
 

 

 

 

 

石狩市新型インフルエンザ等対策行動計画の策定に 

寄せられた意見と検討結果について 

【パブリックコメント実施期間】 平成２８年２月１５日（月）から平成２８年３月１５日（火）まで 

【担当部局】          総務部総務課危機管理担当 

【意見提出者】         ２人 

【意見件数】          １２件 

 

【意見への対応】        採 用 ： 意見に基づき原案を修正するもの・・・・・６件 
                不採用 ： 意見を反映しないもの・・・・・・・・・・１件 
                記載済 ： 既に原案に盛り込まれているもの・・・・・０件 
                参 考 ： 意見を今後の事業展開の参考とするもの・・３件 
                その他 ： ご質問・ご意見として伺うもの・・・・・・２件 

 

【意見の検討経過】       平成２８年 ３月１６日～ ３月２２日 当課及び関係部局において、意見の検討及び検討結果(案)の作成 

                             ３月２５日 関係部局に合議のうえ、部長決裁にて最終決定 



 

№ 意見の箇所等 意見等の要旨 検討内容 
検討 

結果 

１ 

全体に関するこ
と 

行動計画における他機関との連携や要請などについて、「道等か
らの要請」、「国や道等からの要請」、「国や道等と連携」、「道や国
等と連携」、「道等と連携」など類似文言が多くあります。 

行動計画には、国、道、地方機関、検疫所、医療機関など多く
の関係機関が記載されており、「等」などの複数機関の表現は読み
手側によって解釈が異なるおそれもあると思います。 

「国からの要請」、「道からの要請」などの機関限定、「国等」、「道
等」、「国や道等」などの複数機関の表現など、必要に応じ修正・
統一等の整理が望ましいと思います。 

「等」を使用している箇所については、現段階では明らかではな
くても、今後の詳細なマニュアルや実施手順を作成していくことに
より、見えてくる関係機関も考えられるため、現段階では素案のま
まとさせていただきます。なお、対策を進める中で明らかになった
箇所については、具体に記載するなど修正して参りたいと考えてお
ります。 

参考 

２ 

第２ 新型イン
フルエンザ等対
策の基本方針 

８ 行動計画の
主要項目 

（２）情報提
供・共有 

 

「マスメディアとの協力が不可欠である」、「個人情報の保護
と公益性に十分配慮する」という二点が記載されています。 

しかし、その二点を「協力が不可欠であることから」という文
言で繋げて一つの文章としているため、「マスメディアとの協力
が不可欠」だから「個人情報の保護と公益性に配慮する。」とい
うようになってしまっているように思います。 

ついては、「マスメディアとの協力が不可欠」と「個人情報の
保護と公益性の配慮」という二点の文章をそれぞれ分けて記載す
るか、または、一つの文章の中で記載するのであれば、「協力が
不可欠であることから、」という接続詞を「不可欠であるととも
に、」など、並列的な文言で繋げた方が良いと思います。 

ご指摘のとおり、誤解を生まないように、次のとおり本文を修正
いたします。 

 

修正前：テレビ、新聞等のマスメディアの役割が重要であり、その
協力が不可欠であることから、個人情報の保護と公益性に
十分配慮して情報を提供する。 

修正後：テレビ、新聞等のマスメディアの役割が重要であり、その
協力が不可欠であるとともに、マスメディアに対して個人
情報の保護と公益性に十分配慮して情報を提供する。 

採用 

３ 

第２ 新型イン
フルエンザ等対
策の基本方針 

８ 行動計画の
主要項目 

（２）情報提
供・共有 

「誤った情報が出た場合は、・・・・・打ち消す情報を発信す
る。」とありますが、この文章だけでは前後の説明文もなく唐突
感を感じ解りづらい表現だと思います。 

前項目の「個人情報の保護・公益性」の文章と同じような留意
点として記載したものであれば、その前項目の文章に「また」や
「なお」書きで続けた方が読みやすいように思います。 

