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誰もが魅力を実感できる 愛知 を目指して！
！

ウィズコロナと向き合う

『新しい生活様式』の実践へ!!
愛知県では新型コロナウイルス感染症対策として数度にわたる補正予
算成立を経て、
あらゆる分野における支援策の充実を図ってきましたが、行
政支援だけでは限界があります。
豊田市ではリーマンショック後に経済界が中心となり、
「ＷＥＬＯＶＥ とよ
た」のロゴマークのもと、
自動車購入も含めた地産地消の推進や魅力発信
などに取り組み、見事に地域経済を復活させた実績があります。
今回は以前にも増して厳しい状況に陥っていますが、地域一丸となって
沈滞ムードを払しょくするとともに、更には最新のＩＴを活用した新たなビジ
ネスモデルを構築する事により、
この難局を乗り越えていきましょう。
愛知県政トピックス

『愛知県新型コロナウイルス感染拡大予防対策指針』が策定される
昨年12月中国湖北省武漢市で新型コロナウイルス感染症の発生が報告されて以降、世界全体に感染が広がり、
日本
国内においても感染経路不明な事例やクラスター（集団）が全国で発生しました。
本県でも４月上旬に感染者数が急速に増加したことに伴い、
「愛知県緊急事態宣言」
を発出するなどして、不要不急の
外出の自粛要請や事業者に対する休業要請などの対策を講じた結果、一旦は新規感染者数を大きく減少させることが
できました。
しかしながら、
７月中旬から再
び新規感染者数が増加したこと
に伴い、再度県独自の「愛知県緊
急事態宣言」を発出し、様々の対
策を講じてきたところであります
が、感染症のリスクは依然として
社会生活の場に存在しています
ので、今後も社会経済活動を持
続的に両立させながら、感染拡大
を防止していくことが不可欠で
あります。
このため、本県では今後の対策
を実施するにあたっての指針とし
て、
「 愛知県新型コロナウイルス
感染拡大予防対策指針」の策定・
見直しがされましたので、引き続
き県民の皆様には３つの密を避け
るなど
「新しい生活様式」
の実践を、
事業者の皆様には個別施設毎に
あらゆるリスクに備え徹底した感
染防止対策の実施をお願いします。

令和2年４・５月臨時議会＆６月定例議会
代表質問
主な質問❶

Q

感染拡大防止とのバランスを図りつつ、社会経済活動の回復を目指す

４月と５月に臨時議会が開催された後、
６月17日からは６月定例議会が開催され、新型コロナウイ
ルス感染症対策を中心に自由民主党・新政あいちの２会派が代表質問を行い、新政あいち県議団か
らは総務会長の朝倉浩一議員
（半田市選出・２期）
が県の考えを質しました。

「経済対策」
について

緊急事態宣言の解除後、
社会経済活動のレベルを段階的に高めているが、
大村知事
答 弁 ３密回避などの感染防止対策実施に伴う制約もあり、景気は厳しい状況に

主な質問❷

Q

あり、
こうした状況に対応した緊急支援として、県融資制度の拡充や休業要請に係る協力
金の支給、更には国の支援制度の利用促進など、事業の継続と雇用の維持を図る取り組
みに全力を挙げている。
また、今議会には新サービス・新製品の開発や販路拡大に取り組む中小企業等に対す
る補助金のほか、
テレワーク導入支援などの感染症と共存する新しいビジネスモデルの
実現に向けた予算案を提出しているところであり、
当面の危機に対応した緊急支援策と感
染症リスクに対応した持続的な経済成長を目指す施策を車の両輪として展開し、本県経
済の回復を実現できるよう全力を挙げていく。

「患者が安心して外来診療を受けられる体制の確保」
について

第２波の到来に備え、新型コロナウイルス感染症はもちろん、その他の疾病の患者に
おいても安心して外来診療が受けられるよう、どのように取り組んでいくのか？

新型コロナウイルス感染症の流行期においても、患者が安心して医療機関を受診できる体制を整えておくこ
大村知事
答 弁 とは大変重要であり、そのために本県のＰＣＲ検査能力は５月初めには一日あたり約300件であったが、現在は

