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令和２年第２回定例会報告
︻社 会 福 祉 施 設 等 衛 生 用 品 確 保 対 策 事 業︼各
福祉施設の消毒︑研修︑物品購入等の経費を助
成する︒
億円
︻医 療・介 護 等 従 事 者 慰 労 金 給 付 事 業︼感 染
症患者の診療等を行った医療従事者・濃厚接
触 者 等に対 応した施 設 職 員へ 万 円︑感 染 症
指 定 病 院・帰 国 者 接 触 者 外 来・協 力 病 院 等
に勤務する医療従事者へ 万円︑
その他の医療
従事者や福祉施設職員に５万円を支給する︒
憶円
議 会 最 終 日には︑
これらの追 加 議 案 も 含め
提案された全議案を可決承認しました︒
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藤田正道

九州各県と連携した相互誘客︑児童生徒へ一人
一台のタブレット型 端 末 整 備︑大 分 空 港をアジ
ア初の水 平 型 宇 宙 港として活 用するための経
済波及効果や施設整備等に関する調査実施な
どの説 明があり ました︒各 議 案は常 任 委 員 会
での審議を行ない同日付で可決承認しました︒

大分県議会議員

今 議 会の一般 質 問 等で取 り 上 げられた
新 型コロナウイルス感 染 症 対 策に関する
議論の概要を２面以降に掲載しています︒
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７月２日中津江村のみなさん、
３日日田
彦山線沿線住民のみなさんと意見交換
した翌週には豪雨災害が発生。
コロナ
禍と災害両面での復旧・復興策に全力
で取り組まねばなりません。
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６ 月 ３日に開 催された臨 時 議 会では︑広 瀬
知 事から︑感 染 拡 大 防 止 対 策として流 行の第
二波︑第三波に備え︑ 時間対応の相談窓口の
設 置︑P C R 検 査 体 制の一層の強 化︑
マスクや
個人防護具等の医療用資材の配備及び備蓄に
努め︑社 会 経 済 活 動の回 復では雇 用 維 持や事
業 継 続のための様々な支 援を 迅 速かつ的 確に
届けるため︑雇 用 調 整 助 成 金の特 例 措 置を 活
用するための県社会保険労務士会と連携した
相 談 支 援や︑足 下の資 金 繰 り 対 策として３ 年
間 実 質 無 利 子・無 担 保の融 資 制 度を 創 設し︑
地元金融機関の協力を得て迅速・円滑な資金
供給に努めている︑
との専決予算の報告があり
ました︒
また︑新たな一般会計補正予算案では︑
県内５カ所にPCR検査センターを設置︑法人
万円︑
スタートアップ事業者も含めた個人事
業 者 万円の県 独 自 応 援 金 給 付︵条 件あり︶︑

【連絡先】
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開 会 日に 提 案 理 由 説 明に立った 広 瀬 知 事
は︑冒頭︑
リーマンショックを超える大恐慌以来
最 も 深 刻 な 景 気 後 退の 可 能 性 を 示 唆 する
IMFの世界経済見通しや先行きは極めて厳
しい状況が続くと見込まれる国内経済など景
気の動向に強い懸念を示し︑新型コロナウイル
ス感染症対策本部と社会経済再活性化緊急推
進本部を中心に感染拡大防止の徹底と社会経
済の再 活 性 化に全 力で取り 組んでいくとの決
意を述べました︒
また︑
アフターコロナ︑
ウィズコロナを念頭に︑
①人を思う気持ちや地域の結びつきの高まり︑
②集中から分散への価値観の変化︑
③分散を支
える 基 盤づくり︑
など新 型コロナによるパラダ
イムシフトともいうべき 変 化を 見 極めながら︑
大分県版地方創生の取組を加速前進させるこ
とが重要だとして︑
テレワークや在宅勤務に対
応した企業誘致︑
サプライチェーンの再構築に
向けた生産拠点の国内回帰や地方展開など新
たなチャンスを生かし︑
５Gなど情報通信網や
広 域 交 通 の 整 備 を さ ら に 強 化 し︑I o T︑
A I︑
アバター 等 先 端 技 術に積 極 的に挑 戦し︑
地 域 課 題の解 決や新たな産 業・サービスの創
出につなげていくと語りました︒
さらに︑最終日の７月１日には国の第２次補
正 予 算を 踏 まえた新 型コロナウイルスの感 染
拡大防止と雇用の維持や事業継続を支援する
ため︑
以下のよ うな一般 会 計 補 正 予 算 案︵第三
号︶
が追加提案されました︒
︻感染症予防対策事業︼医療機関の消毒︑動線
分離︑体表面温度測定器整備等の経費助成し︑
県内 病院に新たなPCR検査機器の導入を
支援する︒
億円

県政に関する
ご意見・ご要望は、
県民クラブまたは
藤田正道まで
お寄せ下さい。
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http://www.fujitamasamichi.net/
E-mail masamichi̲fjt@ybb.ne.jp
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大分県議会議員 藤田正道

