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正直に、まっすぐに、みなさんと 「ともに進む。」

● 「飲食店」はコロナの感染源？ 感染経路が判明

右表ご覧の通り「不明」が半数近くを占め最も大きいとはいえ、コロナ禍

の休業や時短等一番煽りを受けている「飲食店」の値はわずか5％と小さ

くなっています。

一方、厚労省の専門家組織「アドバイザリーボード」は、以下のような国

立感染症研究所の分析結果を7/7に公表しました。

「陽性者の過去2週間の行動を分析。飲酒付きの会食に2回以上参加し

た人は、参加が1回か0回の人に比べて約5倍感染しやすい」

ただ、これは単に「よく人と会うなど行動力のある人が感染しやすい」と

言っているにすぎないのではとも思うのです。 飲食店に時短要請する以

上、協力金は当然の支援。 ただ、コロナ禍を収束させるこの施策が、飲食

店の営業努力の犠牲のもとで繰り返されることにモヤモヤ感が…。

県は、安心安全な飲食店の新たな認証制度「ニューあいちスタンダード

（略して「あいスタ認証」）」を6/28からスタートさせました。 感染防止対

策50項目をすべてクリアすることが条件。

飲食店には大きな負担となる分、今後の時短・休業対象や予定されてい

る飲食店支援のインセンティブとなるよう、まじめに必死に耐えて頑張っ

ている飲食店が報われる「あり方」を訴えていきたいと思います。

感染経路 人数：人 比率：％

家族 12,140 26.0

医療・福祉施設 3,757 8.0

職場 3,175 6.8

会食 1,485 3.2

接待を伴う飲食店 862 1.8

教育等機関 789 1.7

旅行などその他 3,556 7.6

不明 20,970 44.9

合計 46,734 100.0

愛知県の感染経路別コロナ感染者の状況

（2020年7月～2021年5月）

本年4月以降の感染拡大から約3か

月。愛知県では、7/12から8/11ま

での約1か月は、厳重警戒措置期間。

ワクチン接種も進み、少しずつ落ち着

きを取り戻してきたような雰囲気を

感じます。 しかしながら、どうしても

3つの「不安」がぬぐい切れません。

二つ目は、ワクチン不足。6月議会の中では、市町村の7月

分のワクチン要望に対し、半数に満たない分しか目途が立っ

ていないことが判明。議会閉会日に県議会として急遽国に対

する「ワクチンの円滑供給の意見書」を議決しました。

3つ目は、ワクチン接種における誹謗中傷や差別。この点に

ついては、6/18に新政あいち県議団として、いち早く知事に

要望を出し、即日県として相談窓口設置等速やかな対応を

とっていただきました。

これまでみんなで耐えてがんばってきた、ワクチン接種が

はじまり、収束に光が見えてきた、しかしその光が社会の分

断を招く新たな闇となってはなりません。 今こそ、日本国民、

愛知県民の人間力の真価が問われていると思います。

一つ目は、東京での感染拡大。これから始まるオリンピック、

楽しみですし、出場選手には心からエールを送りたいと思いま

す。反面、東京では変異株による再度の感染拡大が懸念され

ており、これまでの傾向から、首都圏での感染拡大の約2週間

後に愛知県に感染が拡大することが経験則上分かっています。

建設副委員長を拝命
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夏本番 熱中症に気をつけて！

コロナも要注意ですが、夏本番は何と言っても「熱中症」。

救急搬送される方の55％前後が高齢者。 人と離れていると

きはマスクは外して熱中症対策優先！ 水分補給と涼しい環

境で、健康・安全にこの夏を過ごしましょう！

人と動物の付き合い方を考える
「愛知県動物愛護センター」

