
6月定例議会、愛知県新型コロナウイルス
感染症対策の補正予算を可決!!

6月定例議会が6月17日〜7月6日までの会
期で開催され、補正予算3件・条例関係6件・そ
の他の議案11件が可決されました。また、5月
に開催された、臨時議会において、令和2年度
の議会人事の所属委員会等も決定しており、私
は、所管事項に関する調査を行い議案や請願
などを審査する常任委員会は、「農林水産委員
会」県政上の重要な諸問題について専門的に
調査する特別委員会は「アジア競技大会調査
特別委員会」に所属することとなりました。所
属する農林水産委員会では委員長を拝命し、微
力ではありますが、愛知県の農林水産業発展の
ため努力してまいります。

愛知県新型コロナウイルス感染症緊急対策
（2020年度6月補正予算）

・�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10日
に公表した「愛知県新型コロナウイルス感染症緊急対策」及び5月11日に公表した「愛知県新型コロナウイ
ルス感染症経済対策」を踏まえ、これまで累次の補正予算を編成。
・�今回、国の第2次補正予算（6月12日成立）にも呼応し、総額1,160億円（うち今回追加1,122億円）の6月補
正予算案を切れ目なく編成
1.��� �
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

2.��� �
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

3.��� �
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

感染拡大防止や医療面での対策

県民生活への対策

経済対策

提案説明をする大村知事提案説明をする大村知事
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【�通販サイトを活用した観光物産品や農林
水産物等の販売促進】
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が

減少している観光関連産業や農林水産業を支援する
ため、通販サイトを活用した観光物産品や農林水産
物等の販売促進に取り組みます。

【�主要農作物の品種開発の加速化や種子安
定供給の取り組みを推進】
2020年4月1日に施行された「主要農作物の品種
の開発並びに種子の生産及び供給に関する条例」に
基づき、主要農作物※の品種開発の加速化や、優良
種子を安定して生産供給する取り組みを推進します。
※主要農作物：稲、大麦、はだか麦、小麦、大豆

農林水産委員会報告

これまで愛知県では、「あいちBCPモデル」を作成・公表し、事業者向けセミナー
等の機会を通じ、中小企業の事業継続計画の策定・運用を支援。コロナウイルスの
感染拡大を契機に、従事者・顧客・経営を守るため、新型コロナウイルス感染症対策

に特化した、愛知県独自のBCPモデルを新たに策定していく。策定にあたっては、「新たな働き
方」の導入などの具体的な対応策を盛り込み、積極的に普及・啓発を図っていく。 ◆�花の王国あいち需要拡大推進事業費負担金� �

� 5,000千円

◆�予算額� 151,300千円（新規）
【内訳】　
観光物産販売支援事業費（新規）� 36,300千円
�あいちの農林水産物消費回復緊急対策事業費� �
（新規）� 115,000千円

◆優良種子生産供給推進費� 920千円
◆品種開発整備費� 17,064千円

4月臨時議会が4月24日、5月臨時議会が5月27日、6月定例議会が6月17日〜7月6日までの会期で開催さ
れ、6月定例議会では自由民主党・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、2期）が登壇し、県政に関する諸課題について県の考え方を質した。 6月定例議会において、農林水産委員会に付託された議案について審議した結果、

全員一致をもって可決されました。主な質問❶ 主な議案感染症拡大リスクの低減に向けた企業のBCP対策について

主な質問❷ オンライン学習の推進について

新型コロナウイルス禍における雇用対策について

交通死亡事故抑止について

Q 感染症の拡大リスクに対して未だ手探り状態にある企業の感染症対策のための事業継続
計画についてどのように策定を促進していくのか？

Q オンライン学習の取り組みを本県全体の取り組みとして進めていくため、各市町村教育
委員会に対して、どのように支援していくのか？

Q 幅広い業種において雇用の不安定化が進む中で、離職を余儀なくされた非正規雇用労働
者等の早期再就職をどのように支援していくのか？

Q 新型コロナウイルス感染症の影響で、広報啓発活動が十分にできない状況において、今後
どのように交通安全対策を進めていくのか？

非正規雇用労働者は、一旦離職すると再就職が困難な場合が多いことから、ヤン
グ・ジョブ・あいち等におけるスキルアップのための職業訓練などにより、一人ひとり
に応じたきめ細かな支援を実施していく。また、新規求人を掘り起こす必要があるこ

とから、県内の主要経済団体に対して、雇用の確保を要請したところである。更に、求人意欲を示
した企業を集め、県内各地で就職面接会を開催するなど、再就職支援の取り組みを拡充していく。

本年2月以降、新型コロナウイルス
感染症対策の観点から、街頭での啓
発活動を自粛しているが、7月の「夏

の交通安全県民運動出発式」をキックオフとして再
開し、「三つの密」の回避等「新しい生活様式」のもと、
「2020年度愛知県交通安全実施計画」に基づき、
新たな対策を推進し、一層の強化を図っていくと共
に、本年も、全国ワースト1位の回避に向け、県警
察、市町村、関係団体と
一丸となって、交通安全
対策に全力で取り組ん
でいく。

A

A

A

ICTを活用した学習支援については、今回の臨時休業中に、自治体間の差が生じている。こうした差を解消し、
県全体でICTを活用した教育の底上げを図るために、県としては、県立学校に導入したオンライン学習支援サービ
スも含め、「ICTを活用した新しい授業モデル」を具体的に示していきたいと考えている。県内全ての小中学校で