一般質問・質疑

標額を下回っており︑節約により残高
を確保することが待ったなしの状況で
あり︑行政運営︑社会保障︑社会資本
整備など県政全般にわたり行財政改革
を実行し︑確固たる行財政基盤を構築
していく︒一方︑新型コロナで停滞し
た社会経済活動を再活性化することが
目下の急務であり︑スピード感を持っ
て対策を講じ︑一時的に県債残高の増
や財政調整用基金の減少を招いても︑
歳出抑制一辺倒ではなく︑バランスの
とれた財政運営を行い︑本県の活力を
取り戻していく︒

大分県庁感染症BCP

衛藤博昭議員︵自民党︶ 県庁内での
集団感染を想定した事業継続計画
︵BCP︶の策定状況は︒
総務部長 感染症に備えて﹁大分県新
型インフルエンザ対策県庁業務継続計
画﹂を策定しており︑出勤できる職員
が減少した場合でも優先し継続すべき
通常業務等を整理している︒職員が感
染すると濃厚接触者として多くの職員
が出勤停止になる可能性もあり︑改め
てBCPを整理し︑業務再開のシミュ
レーションも実施した︒

支援制度
中小・小規模事業者応援金給付事業

堤 栄三議員︵共産党︶ 信用力が乏
しく︑融資を受けても返せないという
事業者にとって︑応援金給付事業は最
後のいのち綱であり︑売上が減少した
すべての事業者に門戸を開くべき︒
商工観光労働部長 県では︑売上が３
％以上減少した事業者向けに﹁新型コ
ロナ緊急対策特別資金﹂を創設し︑５

％以上減少した個人事業者等を対象に
３年間無利子・無担保・据置５年以内
の﹁がんばろう！おおいた資金繰り応
援資金﹂を創設︒応援金は県又は公庫
の関連融資を受けた事業者が対象で︑
申請も 月末までと今後も含め門戸を
開いている︒

堤 栄三議員︵共産党︶ 小規模事業
者へのダメージが長期に及ぶ場合は︑
各種支援策を継続する必要があり︑ス
ピード感を持って実行するための実施
体制も必要だ︒
知 事 県内では観光や飲食など小規
模事業者が多い業種への影響が大き
く︑事業者が迅速に支援策を受けられ
るよう雇用維持支援センターや事業者
向けコールセンターを設け︑申請の相
談・支援を実施し︑県制度資金や応援
金は申請期間を 月末までとしてい
る︒商工団体やよろず支援拠点等とも
連携し︑支援策の説明から利活用の相
談や計画づくりなど伴走型支援を実施
しており︑引き続き行政機関の窓口と
商工団体や支援機関︑金融機関等との
連携によるオール大分の支援体制で対
応していく︒

各種支援策の継続と実施体制
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住居確保給付金制度の利用状況

河野成司議員︵公明党︶ 収入が減っ
た個人の家賃を自治体が３カ月︑最長
９カ月肩代わりする住居確保給付金制
度は要件緩和が行われ︑勤め先が休業
した従業員︑勤務日数の減った派遣社
員︑仕事が減ったフリーランスの方た
ちも利用できるようになったが︑県内
での利用状況と周知方法は︒
福祉保健部長 本県では自立困窮者の
自立相談支援窓口である市町村社会福
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︵以下︑文責は藤田︶

し︑防災・減災対策︑人口減少対策︑
地方創生推進など重要施策推進にも支
障が生じることが危惧される︒史上空
前の補正予算で新型コロナ対策を行っ
ている国も同様で︑国の支援を受けて
いる地方財政の健全化は容易ではな
い︒今後相当長期にわたり歳入が減少
し︑災害対応等臨時・緊急時には県債
の追加発行もやむを得ないが︑いかに
債務の膨張を防ぎながら地域課題解決
に取組むのか︑どのような社会モデル
を目指すのかが問われている︒
知 事 企業収益や雇用悪化による法
人関係税︑個人住民税の減に加え︑個
人消費の落ち込みによる地方消費税の
減収も想定され︑今後の税収確保は非
常に厳しい︒予期せぬ景気変動により
税収が当初見込額を下回る場合は︑減
収補填債を発行し歳入を確保すること
としているが︑現行制度上︑補填対象
税目に県税収入の３割を占める地方消
費税が含まれておらず︑追加するよう
全国知事会で国に要望している︒また
本県歳入の４分の１を占める地方交付
税も原資となる所得税など国税収入の
減少が見込まれるため今年度の交付税
が当初予定通り確保されるよう国の動
向を注視していく必要がある︒来年度
以降も大幅な財源不足が生じる恐れが
あり︑国に交付税を始め一般財源総額
の確保を強く求めていく︒また︑新型
コロナ対策で財政調整用基金残高が目

