、市の公共施設の休館、あ

るいは一部休館をするということを決定いたしました。この２週間が勝負だということで、私たち静岡

市も国ときちっと情報共有化を図りながら、クラスターの発生を抑える。静岡市内からはクラスターを

発生させないということで、行政連携はもちろんなんですけども、国や県や市、情報の共有化を図り

ながら、そして市民の皆さん、経済界の皆さん、そしてメディアの皆さん、オール静岡になって、こ

のクラスターを発生させないということで、この２週間を乗り切っていきたいと思います。 

さて、一方で市民生活というものは安寧にやっていかなければなりません。私もかれこれ四十数年

前のことになりますけど、今でも私、城内中学出身ですけども、中学の卒業式の時、記憶に鮮明に

残っております。そのくらい、子ども心に中学の卒業式というのは一生の思い出になります。その点

で、私どもは子どもにとってかけがえのない学校生活を大事にしていくことが市民の生活を安定さ

せ、不安を緩和していくことも重要だということで、卒業式を含む１６、１７、１８、１９、学校を再開する

ことも決定をいたしました。 
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幸い、さきほど申し上げました２例目になる患者さん、感染経路が不明な市中感染が発生している

ものではないと。あくまでも海外旅行に行ってきていると。こういうことになってしまったということであ

りますので、全市的な方針としては、学校の先生方に児童、生徒の衛生管理上の管理は最大限配

慮した上で、卒業式もしてほしいし、16日からの学校の再開をするということに変更はありません。 

しかしながら、今、引き続き聴き取り調査中でありますけど、万が一、感染者が学校関係の方々に

濃厚接触者がいるであるとか、そういうことになりましたら、その学校についての卒業式は見直すと

か、ここは臨機応変に対応していくことが必要だろうというふうに思っております。ですので、教育委

員会の職員には、子どもの安全を守るという意味で個別に適切な判断をしていただきたいと考えて

おります。 

なお、静岡市では市の公式ホームページなどを通じて、市民の皆さんに正しい情報を的確にお伝

えをしていきます。１例目の患者さん発表したあと、いろんな経緯があったわけでありますけれども、

誰も悪くないんです。でも、一部報道にあったとおり、あの人が感染者じゃないか、この人が感染者

じゃないかという、いわば犯人探しのようなこと始まってしまって、本人は非常につらい思いをして

おります。そういったことも踏まえながら、私たちは慎重に一つ一つのことについて発表していかな

ければいけないと。そのためには一定の時間がかかるということも、ぜひ、ご理解をいただきたいと

いうふうに思っております。市民、住民に近いところの基礎自治体としての静岡市は、その辺りのバ

ランスも取っていかなければならないということを、ぜひ、市政の記者クラブの皆さん方にもご理解

をいただきたいというふうに思っております。 

改めて、市民の皆さんに申し上げます。出所が不明なあやふやな情報に振り回されることなく、冷

静に正しく恐れるという姿勢で生活をしていただきたいということをお願いいたします。コロナ関係

は以上であります。 

それでは本来の本日の話題に戻します。３月の 28日の土曜日、これ、十年来の地元住民の皆さん

にとって悲願の大河内橋の開通の話であります。この辺りにパネルを用意させていただきました。

平成 25 年度から架替工事に着手をしていた、梅ヶ島温泉昭和線大河内橋がいよいよ再来週、  

３月 28日の土曜日に開通いたします。架替前の大河内橋は昭和２６年に架設され、温泉や紅葉な

どで賑わう梅ヶ島大河内地区と市街地を結ぶ橋として長年重要な役割を果たしていきました。これ

も大きな意味では、市民の災害から守るという安心・安全の確保ということで、大事な社会インフラ

であります。昭和 50 年の台風で大変な被害に地域の住民の方々遭われました。安倍川の河川の

増水により、結局、古い大河内橋の橋脚が洗掘されてしまったわけです。それによって橋脚が傾き、

大規模な災害となってしまいました。老朽化の問題や幅員が狭い問題、そして交差できない、すれ

違いができないという難点もあることから、平成 21 年より架替の計画を策定をして、そして 10 年経

って今回、念願の供用開始になったわけであります。 

計画の際、これまでの災害が繰り返されないように橋脚を造らない、橋脚を造ってしまうと、そこに

土砂とかいろんなものが当たってしまって橋の破損につながってしまうというところで、橋脚を造らな

い、ここにありますけど、お手元にパンフレットを配布をしてありますね。そこにありますように、ニー

ルセンローゼ橋、これ人の名前ですけども、ニールセンローゼという方が設計をした、橋脚のない
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橋を採用することにいたしました。このニールセンローゼ橋は橋梁を支えるケーブルを格子状にす