ICTを活用した教育が一層推進されるよう努力していく。
A
主な質問❸

主な質問❹

朝倉県議、その他の代表質問項目
◆経済対策について
◆中小・小規模事業者に対する事業継続支援について
◆県職員の在宅勤務の推進について
◆特殊詐欺対策について
◆�スタートアップや中小・小規模事業者の新たな事業活動の支援について
◆�全ての患者が安心して外来診療が受けられる体制の確保について
◆�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の影響を受けた畜産業への支援について

■詳細は、県議会ホームページをご覧ください。
　https：//www.pref.aichi.jp/gikai/tyukei/index.html

答弁する大村知事答弁する大村知事

代表質問する朝倉県議代表質問する朝倉県議

【�花きの活用拡大の取り組みを行う県内花
き産業、全体を支援】
新型コロナウイルス感染症の影響により、消費が

減退している花きの利用について、需要喚起のため
公共施設等における花きの活用拡大の取り組みを行
う県内花き産業全体を支援します。

【�新型コロナウイルス感染症の影響を受け
た漁業者を支援】
旅行や外食の自粛による水産物の需要低迷

で深刻な影響を受けている漁業者を支援するた
め、休漁日を活用した漁場清掃、漁業者の資金繰
りの支援します。

◆�農林水産物輸出力維持・強化緊急対策事業費補助金
� 190,751千円

◆�外食産業インバウンド需要回復緊急支援事業費補助金
� 54,500千円

【�市場変化への対応・インバウンド需要回
復に向けた整備を支援】
輸出先国の市場変化に対応するための食品製造

設備やインバウンド需要の回復に向けた飲食店衛生
設備の整備を支援します。

◆テレワークの更なる導入促進について
◆インターネット上の誹謗中傷の抑止と被害者救済について
◆ICTを活用した学校教育の円滑な推進について
◆新型コロナウイルス感染症の影響による自殺対策の強化について
◆高齢者介護における新しい生活様式への対応について
◆NPOへの支援の充実について

嶋口委員長嶋口委員長

◆�漁場清掃活動支援事業費補助金� 402,522千円
◆�漁業金融対策費� 4,937千円

大豆麦稲

6月定例議会
意見書

意見書を全会一致で可決 !!
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　新型コロナウイルス感染症が4月上旬から急速に増加するとともに、感染経路不明者も多く確
認されるなど、予断を許さない状況が続いてい
るなかにおいて、県民の皆様の生命と健康を守
ることを最優先に「新政あいち県議団」として大
村知事へ適時、新型コロナ感染症への対応に
ついて要望してまいりました。この未曾有の難
局を乗り越えるため、県議会、県民の皆様、医療
関係者、市町村、団体、企業など全ての皆様と

一致団結して、オール愛知で、この感染症を克服し、一日でも早く安心
な日常生活と、活力ある社会経済活動を取り戻すため努力してまいり
ます。引き続きのご意見をいただきますようお願い申し上げます。

【要望のポイント】 【緊急対策4月補正予算】� 総額約365億円
●生活困窮者への支援
●学校への感染防止対策
●�医療・高齢者施設へのマスク等の確保
●民間企業等への経済対策
●海外帰国者の待機場所の確保

1.医療面

2.生活面

3.経済面

・医療機関における人口呼吸器等の支援
・軽症者等の宿泊施設確保
・感染症患者の入院医療費の負担� 他
・生活困窮者への住居確保給付金の拡大
・県立学校におけるオンライン授業の整備� 他
・休業要請協力事業者への協力金
・無利子、無担保の感染症対応資金創設� 他

★4/6提出　　「愛知県緊急事態宣言」発出（4/10）に向けて！！

【要望のポイント】 【あいちの買い物ルール・公園利用のお願い】
●スーパー・商店街の3密の排除
●公園・ジョギング等のマスク着用
●�帰省・旅行の自粛
●外出・外食の自粛
●手洗い・うがいの徹底

★大村知事から県民に向けたメッセージ発信
1.買い物

2.公園利用

・少人数、短時間での買い物
・咳エチケットの徹底（マスク・消毒）
・混雑時を避ける、毎日の利用をやめる
・公園、散歩、ジョギングは少人数で行う
・混雑時をさける
・人と人との距離を適切にとる

★4/24提出　　「GW大型長期連休」（4/25〜）迎えるにあたり！！

【要望のポイント】 【緊急対策5月補正予算】� 総額約288億円
●�継続的な感染症対策の具体的な行動指
針の策定

●医療関係への支援と検査体制の充実

●�地域経済の活動の支援強化

●�子どもたちの学習支援と学校再開時の
きめ細かな対応

●社会的弱者への支援強化

1.医療面

2.生活面

3.経済面

・資金繰りが悪化している病院融資制度
・ドライブスルー方式等によるPCR検査所7か所の設置
・入院医療機関に対する応援金の交付
・一般医療機関向け個人防護服等の調達� 他
・休業等で収入が減少した世帯へ貸付拡大
・�県立学校にオンライン学習支援サービス「スタディアプリ」導入
・臨時休校に伴う放課後デイサービス支援
・休業要請協力金事業者への協力金追加
・文化芸術関係の法人、個人への応援金
・介護ロボット及びICT化導入支援

★5/12提出　　「緊急事態宣言」解除（5/14）にあたり！！

新政あいち 5役

水谷　　かじ山　　安藤　　大村知事　　西久保　　嶋口

新型コロナウイルス対策を知事に要望!!