前項は個人情報について特記しておりますが、情報の種類には個
人情報以外にもあると考えられますので、敢えて前項と続けずに広
い情報範囲をカバーできるように別項目で記載しております。 

不採用 



№ 意見の箇所等 意見等の要旨 検討内容 
検討 

結果 

４ 

第２ 新型イン
フルエンザ等対
策の基本方針 

８ 行動計画の
主要項目 

（２）情報提
供・共有 

国の情報提供については「広報担当チームの設置」という組織
体制の整備について記載され、市の情報提供については「適切な
情報提供に努める。」という方法について記載されており、別機関
の組織体制と提供方法を一文で繋げて記載しているため解りづら
い文章になっていると思います。 

適切な情報提供（ソフト対策）について記載するのであれば、
国の記載内容を「広報担当チームを設置するなどして適切な情報
提供に努めるとしており、市としても・・・・・」という記載に
修正した方が良いと思います。 

ご指摘のとおり、わかりづらい表現となっているので、次のとお
り本文を修正いたします。 

 

修正前：国は、提供する情報の内容について統一を図ることが肝要
であり、情報を集約して一元的に発信するため、専任広報
担当者を中心とした広報担当チームを設置するとしてお
り、市としても国が行う情報提供に合わせ、市民に対し、
適切な情報提供に努める。 

修正後：国は、提供する情報の内容について統一を図ることが肝要
であり、情報を集約して一元的に発信するため、専任広報
担当者を中心とした広報担当チームを設置するなどして適
切な情報提供に努めるとしており、市としても国が行う情
報提供に合わせ、市民に対し、適切な情報提供に努める。 

採用 

５ 

第２ 新型イン
フルエンザ等対
策の基本方針 

８ 行動計画の
主要項目 

（２）情報提
供・共有 

「提供する情報の内容に応じた・・・・体制をとる。」となって
いますが、前後の説明文がなく唐突感があり良く解らないように
感じました。 

「内容に応じた者（所管部署）が情報発信」というのは、それ
ぞれの部署で責任を持って迅速・的確に対応できるという反面、
情報の一元化、共有性の不安も感じるものであり、「情報提供に当
たっては、対策所管部署など情報の内容に応じた適切な者が情報
発信することとし、その情報は対策本部などで一元管理するとと
もに、関係部署との情報共有を図るものとする。」というような不
安感を解消する表現も付記した方が良いように思います。 

ご指摘のとおり、抽象的な表現となっておりますので、次のとお
り本文を修正いたします。 

 

修正前：提供する情報の内容に応じた適切な者が情報を発信する体
制をとる。 

修正後：提供する情報に応じて、適切な担当部署が情報発信するこ
とも重要であり、発信する情報は対策本部などにおいて一
元管理を行う。 

採用 



№ 意見の箇所等 意見等の要旨 検討内容 
検討 

結果 

６ 

第２ 新型イン
フルエンザ等対
策の基本方針 

８ 行動計画の
主要項目 

（３）予防・ま
ん延防止 

 

「流行のピークをできるだけ遅らせ、・・・・・時間を確保する。」、
「流行のピーク時の受診患者数等を・・・・・対応可能な範囲内
に収める。」と記載されています。 

予防・まん延防止策などのインフルエンザ等対策の目的は「感
染拡大を抑制し、市民の生命と健康を保護する。」ことが目的・狙
いであり、[時間を確保する。」や「医療体制が対応可能な範囲に収
める。」というのは、対策の延長として期待される効果と思います。
しかし、この記載方法は「医療体制を整えるまでの時間稼ぎ」が
目的かのようにも思えます。 

素案をそのまま逆読みすれば、「発熱外来や入院病床などの医療
体制が整備され、相当数の患者対応が可能になった場合は、予防・
まん延防止策の必要性は少なくなる。」というような誤解解釈に繋
がるような気もします。 

対策そのものの「目的・狙い」と、延長線上に発生する効果と
は違うと思われるので、「確保する。」、「範囲に収める。」という言
い切りではなく、「確保することにも繋がる。」、「収めることにも
繋がる。」というような効果的な言い方にした方が良いと思いま
す。 

