
 

  

 
 

■新型コロナウイルス感染症について 

2月28日に新政あいち県議団に対して県から現状等の説明がありました。以下は説明時点での概要です。 

●愛知県内での発生状況 患者 27 人（内 2 人退院） 

 クルーズ船患者の直接の受入 患者 8 人（内同行者 1 人）（内 1 人退院） 

 クルーズ船患者の藤田岡崎医療センターでの受入 

 受入数 128 人 入院患者 16 人（内 1 人退院） 退所者 9 人 

●入院状況 県内医療機関（感染症指定医療機関等） 47 人 

   ※風評被害等で県の判断で市町村は公表せず 

●一般電話相談窓口の対応件数(名古屋市除く) 

 

 

健康対策課及び県保健所で 5,890 件 

●帰国者・接触者相談センターの対応件数(名古屋市除く) 

 

 

  県保健所、豊橋市、岡崎市、豊田市で 491 件 

   内 47 件は帰国者・接触者外来を紹介 

●全国で 4か所の特定感染症指定医療機関は常滑市民病院、県内で 1か

所の第一種感染症指定医療機関は名古屋第二赤十字病院、第二種感

染症指定医療機関は尾張西部医療圏の一宮市民病院(6 床)はじめ 10

機関、計 12 か所 72 床 

●県の衛生研究所の遺伝子検査

は 1 日 60 件の能力、114 件検査 

■愛知県の新年度予算等・・・愛知新起動予算 

新年度一般会計当初予算は 2 兆 5,722 億 4,500 万円今年度当初比約 597 億円 2.4％の増

(地方消費税清算金支出を除くと 0.6％の増に止まる)です。 

ジブリパークを 2022 年に実現 

2022 年秋開業(青春の丘、ジブリの大倉庫、どんどこ森の 3 エリ

ア)を目指しジブリパークの整備を推進、概算事業費約

182 億円(5 エリア合計約 340 億円)、想定来場者数約 100

万人(同約 180 万人)【約 27.5 億円 外に債務負担行為約

107 億円】 公園施設整備や周辺道路対策を推進【約

18 億円 外に債務負担行為約 27 億円】 

ステーションＡｉプロジェクトの推進 

スタートアップを起爆剤に持続的にイノベーションを創出する

愛知県独自のエコシステムを形成。新規のスタートアップ拠点 

(昭和区鶴舞)を整備【約1.8億円外に債務負担行為約149億円】 

○ロボカップアジアパシフィック 2020 あいちを 10 月 8 日～12

日にワールドロボットサミット2020と同時開催【3.7億円】 

●名古屋市との共同事業で名古屋市科学館内に来年 3 月にノ

ーベル賞受賞者顕彰施設をオープン【一部新規 4.67 億円】 

○オーガナイザー(家庭訪問ボランティアの調整役)養成研修や家庭訪

問型子育て家庭寄り添い支援モデル事業等【新規 0.04 億円】 

○高齢者がいきいきと輝くまちづくりモデル事業など高齢者の社

会参加を推進【新規 0.53 億円】 
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駐車場の増設 

      公園北側 1500 台           

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●一般電話相談窓口 

県保健医療局健康対策課 ０５２－９５４－６２７２ 
平日：午前 9 時～午後 5 時 土日祝日：午前 9 時～午後 5 時 

  

2002～03 年の重症急性呼吸器症候ＳＡ

ＲＳでは 8,098 人が感染し 774 名が死

亡、既に新型コロナウイルスでは中国

国内で 7 万人以上が感染し 2 千人以上

が死亡しています。 
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●帰国者・接触者相談センター 県一宮保健所 ０５８６－７２－１６９９ 

平日：午前 9 時～午後 5 時  

夜間・土日祝日：オンコール 24 時間体制 

 

 
●帰国者・接触者相談センター 
県一宮保健所 ０５８６－７２－１６９９ 
平日：午前 9 時～午後 5 時 夜間・土日祝日：オンコール 24 時間体制 

 