ることによって、橋全体の剛性を高めております。なので、広い川幅であっても河川内に橋脚を造

ることなく橋をかけることができます。事業の概要は、橋梁の延長が 165.5 メートル、幅員が８メート

ルありますので、車がすれ違いできるようになります。総事業費は 35億円であります。このアーチ状

のとても特徴的な形をした新しい橋でありますので、災害に強い地域を作る国土強靭化という点で

も役に立ちますし、一つのランドマークとして、観光客の皆さんにとってもシンボルになるというふう

に思っております。ですので、地元住民の安心・安全のためだけではなくて、梅ヶ島大河内地区に

対する観光客の皆さんの利便性の向上にも観光資源の一つとして役に立ってもらい、それがひい

ては大河内地区の活性化につながっていくことを期待しております。 

３月 28 日、野外での開通式でありますので、ここも衛生管理に十分配慮をして開通式挙行をいた

しますので、ぜひ取材等よろしくお願いをいたします。私からは以上です。 

 

【司会】 

それではただいまの発表項目につきまして、ご質問がある方はお願いします。橋につきましてご質

問がありましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。ありがとうございます。 

それでは幹事社質問の方に移りたいと思いますので幹事社さん、よろしくお願いいたします。 

 

【産経新聞】 

幹事社の産経新聞・・・ 

 

【司会】 

ごめん、一つ言い忘れちゃった。橋のことで何か一つでも質問があったら付け加えようかなと思った

んだけども、手元に、そうです、そのＡ４一枚のやつです。これ、紹介させてください。これ、静岡市

職員が発想したんですけども、紙細工であります。その一枚のＡ４の紙をそのマニュアルどおり切っ

ていくと、こういうニールセン橋ができるということでありますので、それを皆さんに紹介をしよう、静

岡市はプラモデルのまちとして有名だと、ものづくりの町として有名だという発想の中で、こういう建

築物を紙でモデル化しようというような工夫をして、この存在を知ってもらおうと建設局の若手の職

員が作ってくれましたので、ここで紹介をしておきたいというふうに思いますので、皆さん、今、忙し

いとは思いますけれども、ぜひハサミ片手にこれ組み立てみてもらえればと思います。よろしくお願

いいたします。 

 

【産経新聞】 

よろしいですか。 

 

【司会】 

ごめんなさい。 
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【産経新聞】 

幹事社の産経新聞です。すいません、新型コロナの関係で３点ほど。締切の関係でやや質問自体

が色褪せている部分もありますけども、古くなっている部分というか。まず１点目のほう、諸井県議が

マスクの問題で。 

 

【市長】 

諸田さん。 

 

【産経新聞】 

諸田県議がインターネットの方にマスクを大量に出品して、これが問題になっていますけれども、議

員本人は議員辞職を否定されていますけれども、これについて、これを含めて市長としての受け止

めをお聞かせください。もう一つ、そのマスクに関連してですけども、マスク、品薄状態が深刻化し

ていますけれども、市のマスクの在庫状況について教えてください。最後は観光業界など地域経

済も直撃していますけれども、市独自の経済対策としてなんらかの対策を講じる考えがあるのかど

うかについてお聞かせください。以上３点になります。 

 

【司会】 

分かりました。３点の質問でありますけど、最初の質問については、私も県議会出身でありますけど

も、県会議員、公人ですので、公人としての自覚の下で判断をしていただければ良かったんじゃな

いかなというふうに思います。 

二つ目のマスクのことについては重要なことでありますので、しっかり丁寧にお伝えをしたいと思い

ます。静岡市では大規模災害時の医療用のマスクとして、医療機関の従事者用に８万枚、そして

災害時に設置される救護所で使うために４万 8,000 枚、合計で 12 万 8,000 枚のマスクを備蓄して

おりました。今回、コロナのことでマスク不足が懸念されていましたので、これを今、有効活用させて

いただいております。 

まず、医療機関用のマスク８万枚については、医療機関を受診する時に市民の皆さんが安心して

いただけるように、休日夜間の初期救急医療を担う医師会のお医者さん、あるいは二次救急医療

を担う公的病院に勤務するお医者さんに対しまして、２月下旬から、すでに順次配布を始めており

ます。 

次に救護所で使うための４万 8,000 枚の方でありますけども、こちらはお子さんなどの健康診断を

おこなう各区役所の部署の職員であるとか、放課後児童クラブの指導員、あるいはそこに通ってい

る子どもたちに対して供与をしております。さらに市が主催する会議などに参加いただいた市民の

皆さん、参加者の皆さんにもお使いをいただくために配布をさせていただいております。今後も医

療機関等に順次配布をしていきたいというふうに思っております。 

また、これも本当に皆さん、関心を持っていただき、報道していただきありがたかったんですけど、Ｂ
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３バスケットチームのベルテックス静岡さんが協賛スポンサーの静岡綜合警備保障さんと一緒にな

