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樹神義和
誰もが魅力を実感できる“愛知”を目指して！！

　新型コロナウイルスの第２波とも言われる感染拡大は、皆様の行動自粛
等のご協力の結果、収束しつつあるとの見方も示されていますが、冬期に
はインフルエンザとの同時拡大も懸念されております。
　従って、更なる感染拡大防止に努めるとともに、大きく変化した社会生活
の中で、少子高齢化問題はこれまで以上に重要な課題であり、９月議会に
おいて支援策の充実を訴えさせていただきましたが、今後も皆様から様々
なご意見を頂戴し、政策に反映すべく努めてまいりますので、引き続きのご
指導ご支援を宜しくお願い申しあげます。

ポストコロナ社会に向けた
少子高齢化対策を提言!!

結婚 ・ 妊娠＆出産 ・ 子育てと、
『ライフイベント』毎の支援策のあり方を問う

９月議会一般質問①

　本県では、出会いをサポートする婚活
ポータルサイト「あいこんナビ」を開設し
ており、婚活イベント情報等を提供したり、
登録企業同士の婚活イベント企画や情報
交換を行う場として活用している。
　また、より多くの出会いの機会を創出するため、企業や県民の皆様
を対象にした結婚応援セミナーの開催のほか、結婚後に必要となる
家賃や引っ越し費用などを支援する市町村に対し助成を行っており、
今後もこうした取り組みを着実に進め、結婚支援に取り組んでいく。

　妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援の
ため、全市町村への｢子育て世代包括支援セ
ンター｣の設置に取り組んでおり、今年度中に
は全ての市町村に設置される見込みである。
　また、市町村や医療機関など
関係機関からなる連携促進会
議を開催し、情報共有や事例検
討を行っており、今後も市町村
とも連携して引き続きしっかり
取り組んでいく。

　待機児童の解消を目指し、今後５年間で約
13,000人分の保育の受け皿を整備するとと
もに、常勤換算で約3,000人分の保育士を
確保して、保育サービスの充実を図っていく。
　また、働き方改革やワーク・ライフ・バラン
スの推進、更には女性の再就職支援などにも
取り組み、「日本一子育てしやすいあいち」の
実現を目指していく。

質問に対する主な答弁

　我が国の少子化の進行は深刻さを増しており、昨年の出生数は約86万５千人（合計特殊出
生率1.36）と過去最少を記録し、いわば「86万ショック」とも呼ぶべき状況にあり、少子化の進
行は社会経済に多大な影響を及ぼす事が予想されることから、結婚、妊娠＆出産、子育てと、ラ
イフイベント毎の支援策に対する県の考えを質しました。

テーマ
少子化対策

「結婚支援」について 「妊娠＆出産期」の支援について

「子育て期」の支援について

本会議場における壇上からの質問風景

一般質問内容は４頁に続く

樹神



「行財政運営」について主な質問❶

「新型コロナウイルス感染症対策」について主な質問❷

「今後の雇用対策」について主な質問❸

Q コロナ禍により雇用への影響が大きく懸念されている現下の状況を踏まえ、
今後の雇用政策をどのように進めていくのか？

Q 本年度当初予算計上事業のうち、コロナ禍において取捨選択
もしくは不要不急の支出がないか、県施策の見直しが必要では？

Q 新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備え、
外来診療の医療機関をどのように支援していくのか？

代表質問
　９月議会が９月18日～10月13日までの会期で開催され、自由民主党・新政あいち・公明党の３会
派が代表質問を行い、新政あいち県議団からは幹事長の長江正成議員（瀬戸市選出・４期）が、新型
コロナウイルス感染症対策を中心に県の考えを質しました。

議　案
　上程された議案のうち、令和元年度決算関連を除く32議案等について審議し、全ての議案を可決
承認しました。なお、決算関連については、「一般会計・特別会計決算特別委員会」と「公営企業会計
決算特別委員会」を設置し、継続審議となりました。

　新型コロナウイルス感染症の状況は日々刻々と変化しており、今後も状況を
的確に捉えて適切に対策を講じていくためには、財源の裏打ちが必要である。

　そこで、まずは国庫支出金などを最大限に活用することで、必要な事業を実施していくが、
国庫支出金で対応できないものは一般財源を投入する必要がある。
　このため、９月議会としては異例のことであるが、本年度の当初予算に計上した事業のうち、
新型コロナウイルス感染症の影響により執行が困難となったイベント等にかかる予算につ
いて、合計１３億余円を減額補正することとした。
　今後は執行段階における経費の節減に例年以上に努めつつ、新型コロナウイルス感染症
の影響により執行が困難となる事業の見直しにも引き続きしっかりと取り組むことで、年度
内のさらなる財源確保を図っていく。