第２回定例会では︑６月 日から３日間の一般質問・質疑で計十三名の議員が
議案や県政全般について質問を行いました︒今回は︑新型コロナウイルス感染症
︵文中﹁新型コロナ﹂と記載︶に関わる質問について︑課題ごとに整理して報告しま
す︒

県政・財政
長期総合計画等の見直し
河野成司議員︵公明党︶ テレワーク
の常態化︑学習機会の複線化︑デリバ
リー型経営への転換などあらゆる分野
でこれまでとは異なる仕組みづくりが
急激に進行し︑将来的な就業人口の業
種間シフトや決済の電子化︑物流の効
率化︑移動手段としての自動車需要の
変化など県経済や社会生活にも変貌を
迫っている︒新長期総合計画や分野別
計画等︑社会変貌を踏まえた計画・目
標の見直しは︒
知 事 新型コロナによるパラダイム
シフトともいうべき社会変容︵①人を
想う気持ちや地域の結びつきの高ま
り︑②集中から分散への価値観の変
化︑③分散を支える基盤づくりの必要
性など︶を見極め︑大分県版地方創生
の加速前進を図る︒変化に柔軟に対応
していくために︑臨機に県民の声を聴
き︑計画を適切に見直すよう予め定め
ている︒まずは今回改定した計画の着
実な推進に力を入れ︑今後必要になる
重点施策は︑毎年度策定する﹁県政推
進指針﹂に適宜盛り込んでいく︒

歳入への影響と歳出抑制
河野成司議員︵公明党︶ 新型コロナ
による景気後退で県税等歳入は減少
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いる︒

阿部長夫議員︵自民党︶ 看護職員︑
薬剤師︑臨床検査技師︑放射線技師︑

看護職員等医療従事者の確保対策

90

PCR検査体制

れた︒平時からの準備と院内感染を起
こさない診療の在り方が重要︒第二波
に備えては︑感染爆発も想定し︑県全
体での医療機関の役割分担と幅広い協
力体制構築が必要︒

医師の確保対策

12
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祉協議会等で生活福祉資金とあわせて
説明・受付を行っており︑県もホーム
ページや新聞広告等で周知している︒
６月 日現在で 市町399世帯で約
千２百万円支給しており︑九州で２番
目の支給水準となっている︒

機関への支援や風評被害防止対策への
取組は︒
福祉保健部長 これまで医療機関の協
力を得ながら 病院で258病床を確
保しているが︑第２波に備え病室の陰
圧化や外来部門の感染防止対策への支
援︑医療用物資の配布などに取り組
む︒風評被害は新型コロナに関する理
解が不十分なことも一因であり︑24
時間対応の相談窓口や専任職員による
情報発信強化などに取組んでいる︒

医療・福祉施設のクラスター対策

後藤慎太郎議員︵自民党︶ ある介護
事業所では入所者複数名が発熱し︑即
座に事業所閉鎖し防護具の準備︑ゾー
ニング等の体制を整え︑PCR検査に
ついて相談したが︑保健所は主治医の
指示に︑主治医からは保健所に相談
を︑という状況となった︒こうした現
場では︑いちはやくPCR検査を行い
早期発見することが重要︒
福祉保健部長 県では５月の国の目安
改定を受け﹁ ．5度以上が４日以
上﹂を削除︒県内５カ所にPCR検査
センターを設置し︑かかりつけ医の判
断で迅速に検体を採取できる体制を整
え︑一日当たりの検査件数は264件
まで拡大している︒発症９日以内な
ら︑だ液の検査も可能となり︑検体採
取が容易になると期待している︒

県立病院での新型コロナ対策

阿部長夫議員︵自民党︶ 県内の医師
数は平成 年 月末現在で3︐148
人と増加傾向で︑人口 万人あたり
275．2人と全国平均を 人近く上
回っている︒しかし︑大分市︑別府
市︑由布市を除くと下回っており︑へ
き地医療拠点病院を始め︑地域での医
師確保は県政重要課題となっている︒
県内の医師の地域的偏在と地域医療を
支える医師不足への対応は︒
知 事 本県の医師数は平成 年から
年間で309人増えているが︑その
８割は大分・別府両市に集中してお
り︑県では２つの視点で医師確保に取
り組んでいる︒①地域偏在の解消 自
治医科大２名︑大分大学 名の地域枠
を設けて地域医療を担う医師を養成︒
今年度は自治医科大卒 名︑地域枠医
師 名の計 名が地域中核病院やへき
地診療所で勤務しており︑令和 年度
には約 人が地域の中核病院で勤務す
る見込みで地域医療は着実に充実して
いくと考える︒②県内全体の医師数増
加 県外対象の臨床研修病院見学バス
ツアー等により︑本県で臨床研修する
研修医は今年度 名と大幅に増えてお
り︑﹁ドクターバンクおおいた﹂を活
用した即戦力の確保にも取組んでい
る︒
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社会的弱者への経済的支援
馬場 林議員︵県民クラブ︶ 新型コ
ロナは︑高齢者︑ひとり親家庭︑学生
等パートやアルバイトで生計を立てて
いる個人や家庭の生活に大きな影響を
及ぼしており︑特に社会的弱者の経済
的不安解消にしっかり取り組む必要が
ある︒
知 事 生活支援を実情に応じて的
確・迅速に届けるため︑①個々のニー
ズに応じた的確な支援の提供 生活福
祉資金貸付／住居確保給付金／母子父
子寡婦福祉資金貸付要件緩和・償還猶
予／保育所開所／学生支援緊急給付金
／県独自私費留学生給付型奨学金創設
など︑②必要な支援を迅速に届ける
生活福祉資金は６月 日までに約９千
件 億円の申請を受付け︑社会福祉協
議会の相談人員の増員等により３日程
度で送金できている︒