って、１万枚のマスクを、昨日、贈呈いただきました。子どもたちのために使ってほしいというベルテ

ックスさんの想い、バスケットボールの選手たちの願いを受けて、本日よりさっそく市の職員が必要、

欲しいというふうに手を挙げてくれているこども園であるとか、放課後児童クラブに本日さっそく今、

配っている最中であります。本当に改めてベルテックスさんの選手に対してはお礼を申し上げたい

と思います。以上です。 

そして、最後の質問ですね。経済対策についてでありますが、まず独自の対策ということであります

ので、新たに景気変動対策資金を立ち上げたいと思っております。ただ、これは国レベルの経済

対策が必要でありますので、やはり国と県と連携をしてパッケージでさまざまな策を打っていきたい

というふうに思っております。昨日は浜松市、静岡市、政令指定都市と県との間で経済対策会議を

行って、情報の共有化を行いました。これから融資制度の融資限度額の拡大であるとか、利子補

給率の引き上げとかが、さらに県では進んでいくと思いますので、それに寄り添ったかたちで強力

な資金繰り対策を市内の、特に小規模企業に対して講じていきたいというふうに考えております。

政府は政府で緊急対応施策の第二弾、この前発表をいたしましたので、そんな国、県、市の連携

の中でやっていきたいというふうに思っております。観光業のみならず、飲食、小売、サービス業な

ど、幅広い業種に悪影響が出ております。あらゆる手段も講じながらやっていきたいというふうに思

っております。とにかく縛れば縛るほど中心市街地は閑古鳥が鳴くと。この本当に二律背反をした

要請に対してバランスを取っていくということが大事であります。ぜひ、そのあたりも難しい舵取りで

ありますけども、この２週間はまずは市民の安心・安全を確保するということでやっていきたいと思い

ます。クラスターの発生を抑えていきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

以上です。 

 

【司会】 

幹事社さん、よろしいですか。ありがとうございました。それでは各社さんからご質問をお伺いした

いと思いますのでよろしくお願いいたします。NHK さん。 

 

【ＮＨＫ】 

すいません、ＮＨＫです。ニュースの時間の都合で、先に分かっていることだけ教えていただきた

いのですが、保健所からでも結構です。３人目の感染者についてなんですけれども、親族と同居さ

れているということですけれども、さきほど市長がおっしゃった、もう一人、陰性確認された方という

のは、この感染した女性の親族ということでよろしいか確認させてください。 

 

【市長】 

これは加治所長お願いします。 
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【保健所長】 

保健所長ですが、その感染された方のご親族の方です。 

 

【ＮＨＫ】 

夫婦であるかどうかは。 

 

【保健所長】 

お父さまです。 

 

【ＮＨＫ】 

父親。 

 

【保健所長】 

患者さんのお父さまです。 

 

【ＮＨＫ】 

60 代の女性の父親ということですね。 

 

【保健所長】 

はい。 

 

【ＮＨＫ】 

これはものすごい一般論ですが、陽性判定だけだと偽陽性の可能性も医学的にはあると思います

が、これはエジプトツアーに参加しているということをもって、これは。 

 

【保健所長】 

お父さまは参加されていません。 

 

【ＮＨＫ】 

いや、女性本人です。 

 

【保健所長】 

女性本人はそうですね。 

 

【ＮＨＫ】 

エジプトツアー参加されていることをもって偽陽性ということではなく、感染確認と断定していいと判
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断されているということで。 

 

【保健所長】 

そう判断していますけれども。 

 

【ＮＨＫ】 

分かりました。親族はお父さまで、一緒にエジプトツアー行かれていた。 

 

【保健所長】 

いえ、行かれていません。お父さまはお留守番です。 

 

【ＮＨＫ】 

市長がおっしゃった、もう一人陰性とおっしゃったのは。 

 