大村知事
 答　弁

　新型コロナウイルス感染症による経済活動の停滞は、製造業を始め小売業や飲食
業など幅広い業種の雇用面に影響を及ぼしており、企業における雇用維持及び離職

を余儀なくされた方への再就職支援は、県民生活を守るための喫緊の課題であると認識している。
　そのため、７月に県内企業約２万社に対して今後の求人意向を調査したところ、約１千３百社から
中途採用や新規学卒者の採用を考えているとの回答が寄せられており、９月から県内各地で就職
面接会を開催し、離職者の早期再就職を支援するとともに、直ちに再就職が困難な方々に対しては、
毎月４百人程度の離転職者を受け入れ、再就職に必要な知識や技能の習得を支援している。
　新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中で、長期化が懸念される雇用情勢の悪化に対
して、今後もハローワークなどの関係機関と連携を密にし、雇用対策にスピード感をもって取り組
んでいく。

大村知事
 答　弁

代表質問する長江議員

　この冬のインフルエンザの流行期に向けては、国が発熱患者の診療を行う医療機
関に対し、必要な個人防護具を確保することになっているが、県内の医療機関におい

て不足が生じることがないよう、国や医療機関と緊密に連携して対応していく。
　また、発熱患者等を他の患者と分けて外来診療や検査を行う地域の医療機関につ
いては、県が指定することにより、その体制確保に必要な費用を国が補助する制度
が10月中にも開始されることとなっており、県としても早急に県医師会と協議を進
め、対応可能な地域の医療機関を速やかに指定していく。
　さらに、医療機関が感染拡大防止のために施設を改造する必要が生じる場合も考
えられ、そうした経費についても交付金の対象とするよう国に強く要請を行っていく。

大村知事
 答　弁

答弁する大村知事

　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、国の第１次・第２次補正
予算にも呼応しながら、これまで累次の補正予算を編成してきましたが、引き続き感染拡大防止と社会経済活動の維持の両
立を図るため、総額719億円の補正予算案を可決しました。

１ 感染拡大防止や医療面での対策

新型コロナウイルス感染症緊急対策（予算）について主な議案❶

「愛知県新型コロナウイルス感染症対策推進条例」の制定について主な議案❷

　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、的確かつ迅速に感染症対策を講ずるため、新型コロナウイ
ルス感染症対策の推進に関する基本的な枠組みについての条例を制定しました。

補正予算の3つの柱

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のための取り組みを実施
●高齢者インフルエンザ予防接種補助金
●ＰＣＲ検査体制強化事業費
●重点医療機関支援事業補助金　等

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
●自殺防止相談体制強化事業費
●県立学校情報化推進事業費　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、経済活動の回復や
強靭な経済構造の構築に対する支援策を展開
●新型コロナウイルス感染症対応資金
　　　　　　　　　　　　利子補給補助金
●中小企業採用活動支援事業費
●観光消費喚起事業費　等

「感染拡大防止」と「社会経済活動の維持」の両立へ令和2年9月定例議会

予算額 外に債務負担行為

2月補正2019年度 20億円

（参考）新型コロナウイルス感染症対策予算額

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

2020年度

1,160億円 406億円

8月補正
（専決） 18億円 －

9月補正 719億円 240億円

合　計 2,595億円 1,201億円

条例の主な内容
条例の目的 感染症対策の基本的な事項

県、県民、事業者の責務

〇新型コロナウイルス感染症のまん延が、県民生活や地域経済に及ぼす影
響に鑑み、県民、事業者の責務を明らかにするとともに、県が実施する新型
コロナウイルス感染症対策の基本的な事項を定める。
〇このことにより、関係法令による措置と相まって、新型コロナウイルス感染
症対策を推進し、もって県民の生命や健康を保護し、県民生活や地域経済
に及ぼす影響の最小化に寄与する。

〇県の責務
　県内における新型コロナウイルス感染症の発生やまん延の状況の把握、総
合的な対策の推進、県民・事業者に対する知識の普及や情報発信等

〇県民の責務
　新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を踏まえ、予防及びまん延
の防止に努める等

〇事業者の責務
　新型コロナウイルス感染症の予防及びまん延の防止のための措置、施設に
おいて感染防止の措置を講じている旨の掲示に努める等

〇対策の充実
　県は、物資や資材の確保や検査体制の整備、医療提供体制の整備、相談対
応体制の整備、児童や生徒の学習機会の確保、風評被害の防止など必要な
施策を講ずる。