医 療

23

今後の感染拡大に備えた医療体制

37

衛藤博昭議員︵自民党︶ 県内唯一の
第一種感染症指定医療機関である県立
病院の体験を︑他の公立病院や民間医
療機関︑県民にも伝え︑意識の共有を
図る必要がある︒一連の患者受け入れ
を通じての課題や第二波での受入れ体
制は︒
病院局長 県病では感染症対策専従の
医師︑看護師を配置し︑日頃より防護
服の着脱や感染症患者受入時の動線確
認等の研修を重ねており︑２月には専
用待合室を増設した︒３月に陽性患者
と濃厚接触した看護師１名が感染した
が︑接触者の迅速な洗出し・隔離等で
拡大を防ぎ︑早期の患者発見に繋げる
ため看護師の問診強化等も行い機能不
全を起こすことなく９名の患者を受入
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衛藤博昭議員︵自民党︶ ４月 日時
点で全国の医療・福祉関係 施設でク
ラスターが確認されており︑当該施設
では福祉サービスや医療提供がストッ
プするなど地域の医療・福祉への影響
が非常に大きい︒本県での医療・福祉
施設でのクラスター発生防止対策と発
生した際の業務継続体制︑バックアッ
プ体制構築の現状は︒
知 事 大分医療センターに派遣され
たクラスター対策班から︑①施設内に
ウイルスをいれない 職員が感染源と
ならないよう︿３密を避ける﹀︿正し
いマスク着用﹀︿手洗い・手指消毒﹀
︿出勤時の健康チェック﹀を徹底︑②
施設内でひろげない 勤務中の︿手洗
い・手指消毒﹀︿咳エチケット﹀
︿IT危機等も含めた共用機具の消毒
徹底﹀︿休憩室での密を避けるための
休憩のとり方の工夫﹀︑との提言があ
った︒これらの対策実践に向け︑福祉
施設職員対象に感染管理認定看護師に
よる電話・訪問による相談や研修会を
実施する︒また︑発生に備え︑医療機
関へのDMAT派遣や福祉施設への他
施設職員派遣の仕組みづくりなど︑業
務継続を支援する体制整備に取組んで
20

14

大友栄二議員︵自民党︶ これまで非
常時として頑張ってきた感染症医療機
関の体制を平時モードにシフトしなが
ら︑再発時には即応できる体制整備が
求められる︒今後の医療体制の確保︑
医療機関への支援にどのように取り組
むのか︒また︑医療機関への風評被害
も深刻で︑感染症患者を受入れた医療

99

18

26

栄養士など有資格者の確保対策は︒
福祉保健部長 医療現場では薬剤師や
看護職員の充実を求める要望が多く︑
九州内の薬学部を職員が訪問し︑県出
身者との直接面接によるリクルート活
動や小学生への模擬調剤体験︑中高生
対象の薬学部進学セミナー等も開催︒
看護職員は修学資金の貸与や養成所へ
の助成等︑学生の確保から県内就職︑
定着促進︑再就職支援まで取組んでい
る︒今年度は福岡に開設した県の情報
発信拠点﹁dot．﹂にて︑看護学生
対象イベントにも取組む︒

教育・児童クラブ

は地元ケーブルテレビや動画投稿サイ
トを活用した授業など︑多くの学校で
先生方が工夫してきたが︑これらは一
方通行で児童の理解度は確認できな
い︒双方向型のオンライン授業の導入
の取組状況と今後の展開は︒
教育長 校内LANや端末機器等の整
備が急速に進み︑オンラインで教育を
継続できる環境が整い︑双方向授業や
朝の会に活用する学校も出てきた︒情
報科学高校では全ての教員が独自に作
成した授業動画を活用し︑予習・復
習・課題のやりとりから添削・評価ま
での学習サイクルを全てオンラインで
完結させる取組を始めた︒教員の研修
を充実し︑市町村教育委員会と連携し
て工夫・改善を進め︑各学校に定着さ
せていきたい︒