【保健所長】 

実は厚生労働省からリストが送られてきまして、そこには今回のエジプトツアーに参加された方お

二人、静岡市内にお二人いらっしゃるということで、そのリストが送られてきました。そのお二人ともＰ

ＣＲ検査を受けていただいて、お一人が陽性で、患者さんと判明しまして、もう一人もＰＣＲ検査受

けていただきましたけれども、その方は陰性でした。 

 

【ＮＨＫ】 

すいません、私の最初の質問は、陰性と確認されたもう一人のエジプトツアーの参加者はこの女性

の親族のことかというお尋ねだったんですが。 

 

【保健所長】 

すいません、勘違いしていました。まったく関係ありません。 

 

【ＮＨＫ】 

まったく関係ない方で、陰性が確認されたと。このエジプトツアーというのは全国的に何人か出てい

る、先月２３日のツアーですか。 

 

【市長】 

ここからは統括監、お願いします。 

 

【健康長寿統括監】 

エジプトツアーに関しましては、いろんなパターンがあります。なのですが、今、うちが把握している
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行程というかスケジュール感は、２月 21 から 28 と考えておりますが、それもしっかりと確認して、ま

た４時から発表しようと思っておりました。厚労省から聞いている期間は 21から 28に参加したという

ことで伺っておりますので。 

 

【ＮＨＫ】 

静岡県内ないしは静岡市内に戻ってこられたのが何日かは確認されていませんか。 

 

【健康長寿統括監】 

ですので、２８日ですので、旅行期間は 28です。 

 

【ＮＨＫ】 

そのあと戻ってこられたのがいつかは確認されていませんか。 

 

【健康長寿統括監】 

戻ってはきましたけども。 

 

【ＮＨＫ】 

28 日、その日のうちに静岡の自宅に戻られた。 

 

【健康長寿統括監】 

そう聞いております。ちなみに、さきほどですけども、厚労省からリストが来た２名というのは、そのも

う１名の方は同居の親族ではありません。それでその方も陰性がＰＣＲの結果出ているということで

す。その同居の親族の方も確認したところ陰性だったという。そういうことです。 

 

【ＮＨＫ】 

昨日、３人されたということですね、この関連で。 

 

【健康長寿統括監】 

３人、そうです。昨日のうちにです。そうなります。 

 

【ＮＨＫ】 

確認ですが、静岡を出たのが 21 かは分からないけど、21 日に出発して、28 日に帰国。 

 

【健康長寿統括監】 

ツアーの旅費の行程が 21から 28 というふうには聞いておりますので。 
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【ＮＨＫ】 

分かりました。２８日以降の行動履歴は今まさに確認されている。 

 

【健康長寿統括監】 

そのとおりです。それをまた４時の会見に向けて、今ちょうど聴き取り中ですので、そこを裏取りしな

がら確認しています。 

 

【ＮＨＫ】 

あと、女性の症状にについてお分かりの範囲で、差し支えない範囲で。 

 

【健康長寿統括監】 

それもあわせてですけれども、当然聞き取りができるような、そういうような状態ということです。話が

できる、会話のできるようなところで今やっています。 

 

【ＮＨＫ】 

重篤な状態ではないと表現してよろしいですか。 

 

【健康長寿統括監】 

そういうことで捉えております。 

 

【ＮＨＫ】 

ただ、なんらかの咳、熱や喉の何か。 

 

【健康長寿統括監】 

そういう症状は見られる状態ではありますけども、それについても今、どういうような状態かっていう

のも当然、指定医療機関の方とも確認しながら発表できるようにしたいと思っております。 

 

【ＮＨＫ】 

分かりました。ありがとうございます。 

 

【司会】 

中日さん、どうぞ。 

 

【中日新聞】 

中日新聞です。今の点に関連しまして、厚労省から情報提供のあったもう１人は、同じ日程でツア

ーに参加していたということでよろしいでしょうか。 
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【市長】 

統括監。 

 

【健康長寿統括監】 

そう聞いております。この 21から 28日で、この２人が参加して、そのツアーの中に他の自治体で陽

性が出ましたから、もしかしたら可能性があるのではないかということで健康観察の依頼を受けまし

た。ただ、検査をしろとまでは言われていなくて、そこは、検査は市独自で早めに確認した方がい

いかと思いまして確認したところ、その女性の方だけ陽性が出たということです。 

 

【中日新聞】 

今、独自でというお話でしたが、それはまだ症状が発症されていない段階だったということなんでし

ょうか。 

 

