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稲沢市ワクチン接種コールセンター 0120-542-500
日曜日～金曜日(祝日を除く)午前 9～午後 6 時
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■11 月定例愛知県議会閉会
12 月 16 日に閉会した 11 月定例県議会は 11 月 29
日の開会日に上程され早期議決した一般会計補正予算
12 億 6 千 7 百万円及び同減額の▲1,725 億 4 百万円
に加え、12 月 13 日には追加の補正予算として 868 億
9 千百万円が上程され他の議案とともに可決成立しまし
た。追加の補正では、❶コロナ関係が約 461 億円、内❷
原油高騰関係が約 56 億円、公共事業約 360 億円を含
むコロナ以外の❸国の補正予算関連が約 408 億円です。

コロナ関係追加補正

11 月補正のコロナ関係予算は協力金 1,921 億円の大幅減を合わ
せて▲1,215 億円、今年度合計 5,615 億円、2020 年(19 年度)2 月補正
予算からの累計は 1 兆 154 億円となります。
※11 月 22 日から飲食の人数制限など緩和されています。

●あいスタ認証店でのワクチン・検査パッケージ制度の導入 0.38 億円
感染拡大時でもあいスタ認証を受け、ワクチン・検査パッケージに適用店舗の登録をして頂
いた場合は人数制限なし(利用者のワクチン接種履歴等の確認は必要)などの対応が可能

●事業者が行う PCR 検査等の無料化を支援 315 億円(新規)
ワクチン・検査パッケージ等定着促進のため、健康上の理由等でワクチン接種を受けられな
い方や感染拡大傾向の時に感染不安を有する方の PCR 検査等を無料で実施

●あいスタ認証のメリットがようやくで
きましたが、ワクチン・検査パッケージ
制度の登録が必要となります。検査な
しの WEB 登録のみと云いますが再登
録の制度通知の手間や費用を考える
と店舗側にも県側にも負担ではと意見
具申しましたが…

●3 回目接種の大規模集団接種会場開設 7.41 億円
豊山町の名古屋空港ターミナルビル(1 月 24 日～1 日最大 1000 人接種)など 6 か所で開設、市町村を通さ
ず県の LINE 予約システムやコールセンターでの電話受付で予約、モデルナ社ワクチン使用

●生活福祉資金貸付制度の特例措置の申請期間延長 59.35 億円
緊急小口資金、総合支援資金(生活支援費)の申請期間を 11 月 30 日から 2022 年 3 月末まで延長することによる貸付原資の増額

●私立幼稚園の感染症対策や ICT 環境整備 1.36 億円
感染症対策の保健衛生用品の購入費など全額補助(上限 50 万円)や ICT 端末・備品等の整備費など 3/4 補助(上限 75 万円)

●保育所等の感染症対策の改修費支援 0.38 億円
調理場・トイレの乾式化や非接触型の蛇口などへの補助(補助基準約百万円、補助率 2/3)

●観光関連産業の支援 55.34 億円
県内旅行商品の割引をする LOVE あいちキャンペーン(上限 5 千円)と電子マネーによる割引分の還元をする
あいち旅 e マネーキャンペーン(旅行等上限 5 千円、土産物店等上限 2 千円)の期間を 2 月 28 日まで延長

●県立高校の工業・農業学科などの ICT 環境整備 14.26 億円
生徒用タブレット端末の追加整備やネットワーク状況点検、授業映像の配信強化

原油高騰関係追加補正

【原油高騰燃料費支援 12 月～3 月】

●県融資制度に原油・原材料高緊急対応枠を創設 2.79 億円(新規)

●私立学校スクールバス バス 1 台 1 万円/月

中小企業対象に原油・原材料高緊急対応枠の信用保証料を 1/2 補助

●介護事業所、障害福祉サービス事業所
通所系 1 万円/台、通所系以外 6 千円/台

●燃油・飼料価格の高騰へ農業者等支援 40.7 億円
10 月から来年 3 月を対象期間として燃油価格と基準価格の差額の 1/2 を補助等

国の補正予算関係
●社会福祉施設職員の処遇改善支援 22.91 億円

●保育所等

4 万円/台

●バス事業者

13 万 1 千円/台

●タクシー事業者

2 万 6 千円/台

介護事業者等の現場職員の収入を 3％程度(月額 9 千円、2 月から)引き上げ
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稲沢市のワクチン接種状況（２回目 12/6 集計）
全体接種率８５．６%（６５歳以上９２．５% ６５歳未満８２．４%）