ICTを活用できる教員の育成

清田哲也議員︵自民党︶ 今年度の新
学習指導要領では︑情報活用能力を学
習の基礎となる資質・能力として︑各
学校でのコンピュータや情報通信ネッ
トワークなどの環境整備と︑適切に活
用した学習活動の充実を図る︑とさ
れ︑児童生徒一人一台端末の整備も行
われているが︑新型コロナの影響で
ICT化の流れは更に加速する︒
ICTを活用できる教員の現状と育成
方針は︒
教育長 大分県教育情報化プランに基
づくキャリアごとの定型的な研修に取
組んでいる︒今回の事態を受け︑オン
ラインでの双方向授業の取組は必須と
なってきたが︑習熟した教員は一部に
とどまっているため︑４月に急きょ指
導者向け研修を行い拡大に努めてい
る︒今後も学校現場でのウェブ研修等
も加え︑ICT活用能力の向上を進め

る︒

学校における子どもの健康管理

馬場 林議員︵県民クラブ︶ 学校で
は登校した子どもの検温チェック︑３
密の回避︑換気︑手洗い︑マスク着用
の授業・給食・部活︑下校後は教室・
机・廊下階段の手すり等の消毒を行っ
ているが︑保健室や熱中症予防のクー
ラー使用中の教室など︑接触・密集を
避ける環境整備ができていない︒国の
新型コロナ衛生管理マニュアルに各学
校の実情を加味した運用が必要では︒
教育長 教室内では冷房中でも常時換
気する︑体育の授業と部活中のマスク
非着用︑部活動での段階的通常活動へ
のロードマップ︑体調不良の際は保健
室を経由せず帰宅させる︑など︑国の
マニュアルに則り︑活動場面に応じた
より具体的で細かな対応を講じるよう
指導している︒

教室での密集回避に係る教員確保

堤 栄三議員︵共産党︶ 空き教室を
活用し︑クラスを分割して授業する場
合の教職員の確保は︒国の二次補正で
は最終学年の少人数クラスのための加
配が計上されており︑受入れて他学年
にも拡大すべきでは︒
教育長 本県では 人以下の学級が小
学校で７割を超え︑中学校でも６割近
い︒文科省のマニュアルでも︑座席の
間隔に一律にこだわるのではなく︑頻
繁な換気などと組合わせ︑柔軟に対応
することとしている︒現在︑教員の大
量退職期を迎え︑多数の欠員も生じる
など︑年度途中の人員確保は非常に厳
しい︒国の補正については現在︑市町
村の意向を取りまとめているところ︒
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学びの保障と高校入試方針
馬場 林議員︵県民クラブ︶ 小６︑
中３︑高３は受験・進学を控え︑来年
３月までに学習をどのように進めるの
か︒また︑密にならない試験実施体制
の確保など︑高校入試の実施方針は︒
教育長 文科省からは感染症対策と学
びの保障の両立の方向性が示されてお
り︑学校では夏季休業期間の縮減等で
授業時間を確保し︑学習内容の重点化
を図り︑教員のICT研修も充実す
る︒高校入試は市町村教委と中学３年
生の教育課程実施状況を調査し︑その
結果を踏まえた出題方針を今学期中に
示す︒実施に当たっては感染防止対策
に万全を期し︑感染により受験できな
かった生徒には一次試験の追試も検討
中︒

今後の学習の進め方
堤 栄三議員︵共産党︶ 文科省は最
終学年以外の子どもは２〜３年間で無
理なく学習を取り戻せるようにすると
言っているが︑県教委は今年度中に教
育課程を修了するとしており︑詰め込
みにならないか︒
教育長 文科省は︑最大限工夫しても
無理な場合の特例的措置として﹁本年
度中の修了が困難な場合は︑令和３年
または４年度まで内容を移して指導で
きる﹂と認めている︒県内では夏季休
業期間の短縮等で授業日は一定程度確
保される見通しで︑今後も状況が予測
できない中︑可能な限り今年度中に修
了し︑次の学年に繋げることが学びを
保障することになると考える︒

学校休業中

ICTを活用した双方向授業導入
井上明夫議員︵自民党︶

30

学習状況の把握と授業時間の確保
大友栄二議員︵自民党︶ 学校の全面
休業により学習科目に対する習熟度な
ど学習状況に差ができていないか︒ま
た︑高校・中学３年生は授業進度の遅
れによる受験勉強への影響も懸念され
る︒学習状況の把握や学習方法の改
善︑学校での授業時間の確保策は︒
教育長 臨時休業日数は９日から 日
まで市町村により学習進度に大きな差
が生じている︒授業時間の確保には夏
季休業期間の縮減や週当たりの授業時
間増などの工夫が行われている︒県教
委も現状把握のため︑問題用紙とアン
ケートを県内すべての小中学校に配布
し︑学力や生活状況を確認し︑指導改
善や学力向上の取組の検証・改善に役
立てるよう指導している︒ウィズ・コ
ロナでの授業改善のため︑ICTの活
用や学習内容の重点化の事例等を示し
たハンドブックを作成・配布し︑組織
的な活用・取組で︑教員の指導力の向
上に繋げていきたい︒
32