【健康長寿統括監】 

症状はそのレベル感もありますけれども、そういうようなのも見られたというのもありますし、念のため

というところもありますから、幅広に確認したということです。当然、その２名の方と、あとはご親族の

方、それを合わせてまとめて確認をしたということです。今回のエジプトツアー絡みだということで明

確に判断しましたので、検査をしたということです。 

 

【中日新聞】 

今の点、もう少し細かく確認なんですが、11日に健康観察を始められたということで、その段階では

症状が出ていなくて、12 日に検査をされて症状ということになるんでしょうか。 

 

【保健所長】 

今回、ＰＣＲ陽性になった患者さんについては、１１日から健康観察を始めまして、保健所の職員が

お電話で健康状態を確認しましたところ、下痢症状がありますっておっしゃったんです。それでは

すぐに指定医療機関受診されてはどうですかってお勧めしたんですが、いや、だんだん良くなって

きましたから結構です、様子を見ますっておっしゃって、１１日はそれで終わりました。翌１２日にな

って、その女性の方のほうからお電話が保健所にありまして、やっぱり心配だから検査を受けたい

っておっしゃったものですから、それで指定医療機関をご案内いたしました。それでＰＣＲ検査に結

びついたという経緯です。 

 

【中日新聞】 

今のお話ですと、通常、濃厚接触者というのが発症してからの接触という定義になるかと思うんで

すが、検査をされる前で、もし下痢が症状であれば濃厚接触かもしれないですけど、その辺り、濃
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厚接触の発症にあたるかどうかっていうのはいかがでしょうか。 

 

【保健所長】 

まだしっかり確認はしていないんですけれども、その下痢の症状が正確にいつから始まっていたか

ということですね、それ、今、確認中なものですから、いつから濃厚接触者が発生した可能性がある

かということは、今の段階では明確にはお答えできません。 

 

【中日新聞】 

すいません、最後１点、もう１人の陽性だった同じ旅行に参加されていた方の性別や年代というの

は出ますでしょうか。 

 

【市長】 

統括監。 

 

【健康長寿統括監】 

それは陰性でしたので、現段階では公表しないということです。ただ、それがもしも何か体調の変

化だったりとかそういうふうな社会的な影響だったりとか、公衆衛生的な観点であれば当然公表し

ないといけないとは思っています。 

 

【中日新聞】 

ありがとうございます。 

 

【司会】 

テレ静さん、ですか。 

 

【テレビ静岡】 

すいません、テレビ静岡です。田辺市長のお話からあったように、昨日、市内で２例目の感染が確

認されたわけですが、１人目のこともあるので、静岡市として情報収集に慎重になる姿勢もよく分か

ります。一方で、この間、県内２人目の感染があった時に、県の方では陽性確認が午後５時に確認

をして、午後９時半に必要な情報の会見を開いているという部分を見ると、やや市の会見が今日午

後４時ということで遅いのかなという部分が感じられるわけですけれども、その上で２点質問させて

いただきます。１点目が、いまだ詳細の情報提供がないということで市民は不安を覚えるかと思うん

ですけれど、その点についての所感というかどういうことをお感じになるかという市長のご見解と、２

点目、調査が長引いているというか時間がかかっている要因が何かございましたら、お聞かせいた

だきたいと思います。 
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【市長】 

まず前提として、さきほど私、申し上げましたけれども、迅速性とともに正確性ということも大事だし、

誰も悪くない中で、その陽性になった方々の立場や人権というものを守らなければなりません。１例

目の時の教訓もあります。そして、昨日の会議で加治所長の方からも専門家の立場からおっしゃっ

ていただきましたけど、正しく恐れるということです。今、非常に過剰な反応ですごく社会全体が萎

縮しているような状態であります。だからこそ冷静に、きちっと対応していくので、単なる早さだけで

はないぞということを私から保健所の方に周知しております。私たち、基礎自治体でありますので、

機械的にやるのではなくて、住民に一番近い立場でバランスを取って情報提供をしていく必要が

あります。市民の皆さんにはその辺りは信頼をしていただきたいとお願いしたいと思います。 

 

【司会】 

よろしいですか。ありがとうございます。朝日新聞さん。 

 

【朝日新聞】 

朝日新聞です。すいません、さっきの点で確認なんですけど、11 日の時点で症状は下痢だけだっ

たんですか。 

 

【保健所長】 

下痢と、ちょっと胸のつかえ感というふうにおっしゃっていたというふうに聞いています。聴き取りをし

た職員からは、です。 

 

【朝日新聞】 

胸の。 

 