ご指摘のとおり、誤解を生まないように、次のとおり本文を修正
いたします。 

 

修正前：①流行のピークをできるだけ遅らせ、体制整備を図るため
の時間を確保する。 

②流行のピーク時の受診患者数等を減少させて、入院患者
数を最小限にとどめ、医療体制が対応可能な範囲に収め
る。 

修正後：①流行のピークをできるだけ遅らせることにより、体制整
備を図るための時間を確保することに繋げる。 

②流行のピーク時の受診患者数等を減少させることによ
り、入院患者数を最小限にとどめ、医療体制が対応可能
な範囲に収めることに繋げる。 

採用 

７ 

第２ 新型イン
フルエンザ等対
策の基本方針 

８ 行動計画の
主要項目 

（３）予防・ま
ん延防止 

「イ主なまん延策防止対策」の「（イ）地域・職場における対策」
の１行目に「季節性インフルエンザ対策として実施している感染
対策」と記載していますが、この項目で季節性インフルエンザ対
策の内容説明がないことから唐突感があり、どんな対策を言って
いるのか分からないと思います。 

前述（ア）個人対策に記載されている「マスク着用、咳エチケ
ット、手洗い・・・・・」等の対策を言っているのであれば、「マ
スク着用・咳エチケット、手洗いなどの個人対策など季節性イン
フルエンザ対策として実施・・・・」と説明を付記するか、個人
対策のほかに地域・職場の対策も含むのであれば、「マスク着用な
どの個人対策や職場の感染予防対策など季節性インフルエンザ対
策として実施・・・・・」などと説明を入れた方が良いと思いま
す。 

わかりやすい表現とするように、次のとおり説明を加えて本文を
修正いたします。 

 

修正前：道内における発生の初期の段階から、季節性インフルエン
ザ対策として実施されている感染対策をより強化して実施
する。 

修正後：道内における発生の初期の段階から、マスク着用・咳エチ
ケット・手洗い・うがい等の季節性インフルエンザ対策と
して実施されている感染対策をより強化して実施する。 

採用 



№ 意見の箇所等 意見等の要旨 検討内容 
検討 

結果 

８ 

第３ 各段階に
おける対策 

１．未発生期 

（３）予防・ま
ん延防止 

この文章には、前段に「マスク着用などの基本的な感染対策の
普及を図る」という対策と、後段には「発症が疑わしい人への対
応（不要な外出を控えるなどの基本的な感染対策の理解促進を図
る。）」という二つの対策が記載されています。 

しかし、後段の理解促進を図るという対策は、石狩市の相談対
策ではなく道が設置した帰国者・相談センターで行う指示（対策）
のように思われます。 

そうであれば、「市は、」という主語の一文の中に道の対策と市
の対策が記載されていることになり、解りづらい文章に思います。 
市に帰国者・相談センターのような相談機能が無く、道の帰国

者・相談センターで支持を受けてもらうのであれば、「発症が疑わ
しい人の場合は、理解促進を図ることを目的に道が設置する帰国
者・相談センターを紹介します。」と記載することになると思いま
す。 

また、国の Q＆A などの活用により道の帰国者・相談センター
と同等の指導・相談機能を市が持つのであれば、 「自らの発症
が疑わしい場合は、道が設置した帰国者・接触者相談センターに
連絡し、指示を仰ぎ、」のフレーズを削除し、「発症が疑わしい人
に対しては、」に文言修正し、市の相談対応として理解促進対策を
行うとの意味を持たせば良いと思います。 

ご指摘のとおり、わかりづらい表現となっているので、次のとお
り本文を修正いたします。 

 

修正前：市は、感染予防のため、市民に対し、マスク着用・咳エチ
ケット・手洗い・うがい・人混みを避ける等の基本的な感
染対策の普及を図り、また、自らの発症が疑わしい場合は、
道が設置した帰国者・接触者相談センターに連絡し、指示
を仰ぎ、感染を広げないように不要な外出を控えることや、
マスクの着用等の咳エチケットを行うといった基本的な感
染対策について理解促進を図る。 