豊田

“現地現物” 活動記録

2019年動物愛護管理法が改正、今年3月末に愛知県動物

愛護管理計画(2008年策定)が改訂されました。

センターでは犬猫の保護や譲渡、しつけ教室、ペットショッ

プ等の飼養施設の登録許可、立入検査を実施しています。

残念ながら引き取り手がなく殺処分される犬猫も少なくあ

りませんが、ここ10年間の年間処分頭数はかなり減少。

ONE TEAM 「新政あいち県議団」 新体制発足

～「声を形にする」県政を推進していきます！～

団長 富田 昭雄 （名東区） 副幹事長 安井 伸治 （港区）

副団長 永井 雅彦 （刈谷市） 副総務会長 小木曽 史人 （あま市海部郡）

幹事長 森井 元志 （守山区） 副政策調査会長 松本 まもる （緑区）

総務会長 河合 洋介 （知多郡第一） 監事 黒田 太郎 （千種区）

政策調査会長 日比 たけまさ （春日井市） 監事 鳴海 やすひろ （中村区）

常任顧問 塚本 久 （北区）

令和3年度、富田昭雄議員を団長に選出し、新たなスタートをき

りました。 私は、総務会長を支える副総務会長を拝命。 総務会

の主要な役割は、提出議案のうちの単行議案や請願の会派内の

態度を決める、国に対しての意見書を取りまとめることです。

その他、外部団体との懇談会・勉強会窓口や会派の内部ルール

の見直しなども重要な役割です。 ポストコロナ時代の急速な社

会変化に乗り遅れないよう、しっかり働きます！

殺処分数 平成20年 令和1年 11年間で

犬 1,606頭 240頭 ▲85％

猫 4,430頭 484頭 ▲89％

△ 犬猫の去勢手術室の様子 △ 殺処分場。左は獣医師の方

ただ野犬は生後3ヶ月経過後の保護となると、どれだけ愛

情を注いでも人になつかず、結局殺処分に…。 実際に保護

された野犬(成犬)の顔つきは怯え、人が近づくと震える姿に

胸が苦しくなりました。

コロナ禍で犬猫を飼う方が増えた一方で、結局飼えずに遺

棄するケースも．．。 動物は今や家族同様、ふれあいを通し

てやすらぎや生きがいを共にするパートナー。 しっかり責任

を持つことが何よりも大切だと改めて感じました。

県の熱中症による救急搬送者数

お盆頃ピーク

こんな時どうする？ コロナ相談窓口
建設副委員長を拝命

● 「発熱、息苦しい．． コロナウィルスに感染したかも」

受診・相談センター

発熱など まずは「かかりつけ医」等最寄りの医療機関に電話相談を！

診療検査医療機関である

受診

土日や夜間
受診先に
困ったら...

電話相談

電話相談
紹 介

診療検査医療機関 受診

診療検査医療機関でない

0567（24）6999 〈平日9：00～17：30〉

052（526）5887 〈平日夜間／土日祝24ｈ〉

愛知県救急医療情報センター

0567（26）1133 〈毎日24ｈ〉

● 「ワクチン接種に関することを教えてほしい」

▷ 接種会場や日時など一般的なこと

※ワクチン接種の予約は？

接種券同封案内に記載
（電話やオンライン等）

▷ 接種前 ： 副反応について知りたい 新型コロナウィルス感染症健康相談窓口（看護師対応）

052（954）6272 〈毎日9：00～17：30〉

052（526）5887 〈平日夜間／土日祝24ｈ〉▷ 接種後 ： 副反応かもしれない

「かかりつけ医」等最寄りの医療機関を受診

あま市 0120（301）339 〈毎日24ｈ〉

大治町 052（444）8211 〈平日8：30～17：00〉

蟹江町 0567（94）3211 〈毎日9：00～17：00〉

飛島村 0120（444）314 〈毎日24ｈ〉
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6月定例議会 新政あいち県議団 代表質問要旨