【保健所長】 

胸のつかえって言うんですか。それが呼吸器の症状なのか、下痢があったということでお腹の方か

ら来る何か気持ち悪さなのか、その辺りははっきりはしないんですけれども、症状で聞いているのは

それだけです。 

 

【朝日新聞】 

それで検査は勧められたんですか、11 日の時点で。 

 

【保健所長】 

そうです。お勧めしました。それでもご本人が、だんだん良くなってきているようですからもう少し様

子を見ますっておっしゃって、検査はその時点ではお断りになりました。 
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【朝日新聞】 

分かりました。ありがとうございます。 

 

【司会】 

どうもありがとうございました。 

失礼しました。静岡朝日テレビさん。 

 

【静岡朝日テレビ】 

すいません、朝日テレビですけど、今のお話で、11日の時点で今回陽性になった方に検査の打診

はしたけども、相手方の方からお断りがあったっていうことですか。 

 

【保健所長】 

そうです。 

 

【静岡朝日テレビ】 

だから検査はしなくて、次の日にやっぱり検査をしたいよっていう要望があったから検査をしたとい

うことですか。 

 

【保健所長】 

そうなんです。 

 

【静岡朝日テレビ】 

11 日の時点でも、市としては検査を打診しているということでしょうか。 

 

【保健所長】 

かなり強くお勧めしました。そういう症状が出ているということと、それから同行のツアーのほかのお

客さんから、他の自治体で患者さんが発生していますので、かなり強くお勧めしたということは私は

職員から聞きました。それでもご本人がどうしてもと言いますか、今日は検査は希望しませんっては

っきりおっしゃったものですから、それ以上は強制もできませんので。 

 

【静岡朝日テレビ】 

市内にいるもう１人の方、今回、陰性だった方にも 11 日の健康観察の時点で強く勧めたりはしたん

ですか。 

 

【市長】 

統括監、答えてください。 
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【健康長寿統括監】 

そうです。11 日の時点でも健康観察でお勧めをして、その方は検査するということで検査に入った

ということですね、その日のうちに。 

 

【静岡朝日テレビ】 

陰性だった方は、１１日のうちに検体を取って検査をして、検査結果は１１日のうちに出たんですか。 

 

【健康長寿統括監】 

事実としては、検査はその11日にかけましたが、結果が出たのは翌日の朝、12日の朝になります。 

 

【静岡朝日テレビ】 

分かりました。 

 

【司会】 

ＮＨＫさん。 

 

【ＮＨＫ】 

すいません、たびたび。市長の情報発信について、さきほどご指摘ありましたような。ちょうど昨日、

保健所長も市議会の厚生委員会で謝罪をされましたが、議員さんからも保健所の発表の信頼性が

問われているというようなご指摘があったわけですけれども、市長ご自身についても 28 日の会見で

結果的にはあやふやな情報をかなり断定的におっしゃったことについて、反省や市民へのお詫び

の言葉はおありなんでしょうか。 

 

【市長】 

私自身も、本人からの聴き取りだという報告を受けておりましたので、それを発表したということはも

う一度確認をするべきでした。 

 

【ＮＨＫ】 

所長はお詫びをされましたが、市長はいかがですか。 

 

【市長】 

反省をしております。 

 

【ＮＨＫ】 

分かりました。ありがとうございます。 
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【司会】 

ありがとうございました。失礼しました。静岡第一テレビさん。 

 

【静岡第一テレビ】 

静岡第一テレビです。先日、２人目の感染者が確認された時に、県の方では新幹線の号数とか結

構細かく行動について発表がされたんですけど、今回３例目ということで、どこまで細かな情報がこ

れから出てくるのかというところをお願いします。 

 

【市長】 

お願いします。 

 

【健康長寿統括監】 

これも後ほどの会見で、行動履歴とか濃厚接触の状況とともに出す予定ですけども、その症状がど

こから見られて、他への感染リスクが高いかというところの線引き次第で、それをどこから出すかとい

うのは判断しますので、併せてそれを後ほどお出ししたいと思っております。 

 

【司会】 

ＮＨＫさん、どうぞ。 

 

【ＮＨＫ】 

すいません、何度も。この市の情報発信、私、非常に心配しておりまして。あえて言いますが、全国

的には熊本市長さんとか千葉市長さんは、この件で自ら Twitterで積極的な情報開示をされて、非

常な応援を受けていらっしゃるわけです。大西市長を応援しますと、熊谷市長頑張ってくださいと。

一方で、田辺市長の、特に 28 日の会見以来の静岡市の発信について、Twitter 上の評判は、私

が調べる限りでは、非常に激しい口調で、激しい文言で虚偽会見とか情報隠蔽だと。その言葉の

当否は私も違うとは思いますが、なかなか市長を応援するコメントが出てこない状況なんですけど、

こういった職員の情報発信を、市長、求めている中で、市長の情報発信に疑問が付いている状況

をどう自ら振り返っていらっしゃるんでしょうか。 

 