少人数学級
堤 栄三議員︵共産党︶ 新型コロナ
の第二波が来た場合︑長期間の休業と
３密を避けながら授業を継続するた
め︑少人数学級が対策の要になるので
は︒
教育長 本県では︑小学１・２年生と
中学１年生に 人学級編成を導入し︑
学校の規模や不登校等︑状況に応じ︑
加配を含めて定数を配分している︒少
人数学級拡大には︑人件費だけでなく
都市部の教室などハード整備も必要で
国に財源措置を要請してきたが︑第二
波に向けての整備は困難︒国にはオン
ライン授業の単位認定や新しい生活様
式に対応できる１学級当たりの標準人
数の見直しを要請していく︒

知 事 放課後児童クラブには以下の
３つの課題があると考えている︒①受
入れ環境の整備 市町村と連携し施設
整備を支援し︑この５年間で百カ所以
上増加し︑待機児童も 人まで減少し
た︒②運営体制の強化 国の基準緩和
で職員１人︑無資格者のみでも可能と
なったが︑本県では安全・安心の観点
から従前どおりの職員２名以上かつ１
人は支援員資格が維持されている︒今
回の小学校の臨時休業への対応では︑
追加経費やマスク等感染対策経費を助
成し︑職員を対象とした感染対策に関
する研修会も実施予定︒③保育の質の
向上 県では平成27年度から放課後
児童支援員養成研修を実施し1︐
278名が終了︑経験の浅い支援員を
対象にしたスキルアップ研修やブロッ
ク別研究会の開催など︒今後も市町村
と連携し︑きめ細かい支援に力を尽く
していく︒

放課後児童クラブと学校の連携

災

もあり︑この結果を市町村教委とも情
報共有し連携に繋げていきたい︒

防
感染症と防災対策

守永信幸議員︵県民クラブ︶ 県は市
町村に対し︑感染疑いのある人︑重篤
化リスクがある人向けの避難所開設
や︑３密を避けるため避難所数を増や
すなど︑災害時の避難所における新型
コロナへの対応を通知しているが︑市
町村の課題と県民への周知方法は︒
知 事 避難のあり方については︑以
下の見直しを行っている︒①避難方
法 ハザードマップを確認し︑﹁在宅
避難﹂や﹁親戚・友人宅﹂も選択肢
に︒②健康チェック 避難所の受付で
避難者全員の健康状況を確認し︑感染
リスクに応じて振分ける︒③スペース
区分 健康状態に応じ別室やホテル・
旅館の活用も︒④感染防止用品備蓄
健康チェックや衛生環境確保のため体
温計・マスク・段ボールベッド等をし
っかり準備︒市町村は以下の課題につ
いて︑住民への啓発も含め対応する必
要がある︒①住民への周知 避難時に
混乱が生じないようホームページや防
災アプリなどあらゆる手段で積極的に
PRする︒②感染防止用品の備蓄と準
備 住民もマスク等衛生用品を非常持
出袋に追加する︒③新たな避難所運営
手順の習熟 県民もマイタイムライン
を活用して家庭内や地区内で話し合
う︒

避難所での感染症発生時の体制

衛藤博昭議員︵自民党︶ 避難所で感
染者やクラスターが発生した場合︑医

療機関との連携について︑どのような
体制を整えているか︒
生活環境部長 避難所で発熱等の症状
がある人は︑専用スペースで保健師の
問診を受け︑症状に応じて医療機関を
受診する︒新型コロナ感染が疑われる
場合は︑受診先の医療機関から最寄り
の保健所へ連絡が入り︑保健所は
PCR検査の検体採取のため﹁帰国
者・接触者外来﹂を調整し︑家族等が
付き添い受診する︑という連携体制を
構築している︒

県庁舎敷地内の津波避難ビル

守永信幸議員︵県民クラブ︶ 県庁の
敷地内では︑大分市との協定に基づ
き︑別館と新館が津波避難ビルに指定
されているが︑３密状態を避けるた
め︑本館等他の建物の指定も必要で
は︒
会計管理局長 県庁舎では新館と別館
が津波避難ビルに指定されているが︑
本館は災害対策本部が設置され︑災害
対策拠点となり︑旧大手町駐車場は職
員が常駐しておらず︑夜間閉鎖される
ため除外されている︒新館と別館の指
定区画は避難所の標準面積︵一人２
㎡︶で約千人受入れ可能だが︑高齢者
等に配慮して指定区画外の会議室等を
開放し︑備蓄しているマスクや消毒液
も活用し感染予防に努めることとして
いる︒