1,000件を超え、秋には1,600件以上の検査能力を確保できる見込みとなっている。
また、秋から冬にかけての感染症の流行期においても外来診療体制を確実に維持するため、
各
医療機関における院内感染対策に必要な支援を行うとともに、情報通信機器を使ったオンライ
ン診療等については、県内では約1,000か所の医療機関において既に導入されており、今後は
対面診療とオンライン診療等のそれぞれの特性や長所を理解した上で受診してもらうよう普及
啓発に努めていく。

主な質問❸

Q

「新型コロナウイルス感染症発生時における防災体制の確保」について

新型コロナウイルス感染症が発生している状況の下、自然災害にも迅速かつ
的確に対応し得る体制を、県としてどのように確保していくのか？

大村知事
答 弁

県民の皆様の生命と健康を守っていくためには、感染症と自然災害のリスク
に備え、万全の体制を執ることが不可欠であり、そのために職員の健康管理は
もとより、在宅勤務や時差勤務等により、組織全体の感染リスクの低減を図り、県が持つ人員
をこれまで以上に効率的かつ効果的に活用していく。
また、防災体制の確保については、感染防止に留意した上で、初動対応に必要な研修を行っ
てきており、今後も災害対策本部や方面本部において情報収集や指揮等の訓練を実施する
とともに、市町村の支援体制についても、支援チームの派遣などの人的支援体制の維持はも
とより、避難所の感染防止対策の普及や運営訓練など、県全体の災害対応力の維持・強化に
努めていく。
今後も県民の皆様の生命と健康を第一に、安全・安心な日常生活と活力ある社会経済活動
を守っていくため、感染症の拡大と自然災害に備え万全の体制を執り、
全力で取り組んでいく。

案

４月・５月の2つの臨時議会と６月定例議会では、新型コロナウイルス感染症対策を中心としつつも、
「ジブリパーク整備工事」
や「新・国際芸術祭（仮称）」などの多くの議案についても審議を行い、全て
の議案を可決・同意しました。

主な議案❶

新型コロナウイルス感染症による県内企業の自粛に伴う
本県経済の停滞を、
今後どのように回復へと繋げていくのか？

代表質問する朝倉議員

議

新型コロナウイルス感染症対策予算について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するとともに、県民生活や経済活動を守り抜
くため、
４月に公表された
「愛知県新型コロナウイルス感染症緊急対策」及び５月に公表された
「愛知県新型コロナウイルス感染症経済対策」
を踏まえた累次の補正予算となっております。

補正予算の3つの柱
１ 感染拡大防止や医療面での対策
感染拡大防止に向けた施策や医療提供体制の更なる強化、
福祉サービス提供体制の確保のための取り組みを実施
●医療機関院内感染防止対策事業費補助金
●医療機関従事者慰労金
●介護サービス確保対策事業費 等

（参考）新型コロナウイルス感染症対策予算額
予算額

2019年度

２ 県民生活への対策
県民生活への影響を最小限に抑えるため、
様々な側面から対策を実施
●生活福祉資金貸付事業費補助金
●生活困窮者自立支援事業費
●スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金

2020年度

等

３ 経済対策
企業等の経済活動への影響を最小限に
抑えるとともに、
経済回復への支援策を展開
●新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金
●中小企業テレワーク導入支援事業費
●観光消費喚起事業費 等

主な議案❷

合

外に債務負担行為

2月補正

20億円

88億円

4月補正

365億円

399億円

5月補正
（専決）

25億円

68億円

5月補正

288億円

6月補正

1,160億円

406億円

1,858億円

961億円

計

−

一宮市の「中核市」指定について

一宮市（人口：約38万人）は多様化す
る市民ニーズに的確に対応し、地域の実
情に合った質の高い行政サービスを提
供するため、市制施行100周年となる令
和3年4月の中核市への移行を目指して
いますが、中核市指定を総務大臣へ申
し出る事について県として同意しました。