【市長】 

そのような声があるということは受け止めたいと思います。しかし、冷静に、理性的に発表していきた

い。そしてきちっと、先日の教訓も踏まえて、保健所と、あるいは保健福祉長寿局と一体となって、

責任を持って発表していくということでありますので、私は、私の流儀でやっていきたいと思ってい

ます。 
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【司会】 

どうぞ。 

 

【静岡朝日テレビ】 

朝日テレビです。先ほども質問あったかと思うんですけども、第１報の情報発信が９時 15 分ごろと

いうことで、陽性が判明した 16 時半からはだいぶ時間が空いているということなんですけども、これ

だけ影響が大きい問題の中で、一時的にでも分かる範囲で素早く情報発信するという、そういう発

想はなかったんでしょうか。 

 

【市長】 

さきほどお答えをしたとおりですけども、迅速性と正確性の両立に気を使ってほしいと私は指示をし

ております。皆さまの立場からすると、とにかく一つでも早く情報をということでありますけども、それ

は分かります、それは分かるけれども、やはり先日の教訓もありますので、きちっと市民に冷静な対

応をお願いするためには、ここのところは皆さんにも、ぜひ、ご協力をお願いしたいと思いますけど

も、やはり正しく恐れるということが大事でありますので、そのところは慎重さも必要だというふうに私

は思っておりますので、ご理解をいただきたいと思っています。 

 

【司会】 

統括監、補足をお願いします。 

 

【健康長寿統括監】 

この時間帯の間の対応なのですけれども、まずは陽性結果が判明したら、行政から本人に対して

通知をする、そういうところでまず時間がかかります。さらには、今回は県の時とは違って、当然そこ

から指定医療機関に搬送する手続きですとか、そういうことがありまして、そこで落ち着いて、それ

でやっと本人からというふうに聴き取る中で、ただ、今、陽性と聞いた状態での精神状態ですね、な

かなかというところもありましたので、そこをある程度確定しているところを、まずはこの時間帯に出し

たという事実であります。 

 

【静岡朝日テレビ】 

分かりました。 

 

【司会】 

静岡朝日テレビさん。 

 

【静岡朝日テレビ】 

静岡朝日テレビです。コロナウイルスの感染者の件で、袋井市でも先だって県内２例目の感染者
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出ましたけれども、県の説明によると、静岡県に入って二、三日の行動履歴ですね、そういったもの

も公表して、そういったことに基づいて、袋井市は小中学校、それか幼稚園、卒園式、卒業式を中

止して、さらに休業期間を延ばして、だいぶ他の市町とは違う、子どもたちにとっては対応となって、

大きな影響も、今、出ている状況ですけれども、今回の場合、最悪のことを考えますと、この方、２月

28 日に静岡に戻ったということは 10 日間以上、静岡市内で何らかの行動をしているということは容

易に推測されるわけであって、そういった中で市民の不安というのはどういう行動をしたのかというと

ころになると思いますが、そういった中で、市内全域の小中学校、あるいは幼稚園の卒業式、卒園

式の中止とか、休業の延長ということは考えられないんでしょうか。 

 

【市長】 

国が今回、一斉休校を全国にしたと。その功罪あると思うんです。国際社会に対しては、それは必

要だったと思います。私たちも静岡市全市一斉ということと、個別対応してもらうということの判断と

いうのは議論を重ねました。そして、昨日、本部会議で決定をいたしました。さきほど冒頭、私、申し

上げましたとおり、全市的には児童生徒の安全に最大限配慮して学校再開と。ただし、子どもや教

職員に万一、感染者があったと判明をした場合は、その学校の卒業式の実施などを見直す必要が

あると考えておりますので、そこのところは臨機応変にやっていきたいというふうに思います。 

 

【静岡朝日テレビ】 

ちなみに袋井市の場合は、翌日に立ち寄ったスーパーマーケット、消毒も終えて、濃厚接触者は

いないと。濃厚接触者と言えるのは移動に使ったタクシーの運転手のみで、タクシーの運転手は陰

性だったという、そういった更なる追加情報があって、一つこれ、リスクはだいぶ下がったというふう

に受け止められるわけですが、それでも市は判断を変えず、卒業式の中止、休業の延長を決めて、

それを変えていないわけなんですけれども、それに基づいてというか、それを考えた上で、静岡市

の判断はどうなんでしょうか。甘くはないんでしょうか。袋井市に比べてだいぶ緩いような気もします

けど。 

 