修正後：市は、感染予防のため、市民に対し、マスク着用・咳エチ
ケット・手洗い・うがい・人混みを避ける等の基本的な感
染対策の普及を図る。 

自らの発症が疑わしい人に対しては、理解促進を図ること
を目的に道が設置した帰国者・接触者相談センターを紹介
する。 

採用 

９ 

第２ 新型イン
フルエンザ等対
策の基本方針 

（５）医療 

新型インフルエンザに感染した患者を受け入れた一般の病院で

は、感染が広がる恐れがあるのではないでしょうか？ 

 

北海道では、医療の提供については原則として、感染症法に基づ

き、国の定める基準に合致する病床等を有する感染症指定医療機関

等に入院させるとしております。 

 ただ、ご質問のとおり、一般の病院にり患者が受診してしまう可

能性もあることから、北海道では、感染等に備えた医療体制の確保

として、全ての医療機関に対して診療継続計画の作成を要請すると

しており、その他、海外発生期には、道が設置する帰国者・接触者

相談センターを通じて、帰国者・接触者外来を受診するよう周知す

るなど、石狩市としても、道等の要請に応じ適宜協力し、市医師会

等の医療関係機関と連携を図って参りたいと考えております。 

 

参考 



№ 意見の箇所等 意見等の要旨 検討内容 
検討 

結果 

１０ 

第３ 各段階に
おける対策 

４．国内感染期 

（６）市民生活
及び市民経済の
安定の確保 

石狩市での感染が広がっている場合は、運送業の指定公共機関

が市民の物資を配送するのですか？また、その場合、佐川急便・

西濃運輸・日本通運・福山通運・ヤマト運輸の 5 社で全国を配送

するのですか？それとも、その下請けで弊社のような会社が配送

するのですか？ 

 

指定（地方）公共機関は、国及び都道府県知事が指定する機関で

あり、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」において、新型イン

フルエンザ等発生時に、国や地方公共団体と連携した新型インフル

エンザ等対策の的確な実施について協力することが定められており

ます。 

また、現在、国で貨物自動車運送事業者として指定しているのは、

ご質問で記載のありました５つの事業者でありますが、適切な貨物

輸送の実施については、各々の運送事業者が定めた業務計画による

ものと考えます。 

 

その他 

１１ 

第３ 各段階に
おける対策 

４．国内感染期 

（６）市民生活
及び市民経済の
安定の確保 

新型インフルエンザ等がまん延し、弊社（運送事業者）のよう

な会社が休業すると、物資の陸輸送は難しくなってくるのではな

いでしょうか？ 

 

国で策定した「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」の被害

想定によりますと、新型インフルエンザ等が流行した場合のピーク

時には、従業員自身のり患のほか家族の世話・看護等のため出勤が

困難になる者を最大 40％程度と想定しております。 

 そのような状況下においても、物資の輸送などは市民生活及び市

民経済を確保する上で大変重要であることから、輸送事業者の休業

などで輸送体制が縮小されている状況でも、操業している事業者の

中から輸送を要請し、可能な限り物資の輸送ルートを確保すること

が必要だと考えます。 

 また、国では陸輸送以外の輸送手段として、航空輸送事業者や海

上輸送事業者などを指定公共機関として指定しており、多種多様な

輸送手段を確保した中で、協力を要請することとなっております。 

その他 

１２ 

 事業所内（運送事業所内）の保育園の立場は、どう考えればよ

いのでしょうか？ 

 

国及び北海道では、新型インフルエンザウイルスの病原性等の状

況を踏まえた上で、必要に応じて学校や保育施設等における感染対

策の実施に資する目安を示すとともに、感染症の予防上必要がある

ときは、臨時休業を適切に行うように要請するとしております。 

市としても、これら要請に協力することとしておりますので、要

請を受けた施設においては、状況に応じた対応を行っていただくこ

とになると考えております。 

参考 

 


