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稲沢市ワクチン接種コールセンター 0120-542-500
日曜～金曜日(7 月 22，23 日以外の祝日を除く)
午前 9～午後 6 時
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■まん延防止 緊急事態宣言 延長 まん延防止
愛知県(国)は第 4 波を抑制・克服するために 4 月 20 日～5 月 11 日の期間
まん延防止等重点措置、
感染状況等から 5 月 12 日～31 日は緊急事態宣言、
6 月 1 日～20 日まで延長して感染防止対策に取り組
んできました。この間、県民、事業者等のご理解・ご協
力により感染者数は減少傾向となりましたが厳しい医
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●ニューあいちスタン
ダード（あいスタ）
飲食店の感染防止対
7 月 6 日に閉会した６月定例会での予算関係は、6
策の徹底強化を図る
ため認定制度を創設
6 月 28 日受付開始 月 17 日の初日に議案第 117 号として自宅療養者の
7 月上旬～現地確認 配食サービスや花きの消費回復など①87 億円及び
8 月上旬～HP 公開
認証コールセンター 140 号大規模接種会場や生活困窮者支援など②24 億
052-977-3655

■６月定例愛知県議会閉会

円、21 日には第 141 号まん延防止等重点措置など③
530 億円、7 月 2 日には 143 号生活福祉資金貸与制度
の特例措置の延長④30 億円が提出されました。この内
コロナ関連は 667 億円、今年度では 4,155 億円となり
これまでの累計は 8,724 億円に上ります。(次項参照)
知事の提案説明では、まん延防止や大規模集団接種

など新型コロナウイルス感染症対策について述べられ、

●7 月 3 日～措置区域
名古屋市、豊橋市、小牧市、蒲郡市(新規)

●6 月 21 日～7 月 2 日措置区域

県政を取り巻く最近の状況では、最近の経済情勢と本
県の財政運営、経済・産業の活性化、ロボカップアジア
パ シ フ ィ ッ ク 2021 あ い ち 、 FOOMA JAPAN ※
2021、ジブリパーク、中部国際空港二本目滑走路の早
期実現、リニア中央新幹線の建設促進、中部経済連合会
創立 70 周年、安全・安心なまちづくりの推進、カー
ボンニュートラルに向けた取組、全国知事会、交通安全
対策、について触れられました。
議会では新型コロナウイルス感染症にかかる諸問題
の調査を行うため新型コロナウイルス感染症対策特別委
員会を設置しました。鈴木も委員としてアフターコロ
ナに向けた対策も含めて部局横断的に議論していきま
す。また、県議団では中小企業振興政策推進議員連盟
(初代会長鈴木です)などを立ち上げました。意見書は、
性犯罪に関する刑事法の見直しについて、大麻の乱用
防止対策の充実についての意見書等を可決し国へ送致
しました。

※フーマジャパン アジア最大級の食の技術の総合展
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２０２１ Ｒ０３

新政あいち県議団

2106(0706)

対象者
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接種券発送日 予約開始日

昭和３２年４月２日～昭和３７年４月１日

７月１２日（月） ７月２０日（火）

基礎疾患の方・高齢者施設等従事者昭和３７年４月２日以降

５０～５９歳
４０～４９歳
３０～３９歳
１２～２９歳

７月２６日（月）
〃
〃
〃

昭和３７年４月２日～昭和４７年４月１日
昭和４７年４月２日～昭和５７年４月１日
昭和５７年４月２日～平成 ４年４月１日
平成 ４年４月２日～平成２１年７月１日

●祖父江町奉賛会御田植祭

８月 ３日（火）
８月１７日（火）
９月１４日（火）
１０月５日（火）

稲沢市のワクチン接種計画

国府宮はだか祭大鏡餅奉納祖父江町奉賛会の御
田植祭が開催、吉川会長はじめ皆様のご奉仕で
滞り無く納められ大村知事から祝辞を頂きました。

議案第 117 号

●自宅療養者の配食サービスの利用者増加に対応 5.6 億円
弁当・飲料１日３食分を期間終了まで自宅療養の希望者に無料提供

●中小企業のテレワーク促進へモデルオフィス開設 0.3 億円

●連合愛知政策懇談会
連合愛知の知事要望に向けた政策について意
見交換会があり鈴木は農林水産部会長として団
総会室からのリモート会議に参加しました。

名古屋駅近辺にテレワーク体験や相談可能なモデルオフィスを 8 月開設

●求職者の就職支援に職業訓練を拡充 2.2 億円
デジタル分野などの訓練８８コース、１７４５人を追加実施

●航空機サプライヤーを支援 0.3 億円
エアロマート名古屋 2021（10/12～14 Aichi Sky Expo）及び第 33 回日本も
のづくりワールド（3/16～18 東京ビッグサイト）の出展支援の拡大

●観光消費の喚起及び宿泊業者の感染防止を促進 69 億円
県民の県内旅行・宿泊に対し代金の 1/2（1 人 1 回あたり最大 5 千円）を
キャッシュバック（対象は 8 月末までに予約・販売の 9～12 月旅行分）ま

●デジタルトランスフォーメーション DX 研修会
新政あいち県議団総務会（河合会長）の勉強会で効
率（ICT）から変革（DX）へ、中小企業や自治体、地域
社会の DX について意見交換しました。

た、旅行期間中に利用可能なクーポン（1 人 1 回当たり最大 2 千円）付与

●花きの消費回復に向けた取組 1 億円
公共施設等における花きの活用や新たな花きの活用スタイルの創出

●名古屋コーチンの販売支援 0.6 億円
●漁場の資源維持 0.5 億円 アワビ等の種苗放流に 1/2 補助
●インターネット上の人権侵害にモニタリングを実施 0.05 億円
議案第１４０号 …6/21 に早期議決(可決)