●年齢別ワクチン接種率(12/6 集計 2 回目接種)…３回目接種１０人
年

総人口に対しては全体７８．５%

■議会開催とコロナ対策予算
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愛知県議会は例年、2 月定例会、5 月臨時会、6 月定例会、9 月定例会、12 月定例会と年 5 回開催し
ていますが、知事が安易に専決処分をせずに議会を招集し議案審議を行うため令和 3 年はコロナ対応の 1
月臨時会に始まり 11 月定例会まで 14 回の開催となりました。(12 月 16 日現在)
●1 月臨時会 1/8 ●4 月臨時会 4/2 ●5 月臨時会 5/11 ●6 月臨時会 6/1
●第 5 波 8/27
【328 億円】
【59 億円】
【651 億円】
【749 億円】
MAX2,339 人
●1 月臨時会 1/18 ●4 月臨時会 4/21 ●5 月臨時会 5/27 ●7 月臨時会 7/12
【251 億円】
【548 億円】
【200 億円】
【601 億円】
●2 月定例会 2/19～3/25
【843 億円】
【1,308 億円】R3 当初予算

●6 月定例会 6/17～7/6
【1,416 億円】

●9 月定例会
9/17～10/12
【896 億円】

●第 4 波 5/12MAX678 人

●第 3 波 1/7MAX431 人

1月

2月

3月

●8 月臨時会 8/10
【689 億円】
●8 月臨時会 8/31
【459 億円】
●11 月定例会
11/29～12/16
【△1,215 億円】

※コロナ累計は 1 兆 154 億円(2020 年 2 月補正～)
※感染者グラフは NHK 特設サイトより

4月

5月

6月

7月

8月

緊急事態

9月

まん延防止

■愛知県基幹的広域防災拠点整備【補正予算：債務負担行為 2.82 億余円】

10 月

11 月

12 月

厳重警戒
警戒領域
(新指標レベルは注意(レベル０・１A）です)

大規模災害時に全国からの応援人員や物資等を受入れ被災現 国は阪神・淡路大震災を契機に 2001 年に基幹的広域防
場や地域の防災拠点に迅速・的確に供給する拠点整備を推進す
るため、2019 年に県・名市の消防学校の統合も含め後方支援
を担う防災拠点を検討、2020 年には中部圏の基幹的な拠点と
しても貢献する新たな防災拠点を県として整備するとし候補地
を豊山町・青山地区を選定、2025 年度の完了を目指します。

災拠点の整備を決定、現在首都圏 2 か所(東京都江東区
13ha、神奈川県川崎市 16ha)、関西圏 1 か所(大阪府堺市
28ha)を供用。県が中部圏の拠点として国へ整備を要請し
ている中、2015 年に名古屋合同庁舎 2 号館に緊急災害現
地対策本部を整備、引き続き後方支援活動の拠点整備を
国へ要請してきました。

支援物資エリア
支援部隊エリア

(避難所等)

〇概算事業費約 350 億円(用地約 120 億円 施設約 230 億

●稲沢市議会市民クラブ令和 4 年度要望 (木全会長、志智幹事長、岡野会計、星野議員、冨田議員)
市民クラブの皆さんがふるさと納税の本来の趣旨への制度改革など来年度に向
け要望を行いました。創生会(出口会長)や公明党(加藤団長)も要望されています。

ね うし とら う たつ み うま ひつじ さる とり いぬ い

来年の干支(十二支：子丑寅卯辰巳午未申
は十干を入れて壬寅

津島の YOSHIZUYA
さんで連合愛知尾張南地協
酉戌亥) の交通安全街宣活動

で新しく立ち上がることや生まれたものが成長するといった始まりや成長を表す縁起が良い年！

令和 4 年こそ良き年となりますように…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
令和 4 年 2022 年
寅年

鈴木じゅん