UIJターン

変化に対応した移住定住策

二ノ宮健治議員︵県民クラブ︶ ３密
を避けるため地方移住が図られるが︑
移住者の獲得競争も激化すると考えら
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森 誠一議員︵自民党︶ 今回の新型
コロナ対策では︑放課後児童クラブへ
の対応が市町村教委や学校ごとで異な
り︑児童に関する情報共有や緊急時の
協力体制など事前に対策を話し合って
おくことや連携を深める仕組みが必
要︒学校運営協議会等で放課後児童ク
ラブの意見が取り入れられる組織づく
りや市町村での教育委員会と福祉部局
の連携強化などが必要では︒
教育長 ５月に実施した放課後児童ク
ラブへの学校との連携に関するアンケ
ートでは︑ ％のクラブが感染症対策
で学校と連携し︑そのうち ％が連携
内容に満足︑概ね満足と回答してい
る︒一方︑平常時から情報交換できる
関係づくりが必要︑などの厳しい意見
85

放課後児童クラブ
森 誠一議員︵自民党︶ 政府の要請
により全国の小中高と特別支援学校は
３月２日から臨時休業となったが︑放
課後児童クラブは原則開所とされた︒
現場には大きな戸惑いと不安が生じた
が︑最前線で対策に当たる医療関係者
を始め︑県民生活を守るため働かなけ
ればならない皆さんの子どもを預か
り︑この３か月間︑大変な状況の中で
踏ん張ってきた︒県内386クラブに
県内児童の４人に１に当たる14︐
469人が登録しさらに増加が見込ま
れる︒ただ︑設置主体は市町村なが
ら︑運営主体はPTAなどの運営委員
会や保護者会など任意団体が７割︑そ
の他は社会福祉法人︑社会福祉協議
会︑NPO法人など様々で︑支援員の
雇用形態や処遇︑施設の場所や面積も
様々である︑など課題も多い︒根本的
な対策が必要では︒
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れる︒リモートワークやリモート講義
などで都市部の会社や大学に就職・進
学しても県内で生活できるなど︑変化
に対応した移住定住対策は︒
知 事 これからは︑暮らしや仕事の
場をできるだけ分散し︑情報通信網や
広域交通ネットワークで結びつける暮
らし方・働き方が重要な選択肢とな
る︒県はオフィス系企業︑サテライト
オフィスの誘致︑地域の情報通信格差
是正︑コワーキングスペースの確保な
ど︑受入れ環境の整備を進め︑４月か
らTV会議システムでの移住相談を開
始し︑毎週水曜日にはオンラインサロ
ン︑オンラインセミナーも毎月開催し
ている︒福岡では今月オープンした拠
点施設﹁dot．﹂も活用し︑時機を
失することなく移住加速の取組を進め
る︒

田園回帰の動きを捉えた移住就農
二ノ宮健治議員︵県民クラブ︶ 地方
での就農を考える人の増加や︑大量失
業も懸念され︑農業の労働力の緩衝機
能を発揮した受入れ体制整備が必要︒
本県への移住就農への取組は︒
知 事 県内外での相談会やオンライ
ン相談会などの充実を図る︒県内 市
町の就農学校やファーマーズスクール
では︑実習から営農まで市町村や関係
団体が一体的にサポートし︑農地や住
宅の確保でも情報提供やあっせんを行
っている︒更に︑就農初期の負担軽減
のための県独自給付金や所得補てん制
度など︑切れ目のない支援を行う︒

雇用・労働
雇用労働環境の課題
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守永信幸議員︵県民クラブ︶ 新型コ
ロナにより休業・失業の増加が懸念さ
れ︑リモートワークやWEB会議が求
められるなど︑雇用や働き方の課題も
大きく変化している︒県の500社訪
問ではどのような声が寄せられ︑県と
してどう対応しているのか︒
知 事 ほぼ全業種の約８割が︑今後
の可能性も含めて業績に悪影響がある
とし︑内訳では売上減少が約９割︑資
金繰り悪化が約４割︑雇用関連が約１
割となっている︒雇用調整助成金の申
請方法が分かりにくい︑テレワークに
取組みたい︑高卒者の採用難︑などの
意見もあった︒県では︑雇用維持のた
め雇用調整助成金の申請を社会保険労
務士がサポート︑制度資金の融資枠拡
大や応援金の給付などの資金繰り支
援︑テレワーク導入セミナーの開催︑
来春の高校生採用に向けオンラインで
の企業説明会の開催等に取組んでお
り︑５月末に立ち上げた社会経済再活
性化緊急対策推進本部では︑雇用と事
業の維持から一歩進んで︑感染リスク
の低い地方という強みを生かした新た
な働き方の推進にも取組み始めてい
る︒

フリーランスの働き方に係る課題
守永信幸議員︵県民クラブ︶ 雇用契
約の無いスポーツジムのインストラク
ター等フリーランスでも︑収入の大部
分を特定の発注者との継続的な契約か
ら得るなど極めて雇用に類似した働き
方があり︑各種労働保護制度の対象拡
大が必要と考えるが︑県としての現状
把握と対応状況は︒
商工観光労働部長 フリーランスは全
国で341万人︑県内３万人と見込ま
れており︑県では当座の緊急小口資金