●大規模接種会場４か所開設 12 億円
ワクチン接種加速のため新たに愛知医科大学（岡崎市）、藤田医科大学

●新政あいち県議団農林水産部会
鈴木が部会長を務める農林水産部会で 6 月議会に上
程された委員会関係の議案(花き、名古屋コーチン、
漁場資源)について審議等しました。

岡崎医療センター、安城厚生病院、バンテリンドームナゴヤに開設

●高齢福祉施設等従事者等及び在宅者の接種加速 10 億円
巡回接種の医療機関を支援（施設１人１回１千円、在宅訪問１回１万円）

●生活困窮者自立支援金（新規） １億円
生活福祉資金の再給付終了世帯（要件あり）に月６～１０万円、最大３０万円
議案第１４１号 …6/21 に早期議決(可決)

●磯野宏夫展＆稲彩会

●まん延防止等重点措置に伴う協力金等 527 億円

ノリタケの森ギャラリーで開催された稲沢市出身の画
家故磯野宏夫展〈生命の森－森が森であるように〉＆
防災ボ ランテ
ィア稲沢でご
一緒の佐藤会
長が所属され
ている稲彩会
の作品展にお
邪魔しました。

名古屋市などの重点措置区域は午後 8 時までの時短要請に 3～10 万円、
稲沢市などの重点区域外は午後９時までの時短要請に 2.5～7.5 万円

●東三河地域に大規模接種会場１か所（豊橋市）
開設 3 億円
議案第 143 号

●総合支援金等の延長 30 億円
熱海市の土石流など被災された皆様にお悔やみと

お見舞いを申し上げます。

警報の難しさを改めて感じました。大リーグ大谷翔平選手の活躍が楽しみです。稲沢市も接種券の前倒しなどコロナが収束
し新しい日常が一日でも早く戻ってくるように… 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

■緊急事態宣言延長 まん延防止
愛知県(国)は第 4 波を抑制・克服するために 4 月
20 日～5 月 11 日の期間まん延防止等重点措置、感
染状況等から 5 月 12 日～31 日は緊急事態宣言、6
月 1 日～20 日まで延長して感染防止対策に取り組
んできました。この間、県民、事業者等のご理解・ご
協力により感染者数は減少傾向となりましたが厳し
い医療体制も考慮し宣言終了後の 6 月 21 日から 7 月
11 日までまん延防止等重点措置に移行し再拡大抑止
しを図ることとしました。6 月定例県議会にはまん延
防止等重点措置の実施に伴う補正予算等が追加提案
され議案第 140、141 号は早期議決しました。

■６月定例愛知県議会
６月１７日に開会した６月定例会(７月６日閉会予
定)の予算関係は初日に議案第 117 号として自宅療
養者の配食サービスや花きの消費回復など①87 億円
及び 140 号として大規模接種会場や生活困窮者支援
など②24 億円、21 日には第 141 号としてまん延防
止等重点措置など③530 億円が提出されました。この
内コロナ関連は 637 億円、今年度では 4,155 億円と
なりこれまでの累計は 8,695 億円に上ります
【議案第 117 号】
●自宅療養者の配食サービスの利用者増加に対応 5.6 億円 弁当・飲料１日３食分を期間終了まで自宅療養の希望者
に無料提供

●中小企業のテレワーク促進へモデルオフィス開設 0.3 億円 名駅近辺に体験や相談可能なモデルオフィスを 8 月開設
●求職者の就職支援に職業訓練を拡充 2.2 億円 デジタル分野などの訓練８８コース、１７４５人を追加実施
●プレミアム商品券補助により商店街の支援拡大 3 億円
●航空機サプライヤーを支援 0.3 億円 エアロマート名古屋 2021（10/12～14 Aichi Sky Expo）及び第 33 回日本ものづくりワ
ールド（3/16～18 東京ビッグサイト）の出展支援の拡大

●観光消費の喚起及び宿泊業者の感染防止を促進 69 億円 県民の県内旅行・宿泊に対し代金の 1/2（1 人 1 回あたり
最大 5 千円）をキャッシュバック（対象は 8 月末までに予約・販売の 9～12 月旅行分）また、旅行期間中に利用可能なクーポン（1
人 1 回当たり最大 2 千円）付与

●花きの消費回復に向けた取組 1 億円 公共施設等における花きの活用や新たな花きの活用スタイルの創出
●名古屋コーチンの販売支援 0.6 億円
●漁場の資源維持 0.5 億円 アワビ、ミルクイ、アサリ、アユの種苗放流の取組に 1/2 補助
●インターネット上の人権侵害にモニタリングを実施 0.05 億円
【議案第１４０号】
●大規模接種会場４か所開設 123 億円 ワクチン接種加速のため新たに愛知医科大学（岡崎市）、藤田医科大学岡崎医療
センター、安城厚生病院、バンテリンドームナゴヤに開設

●高齢福祉施設等従事者等及び在宅者の接種加速 10 億円 巡回接種の医療機関を支援（施設１人１回１千円、在宅訪
問１回１万円）

●生活困窮者自立支援金（新規） １億円 生活福祉資金の再給付終了世帯（要件あり）に月６～１０万円、最大３０万円
【議案第１４１号】
●まん延防止等重点措置に伴う協力金等 527 億円 名古屋市などの重点措置区域は午後 8 時までの時短要請に 3～10
万円、稲沢市などの重点区域外は午後９時までの時短要請に 2.5～7.5 万円

●東三河地域に大規模接種会場１か所（豊橋市）開設 3 億円