県一宮保健所 ０５８６－７２－０３２１  

平日のみ：午前 9 時～午後 5 時 
 



○お城観光、街道観光(美濃路 

東海道・飯田街道)を市町村等と

連携して推進【新規 0.34 億円】 

●愛知を代表する朝日遺跡(清須市・名

古屋市西区にある東海地方最大の弥生集 

落)の魅力を発信、11 月 22 日オープン【4.95 億円】 

○東京オリ・パラの盛り上げ、教育推進【一部新規 1.86 億円】 

●2021 年 1 月末に第 76

回冬季国体のスケート競

技会等を開催【1.59 億円】 

●高齢運転者の を市町村と協調助成(補助率 1/2 以内

上限 3 万 2 千円等)【一部新規 2.57 億円】 

●第 15 回食育推進全国大会 in あいち 6 月

27・28 日に開催【0.69 億円】 

●SDGs 推進フェアの開催(8 月 21・22 日)など SDGｓ未来都市あいちを推進【0.45 億円】 

■稲沢市の新年度予算等・・・子育て・教育は稲沢で 

新年度一般会計は 517 億 3 千万円で対前年度 57 億 2 千万円、12.4％の大幅増で過去最大

です。歳入では、基金繰入 27.1 億円は対前年度約 1.5 倍、市債 84.3 億円は同約 2 倍の大幅増等で

す。地方債残高見込額も市民 1 人当たり約 36 万円と約 3 万円増加しています。 

●オリンピア市訪問団受入事業･･･0.04 億円 市長公室 

4 月 6 日に行われる東京 2020 オリンピックの稲沢市内での聖

火リレーにオリンピア市長や中学生を招待、国府宮神社から市民

会館までの東京 2020 オリンピック聖火リレー事業に 0.11 億円、五

輪出場選手等への奨励金や 8 月 15 日のパラリンピック採火式等

の東京 2020 オリンピック・パラリンピック事業に 0.01 億円 

●稲沢おでかけタクシー事業･･･0.22 億円 市長公室 

今年度の実証実験を市内全域に拡大、75 歳以上の高齢者

及び障害者等で自宅から市内全域等へ運行、利用料半額  

●新分庁舎等整備事業･･･17.14 億円 総務部 

災害対策拠点(防災対策機器等の整備事業に別途 0.41 億円)、福祉

事務所及び社会福祉協議会の機能を集約し整備、総額約 21 億円 

●公立保育園防犯カメラ整備事業･･･0.21 億円 子ども健康部 

園児の安全確保のために未設置の 16 園全園に防犯カメ

ラを整備する他、小・中学校防犯カメラ整備事業として小中

学校全校にも設置 1.03 億円 教育委員会 

●子ども医療費助成事業･･･7.03 億円 市民福祉部 

入院医療費無償化を 8 月から高校生等まで拡大(償

還払い)する他、放課後児童クラブ利用料減免事業で

非課税世帯は全額に拡大(子ども健康部) 

●胃がん内視鏡検査･･･0.00 億円 子ども健康部 

検診時 50 歳以上の市民を対

象にに 2 年に 1 回(本年は 8～

10 月)内視鏡検診を実施 

 

 

 

山崎駅 

 
日光川 

初当選からお支え頂いた副議長 

遠藤明市議(えんどっち)が逝ってしまいした。早すぎる死を悼みご冥福をお祈りしま

した… 未来へつづくまちづくりへ 一生懸命働きます。愛知県議会議員 鈴木じゅん 

 

 

 

 

 

 

 

●(仮称)イチョウ見本園整備事業 

･･･3.77 億円 経済環境部 

祖父江ぎんなんブランド化の強化・確立へ

代表品種の保全、PR に見本園を整備 

【稲沢公民館増築事業】 

稲葉老人福祉センターあすなろ館の一部機

能を増築移転し調理室を新設…2.34 億円 
 

●荻須記念美術館特別展 

東京美術学校で荻須画伯と同級生で近代

洋画界の一端を担った牛島憲之氏の個展

を開催…0.07 億円 教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 
          牛島憲之 まるいタンク 1957 年 