代表質問① 新型コロナウィルス対策

知
事

医療従事者の確保は長丁場を覚悟。7か所の大規

模集団接種会場では、会場となる大学病院、民間の

医療人材派遣会社等の協力を得て確保に取り組む。

新政あいち県議団の質問録画は で ぜひ一度ご覧ください︕愛知県議会

ワクチン接種の長期化を見据え、大規模集団接種

会場の医療従事者を今後どう確保していくのか？
Q

代表質問③ 性的少数者（LGBTQ等）への理解

知
事

性的少数者の方々は、自らの性的指向や性自認に

対する無理解や差別、社会的制約に苦しんでいる。

こうしたことをなくすため、まずは、性的少数者への

正しい理解の促進を重要課題と位置づけ、必要な施

策を実施していく。

併せて、同性パートナーシップ制度の先行事例を検

証し、制度について研究していく。

質問者： 新政あいち県議団
総務会長 河合洋介議員（知多郡第一選挙区）

6月21日 本会議にて新政あいち県議団を代表して議案質疑を行いました。

知
事

2025年度までに県内のオンライン化可能な手続

きの100％オンライン化を目指す。

また、書類添付や対面審査が不要な手続きは、今年

度中にすべてオンライン化実現を目指し取り組む。

DX推進には、キャッシュレス決済は不可欠。必要な

システムや導入する出納事務の検討を進める。

代表質問② 行政手続きのオンライン化

◎ 愛知県のコロナ医療提供体制 （7/8時点）

＜ひと口メモ＞ 県出納事務のキャッシュレス決済

世界では現金を持ち歩かないキャッシュレスが主流にな

りつつあり、とくに電子マネーでの決済は、コロナ禍で加

速度的に普及しつつあります。 愛知県でも県税につい

て、昨年12月から電子マネー（PayPay、LINEPay）で

の納付が可能になりました。

コロナ陽性患者のうち、無症状・軽症の方々への取

り組みは？
Q

知
事

原則、宿泊療養施設への入所を案内しているが、諸

事情で自宅療養を選択されることが多い。 宿泊療

養施設の利用促進のため、看護師の24ｈ対応等の

利点を丁寧に説明し、不安解消に努めていく。

自宅療養者に対しては、血中酸素濃度測定器（パル

スオキシメーター）の貸出しや配食サービスによる生

活支援の拡充のほか、体調急変時に備え、地域の医

療機関等と連携できる体制を整備していく。

診療・検査医療機関 1,642医療機関

患者受入医療機関 78病院

コロナ患者用病床 1,515床
うち重症者用 146床

PCR検査能力 約42,000件/日

宿泊療養施設 3施設 計 1,109室

DX推進のため、キャッシュレス化を含めた行政手

続きのオンライン化を今後どう進めていくのか？
Q

性的少数者への理解促進に向けた取り組みと、同

性パートナーシップ制度導入に向けた考え方は？
Q

県
当
局

ワクチン接種のさらなる加速化に向け、対象市町村

を拡大することも検討する。 また、キャンセルによ

る予約枠の空きを活用して、高齢者に加え、保育士、

警察職員、自衛隊員等感染リスクの高い職種に対し

て積極的に接種を進めていく。

今後ワクチン接種が進み、県が開設した大規模集

団接種会場に余裕が生じた場合、会場をどのように

活用していくのか？

Q

県
当
局

介護するご家族がワクチン接種の機会を失うこと

はあってはならない。 今回の巡回接種では、ワクチ

ンの余剰を出さない工夫が必要。 その際には、在宅

で介護されているご家族にワクチンを接種していた

だけるよう、各市町村に通知を行う。

在宅の高齢者及び障がい者への巡回接種を進める

とあるが、在宅で介護されているご家族に対するワ

クチン接種はどのように取り組んでいくのか？

Q

検 索

私です。席順は「１」

県議会 本会議場

傍聴席

向かい側に
知事や幹部職員が
並んでいます。

県
当
局

大規模集団接種は9月末までの3か月間。 それま

でに、県内の接種対象者約670万人のうち、 約31

万人、全体の4.6％をカバーできる。

県が設置する大規模集団接種会場7か所全体でど

の程度の効果があるのか？