〇県独自の対策本部の設置
　新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく政府対策本部が設置されて
いない場合で、知事が必要と認めるときは、県独自の対策本部を設置する。

〇県独自の緊急事態宣言 ■全国初
　新型コロナウイルス感染症の広範かつ急速なまん延により、県民生活や地
域経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合等で、特に注意を喚起する
ため必要があると認めるときは、県独自の緊急事態宣言を発出する。

〇影響の緩和を図るための支援
　県は、新型コロナウイルス感染症や、そのまん延防止のための措置が県民
や事業者に及ぼす影響の緩和を図るため、必要な支援を行うよう努める。
〇適切な配慮 ■全国初
　県や県民、事業者は、高齢者や障害者、新型コロナウイルス感染症にかかった場
合に重症化の危険性が高い者等に対し、適切な配慮に努めなければならない。



こたま　豊田市
http://www.kotama.net/

検索

『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。

地域包括ケアシステムのイメージ
医療ケア・
サービスの提供

介護ケア・
サービスの提供

活動の場の提供

通院・入院

地域包括
支援センター
ケアマネジャー

自治会や
ボランティアへの参加

通所・入所医療
住まい

生活支援
介護予防

介護

　社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして創設された介護保険制度も今年で
丸20年を迎え、制度創設当時は149万人であったサービス利用者数は2018年4
月には474万人となっており、介護保険制度は着実に社会に定着してきています。
　しかし、団塊の世代が75歳以上となる2025年には、認知症高齢者の割合や世
帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計され、介
護制度の維持・向上は困難となりつつあり、医療、介護、介護予防、住まい及び自立
した日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の実現が必
要不可欠であることから、構築目途である2025年に向けた県の今後の取り組み方
針を質しました。

『地域包括ケアシステム』構築に向けた県の考えを質す!!『地域包括ケアシステム』構築に向けた県の考えを質す!!『地域包括ケアシステム』構築に向けた県の考えを質す!!『地域包括ケアシステム』構築に向けた県の考えを質す!!
９月議会一般質問②

本会議場における　　　　　
　　　壇上からの質問風景

今回の新型コロナウイルスの感染拡大の様な大きな事象が発生すれば、
これまで最良の策と考えられていた事がそうではなくなる事も充分に
考えられることから、ポストコロナ社会に適した少子化対策・高齢社会
対策を引き続き検討し、実践に繋げていくよう要望しました。

「介護保険制度の運用状況」について主な質問❶

Q ３年を一期とする「第７期愛知県高齢者健康福祉計画」の対象期間も残すところあと
半年となったが、第７期計画の主な取り組み実績と、第７期に対する評価と課題は？

「感染防止と地域包括ケアシステム構築の両立」について主な質問❷

Q 介護分野は密閉・密集・密接の３密となるケースも多いが、来年度から始まる第８期計画
では感染防止策を講じつつ、どの様に地域包括ケアシステムの構築を図っていくのか？

　第７期計画では地域包括ケアシステムの構築に向け、「介護保険サービスの充実」や「人材の確保と資質の向上」な
ど７つの基本目標を設定しており、介護サービスの充実については、大半のサービスの達成率は90％以上となってお

り、概ね順調に取り組みが進んでいるものと評価している。
　一方で、介護等の人材確保については、福祉人材センターによる無料職業紹介や再就職支援などに取り組んできたが、2020年の
必要見込数10万7,617人に対し、2018年度時点では６千人ほど下回っており、人材の確保が十分進んでいない状況にある。
　こうした取り組み状況等を踏まえた主な課題としては、介護人材の確保と今後大幅に増加すると見込まれる認知症高齢者に係る
施策の充実であると考えている。

　感染拡大の防止を図り、新しい生活様式に対
応した地域包括ケアシステムを構築していくた

めには、ＩＣＴの活用や高齢者が自宅でできる介護予防の取り組
みの推進が重要である。
　そのため、ＩＣＴの活用については、県が助成して全国に先駆
けて全市町村に導入した「在宅医療連携システム」の更なる活
用を市町村等に働きかけていく。
　また、介護予防については、健康体操の動画などを掲載した
高齢者向けホームページを作成したほか、自宅等で活用できる
文化・芸術活動の動画も現在制作中であり、県としては感染症
対策にも配慮した地域包括ケアシステムの構築に向けた第８期
計画を策定し、しっかりと取り組みを進めていく。

福祉局長
答　弁

福祉局長
答　弁

テーマ
高齢社会対策

自席からの要望風景

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。


