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4月 16日 、政府より日本全国に、新型コロナウィルスについて「緊急事態宣言」が発今されました。富山県で

は、富山市民病院で院内感染が拡がり、黒都市においても、学校休校や公共施設休上など日 の々生活に支障

が生じています。ウィルス拡散防止のため、三密 (密閉、密接、密集)をさけ、感染しない、感染させない行動が

より重要となっています。1日 もはやい終息を目指すためにも、よリー層のご協力をお願い申し上げます。

新型コロナウィルス

感染したかも

県の新川厚生センター

852-2647
接触者相談センターが

相談の窓口です

高校、小中学校

保育所

市の施設

図書館

子育て支援センター

休校 5月 6日 まで休校

登園自粛 (5月 6日 まで)た だし登口可

休館 5月 6日 (体育館、文化施設等)

体館 貸出のみ可能 (入口にて職員が対応)

休館 電話相談業務のみ開設(65-2455)

一般の病院では検査できま
せん。新川厚生センターの

指示により感染症の指定病
院で検査となります。

富山県の最新情報は、専用のホームページにて

検査数、感染者数、地域など公表しています。
URL:https://stopcovid19-tovarna.netiifv.app/ 趙

開催規模縮小
・黒都市 中学校聞校式
・黒都市 小中学校 卒業式&入学式

開催延期
・ コラーレ ウイーン少年合唱団 (5/i3)
。セレネ 千住真理子ヴアイオリン (3/2:)
・黒部峡谷鉄道 運転休止 5月 6日 まで
。立山黒部アルペンルート 運転休上 5月 10日 まで

4月 :0日 に議長より新コロナウィルスヘの感染
防止対策が示されました。

・ 発熱時の登庁自粛。登庁時のマスク着用本、

本室時の手指消毒の徹底。

・ 三密防止のため、会議室変更、喚起実施。

市議会として市長へ新型コロナウィルス対策の

要望書の提出を予定しています。

・ 感染拡大防止、医療崩壊への対処
。収入激減世帯などへの生活支援
。営業自粛店など影響店舗への支援策
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検査方法は?

機  関 状  況

新型コロナウィルスの影響 (4月 20日 現在)

開催中止
・ カーター記念 黒部名水マラソン (5/24)
。法福寺 明日の稚児舞 (4/:9)
。北陸新幹線開業5周年イベント (3/!4)
。生地夏の花火大会

黒都市議会の対応 (4月 20日 現在)



道の駅整備事業

市民交流センター

整備事業責

有害鳥獣侵入防止柵
設置工事補助金

駅駐車場有料化改修
工事設計業務委託黄

中央公民館
防災設備用発電機更新費

周辺工事、指定管理先
選定など準備

図書館複合施設建設ヘ

の詳細設計黄

耐雪型電気柵の設置エ

事費の補助金

新幹線駅の駐車場有料
化への委託黄

宮野運動公園改修

(予 算単位 :千 円)

ももクロを迎え、市内
でウォーキング実施

聖火リレー、
インドチーム招聘費等

ウィーン少年合唱団等
記念事業

野球場バックネット、

電気施設更新

1,042,255

42,279

2,98ワ

4,085

7,200

12,756

3,000

57,000

915,800 市民病院のパソコン、
サーバー更新

赤字の場合は、市の会計 (税金)の投人はあるのか

公立病院の統合や県の医療圏構想が進められ
る中、市民病院の経営について問いました。

市民病院の経営状態とその要因とは
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新川医療圏の救急体制の動向とは

減価償却費を除いた医業収支比率がある。日標値は、
106.0%と しており、平成30年度決算では106.3%。

平成30年度決算では、純損益5億7018万円の赤字。
新外来棟の減価償却費、約 |:億円が圧迫している。

公立病院として、分かりやすい経営指標とは

県が進める地域医療構想を踏まえ、市民病院の役割とは

新たに病気がみつかった患者さん、外傷を負った患者さん、
一刻を争う救急患者さんに対して適切な治療を迅速に提供
できる新川医療圏の中′゙医療機関と考えている。

の特徴とはすせ人口の社会増 (移住 を 目 生

今こそ
地方

令和2年度から地方創生の第2期がスター トします。黒都市で
は、これからの3年間について戦略を策定しました。実現可

能な戦略となるよう、その課題や目標値について問いました。

二期の とは
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市内4中学校が閉校となり、新しく「明峰」、「清明」の2中学校が開
校 しました。明峰校区の議員としてスムーズな移行、特に、地鉄の混雑
など、安全安心の通学方法については早急に対応 して参ります。

黒
部
中
學
根

地域経済の状況を市民一人ひとりのレベルで捉える指標とし
て、所得税納税者の平均所得を300万 円とした。

健康延伸について、介護保険制度の要支援・要介護の認定
率を掲げているが、その詳細とは'

前期高螢者、後期高機者に区別した日標の設定はしていない。
現在の認定率は、前期3.6%、 後期30.1%と 大きな差がある。
後期の方 の々認定率を抑制していくことが課題と考えている。

第二期は、所得、移住、出生、健康増進の4つの大きな
数値目標を設定している。

経済の目標を所得にした理由とは

7ログを活用していきす ′

ホームページ検索

日々の活動報告、市議会の内容な

ど更新 しています。 PC,ス マホ、

携帯から簡単にアクセス可能です。

発行元 :小柳はやとを育てる会
〒938-0282 黒都市宇奈月温泉243-2

國 趙

詳 細 事業名 予算額 詳 細事業名 予算額

ももクロ聖地巡礼ウォーキ
ング開催事業補助金

東京オリンピック・
パラリンピック2020関連

コラーレ開館25周年
自主事業補助金

14,553 非常用発電機の更新費用  電子カルテ更新黄

令和 2年  3月 言員会の―般質問

4月 より年間2000件の救急車やドクターヘリを受け入れた

病院へのカロ算制度が始まる。新川地域で、この基準を満たす
病院は、市民病院だけと認識している。

現状では、市の一般会計から基準内の繰入金となっている。

独立採算の原則に加え、健全経営に努めたい。
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近年の転人転出の特徴は、どちらも20代が約半数を古め、
30代 を含めると7割近くになる。20代 30代のせ帯を転人の

主なターゲットとしたい。

小1lplきやこ

明峰中 開校式   登校時 電車混雑    1日中学校 銘板