Q

6月定例議会及び7月臨時議会で可決された主な予算内容は 以下の通りです。

ワクチン接種を加速します
《予算額 25億9,395万円》

1. ワクチン大規模集団接種会場の増設

◎追加5か所の運営費 （～9/末まで）

◎全7か所で、1日最大7,500人対応可能

2. 高齢福祉施設等ワクチン接種加速支援事業費

◎巡回接種を行う医療機関に支援金を交付

・ 高齢福祉施設・障がい者施設の利用者・従事者

・ 在宅の高齢者（要介護度4，5の方）

・ 在宅の重症心身障がい者など

・ 在宅介護をしているご家族（P2下段参照）

◎対象期間：6月14日～7月31日まで

地域産業を支援します
《予算額 1,203億7,254万円》

1. 営業時間短縮要請に伴う協力金の支給

◎まん延防止等重点措置 6/21～7/10まで

◎厳重警戒措置 7/11～8/11まで

2. プレミアム商品券発行事業の支援対象を拡大

◎補助対象者：市町村（14市町村⇒36市町村）

3. 新たな観光消費の喚起に向けた取り組み支援

◎県内旅行商品・ホテル代等の割引

割 引 額 ： 代金の1/2（ 最大5,000円）

対象期間： 2021/9/1～12/31宿泊分まで

※8/31までに予約・販売された旅行が対象

◎地域限定クーポンの付与

上記利用者に最大2,000円キャッシュバック

コロナ

対策

コロナ

対策

1. インターネット上の人権侵害に対する

モニタリング（監視）の実施

◎背景 ： ネットの発達による人権侵害の多様化

◎対象 ： コロナ関係、部落差別、外国人、

障がい者の誹謗中傷・差別的な書き込み

◎県が削除候補を選別し、国の機関へ削除要請

2. 愛知県ヤングケアラー実態調査を実施

◎対象 ： ①公立学校児童生徒 約18,000人

（小5、中2、高２ 全児童生徒の1割）

②県内すべての公立学校 1,573校

③元ヤングケアラー、相談支援機関

◎2021年11～12月 調査を実施

◎2022年1～3月 調査結果集計・分析・公表

その他

事業

西尾張地区の多くは、7/8現在で対象市町村となってい

ませんが、今後地元自治体の意向も踏まえ、対象地区への

追加、会場の追加設置も含め検討していくと伺っています。

接種規模：約31万人（全体の4.6％）

困っている方をサポートします
《予算額 38億4,553万円》

1. コロナ感染自宅療養者への無料配食サービス

◎内容：弁当・飲料を1食分として 1日3食分

◎期間：自宅療養期間が終了するまで毎日

2. コロナ禍の生活困窮者に自立支援金を支給

◎支給額：最大30万円/3か月

※詳細は市町村役場にお問い合わせください。

3. デジタル分野の新たな職業訓練を拡充

◎対象者：離職・休業・シフト減少・生活困窮

◎規 模 ：全373コース、6,899人

コロナ

対策

県 政
キーワード ヤングケアラー

最近よく耳にするこのヤングケアラー。昨年国が初め

て全国的な実態調査を実施。結果は、中2で5.7％（約

17人に1人）、高2で4.1％（約24人に1人）が 「世話

をしている家族がいる」ことが分かりました。

家庭内のプライバシーに関わるセンシティブなところ

でこれまで中々表面化してこなかったこの問題に光を

当て、苦しむ子どもを救う手立てを考えていきます。

ヤングケアラー・・・本来大人が担うような家族の介

護（障がい・病気・祖父母の介護）や世話（年下のきょ

うだい）をすることで、自らの育ちや教育に影響を及

ぼしている18歳未満の子ども。

大口町

扶桑町

江南市

★

★

★

★

★

★

★
安城市

名古屋空港ターミナルビル（5/24～）

バンテリンドームナゴヤ（7/5～）

豊橋中央会場（7/10～）

藤田医科大学

岡崎医療センター（7/3～）

藤田医科大学（5/24～）

愛知医科大学

メディカルセンター（7/3～）

安城更生病院（7/3～）
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