【市長】 

そこのバランスが大事だと思います。冷静に理性的に今回対応しなければいけません。のちほど、

加治所長から専門家のお立場で、もう少し市民の心構えということをお伝えをいただきたいと思い

ますけれども、すぐに感染してしまうというような心配がたくさんあろうかと思います。しかし、甘いと

いう判断と、普段どおりの学校生活をするための児童や生徒さんの心の安定さと、そのバランスも

取らなければいけないわけです。ですので、そこのところで私たちは私たち静岡市の独自の判断を

したというふうに理解をしていただければと思います。所長、その辺りのところを。 

 

【司会】 

教育委員会の方でよろしいですか。 
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【市長】 

甲次長。 

 

【教育局次長】 

教育委員会事務局でございます。前に行った方がいいですか。 

 

【市長】 

昨日の資料にも、そこのところを詳しく書かせてもらったんですけど、議論の論点であったことは事

実です。 

 

【教育局次長】 

失礼いたします。教育委員会事務局で、甲と申します。実は昨日の資料にも、お出しした情報の範

囲の中で今回判断させていただいているというふうに考えております。本市として、学校を再開させ

ていただいたという趣旨は、やはり皆さんのご不安の中で、一方でその感染症拡大のリスク(管理)

をしてということは重要でありながらも、あとは学校教育を適正に実施していく中で、市民の皆さん

の生活を安定していくという両立をしていくような仕組みが重要だろうという中で判断をしております。 

その上で、今回、全体の臨時休校を、元々の予定どおりでございますけれども、解除するという趣

旨は、市内で感染経路が不明な感染者が発生していないというところが一つ重要なのかなと思っ

ております。すでに我々、臨時休校入る前から市内では感染経路が特定された感染者が発生して

おったかと思いますけれども、その状態とあまり変わっていないかなというのが、現在の我々の認識

であります。 

その上で、その際、昨日、お配りした資料の中でもそのように申し上げたのですけれども、例えば、

今回のお話で、今後、保健所の方で今回の濃厚接触者でありますとか、行動履歴というのは可能

な限りお調べいただいて、我々の方にもご本人の同意いただきながら情報提供をいただこうと思っ

ておるんですけれども、それを踏まえまして、そういった中に教職員でありますとか、児童生徒が新

型コロナウイルスに罹患しているとか、濃厚接触者に該当しているような場合があれば、今ご指摘

いただいたような市民の皆さんのご不安を招くということはございますから、その学校について必要

な対応をとっていくということを考えておりまして、そういたしますれば、袋井市の判断は袋井市の

判断としてあるかと思うのですけれども、市民の皆さんに学校を媒介とした市中感染が起きないよう

に我々としては、ずっと対応しているということでご理解いただけるんじゃないかなと思っております。 

重ねてもう１点申し上げますと、16 日から 19 日までの学校行事に関しましては、かなり限定的なも

の、先日も少しご説明した覚えがございますけれども、必要最小限に行っていくということを考えて

おります。これに関しましては、見解様々あるかと思っておるんですけれども、我々どもとしては、こ

れから春休みの後もこういった状況というのは続く中で、子どもたちに対して十分に春休みの生活

の仕方、これも引き続き節制した生活を続けて、感染を招かないようにしたほうが良いのだというよう
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なことも指導して、子どもたちを感染から守るということも重要だと考えておりますし、また、こういっ

たことで、ずっと、今、学校を閉じた状態になっておりますので、うまい言い方でなければ恐縮なん

ですけれども、子どももかなり我慢しているところが出てきまして、そうするとその春休みが糸の切れ

た凧みたいな形になってしまうのも危険かなというようなことも考えている中のバランスの中で、今回

こういった判断をしております。重ねて、今回の患者さんの行動履歴でありますとか、濃厚接触者の

特定の関係で、私どもの教職員などに関係者がおるようでありましたらば、そういった場合には市

民の皆さんのご不安を招かないような判断をせねばならないというふうに考えております。 

以上です。 

 

【静岡朝日テレビ】 

分かりました。ありがとうございます。 

 

【司会】 

お時間の方がまいりましたので、今日のところはこの辺でと思います。また４時からレク行いますの

で、そちらの方もぜひお願いいたします。 