〈県から移管される中核市の主な業務〉

中核市とは

答弁する大村知事

国の指定を受け、保健所業務などの
県の仕事の多くを行う人口20万人以上
の都市です。
全国に60市（令和２年４月１日現在）あ
り、愛知県内では豊田市・豊橋市・岡崎市
の３市が中核市の指定を受けています。

旧木曽川町
岐阜県

旧尾西市
愛知県

三重県

旧一宮市

所属委員会報告

『スーパーシティ構想』に関する取り組み方針を質す!!
５月臨時議会において今年度の議会人事が決定し、私は
「総務企
画委員会」
と
「行財政改革・地方創生調査特別委員会（副委員長）」
に所属する事となり、
６月定例議会の
「総務企画委員会」
では、
５月
末に国において「スーパーシティ法（改正国家戦略特別区域法）」
が成立した事を受け、県としてのスーパーシティ構想への取り組み
の考えを質しました。

樹神

総務企画委員会の開催風景

（写真撮影のため一時的にマスクを外しています）

AIやビッグデータそして５Gを用いたIoTにより、人やモノをインターネットと繋ぐことにより、住民目線であらゆるサービ
スを提供し、皆が豊かに暮らせる未来都市をつくる構想です。
このスーパーシティ構想では、移動・物流・支払い・行政・医療/介護・教育・エネルギー/水・環境/ゴミ・防災・防犯/安全など
の中から複数の領域をカバーし、2030年頃に実現される未来社会での生活を加速実現することを目指しています。

主な質問❶

Q

「愛知県のスーパーシティ構想案」
について

「スーパーシティ」構想の検討を進めている愛知県を含む56の自治体等から、国に対し
提案があったと聞き及んでいるが、愛知県の提出した構想案はどのような内容か？
自動走行
・自動配送

遠隔医療
・介護

キャッシュレス

遠隔教育

行政手続
スーパーシティ ワンスオンリー
エネルギー
水・廃棄物

主な質問❷

Q

※記載した分野は
取組の例

政策企画局 国が昨年実施した自治体アイディアの公募に対し、本県は10月末に中部国際空港
答 弁 及び周辺地域を対象とする構想案を提出したが、スーパーシティ構想のエリア選定に

ついては、
改めて国に対し計画案の提出が必要である。
その際には、中部国際空港及び周辺地域を自動運転やＭａａＳを始めとする最先端の技術・サービ
スの実装フィールドと位置付ける一方、
これにスタートアップの支援拠点である
「ステーションＡｉ」
と
の連携という要素を新たに加え、開発・実証が実用化するサイクルを形成していくという姿を目指し
ていきたいと考えている。

「個人情報の取り扱い」
について

国会での審議過程において、本人の同意なしに個人情報の目的外使用や第三者への
提供が可能となる場合がある事が問題視されたが、愛知県としての対策は？

政策企画局 現時点で想定しているサービス案については、個人情報を含めてどのような情報を収集し、どのように活用する仕
答 弁 組みとしていくか、今後、具体的に検討していくこととなる。

その際、個人情報の取り扱いについては、参議院の特別委員会での附帯決議が行われており、
これらを踏まえて、今後、国におい
て基準や運用が明らかにされていくと考えている。
仮に、個人情報を取り扱う必要がある場合においては、
そうした国の講じる措置を踏まえ、適切に対応していくものと考えている。

スーパーシティ構想を通じて未来社会の実現を目指す事は
大変重要であるが、便利さを優先するあまり、プライバシーの
侵害に繋がっては意味がないので、その点を充分に留意しつつ、
構想実現を目指してほしいと要望しました。

『こたま 義和』
に対するご意見・ご要望をお待ちしております。

また、
ホームページにて日頃の活動内容をタイムリーにご紹介させて
いただいております。是非一度アクセスしてください。

こたま 豊田市

http://www.kotama.net/

検索

Facebookでは
更に詳細な
活動報告をさせて
いただいておりますので、
是非フォローを
お願いします。