等の特例貸付︑事業継続に取組む個人
事業者への応援金支給︑自営型テレワ
ーカーのスキルアップや企業とのマッ
チングに取り組んでいる︒

視覚障がい者への就労・生業支援策

河野成司議員︵公明党︶ 新型コロナ
により視覚障がいを含む障がい者の就
労や生業の維持が困難になっている
が︑県としての現状認識と支援策実施
の考えは︒
福祉保健部長 県内のあん摩マッサー
ジ指圧師は︑視覚障がい者の約３割を
占めているが︑利用者減少で経営状況
が厳しいという声も聞いている︒県は
事業者向けコールセンターなど様々な
ルートで各種支援制度を周知してお
り︑県内６カ所の障害者就業・生活支
援センターでは︑企業訪問により新規
就業に繋げるアドバイザー６名に今年
度職場定着を支援するアドバイザー６
名を増員し︑視覚障がいを含む障がい
者への支援体制強化を図っている︒

産業・企業
県内倒産

井上明夫議員︵自民党︶ 新型コロナ
による倒産はこれから顕在化すると思
われる︒防止に向けた今後の取組は︒
商工観光労働部長 経営者からの相談
の７割が資金繰りに関するもので︑３
月に低利融資制度﹁県新型コロナ緊急
対策特別資金﹂を︑５月には３年間無
利子・無担保の﹁がんばろう！おおい
た資金繰り応援資金﹂を創設︒金融機
関にも資金繰り支援強化を２度要請
し︑制度資金の活用促進と併せ︑資金
繰りをしっかり支え倒産防止を図りた

い︒

サプライチェーンの構築

清田哲也議員︵自民党︶ 感染症拡大
の影響により︑中国に供給を依存する
建設資材や工業製品の部品等の供給が
滞り︑サプライチェーンの再構築が課
題となっている︒本県に集積する半導
体や自動車などの産業分野で︑地場企
業と進出企業の共生発展を図る各種企
業会を活用し︑県内調達による変化に
強い多角的なサプライチェーン構築を
推進すべきでは︒
知 事 調達先の国内回帰やバックア
ップとしての在庫確保など︑柔軟性の
あるサプライチェーンの再構築が課題
となっており︑①サプライチェーンの
変化に対応した企業誘致 国内回帰の
動きを捉え立地促進補助を倍増︑②感
染症にも対応する事業継続計画
︵BCP︶の策定促進 感染症対応
BCPを学ぶ機会を提供︑③資材・原
材料不足への即応体制を支援 今回も
県内企業や大学が参集して﹁チーム大
分﹂を立ち上げ︑現場ニーズに沿った
フェースシールドや消毒液を供給︑④
品質・価格・納期︵QCD︶応能力
デジタル技術の活用で企業の総合力向
上やIoTでの熟練技術の見える化な
どで必要なスキル人材確保︑⑤新分
野・成長分野への参入︑など︑中小企
業の生産性向上に向けた設備投資や商
品開発︑販路開拓など︑前向きな挑戦
を応援する︒

サプライチェーン再構築・企業誘致

衛藤博昭議員︵自民党︶ 生産拠点の
国内移転を支援するための国の補助制
度を受け︑県は立地促進補助金を３％
から６％に補助率を倍増した︒サプラ
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イチェーン構築のためには核となる企
業の誘致も重要︒回帰企業誘致では︑
海外拠点を持つ大分市のコンビナート
企業をターゲットに機能増強を働きか
ける等︑地理的条件や県内の産業基盤
に即した戦略的アプローチが必要で
は︒
知 事 生産拠点の海外展開は︑労働
コストの上昇などで見直しの声もあっ
たが︑新型コロナにより国内回帰が一
層進むと考えている︒地域間競争激化
の中で本県に呼び込むためには︑既存
の進出企業への働きかけにより︑その
取引先企業も含めた国内回帰を促し︑
更に物流企業等への波及へとチャンス
を広げていきたい︒本県の強みである
産業集積を生かし︑企業の動きやニー
ズを捉えた取組を進めていく︒

小規模事業者への影響と支援策

観光業のV

堤 栄三議員︵共産党︶ これまでの
外出自粛による小規模事業者の経営へ
の影響の分析は︒また︑現在の支援制
度のみで倒産を防げるのか︒さらに︑
各支援事業の対象外となる事業者への
支援は︒
知 事 売上は戻っていない︵飲食
店︶︑予約の回復には時間がかかる
︵ホテル︶︑などの声が多くあり︑５
月 日に立ち上げた社会経済再活性化
緊急推進本部を中心に︑国・県の補正
予算事業を効果的に届け︑事業再開や
新しい生活様式への取組を支える対策
に万全を期す︒

観 光
観光業への支援策
井上明夫議員︵自民党︶

字回復に向けた支援︑また環境の変化
に強い産業としてくための支援は︒
観光局長 まず宿泊施設や観光地の感
染防止対策の徹底が重要であり︑他県
に先駆けて宿泊施設感染防止対策チェ
ックリストを作成︒既に県内では応援
割や大分旅クーポンを︑７月上旬から
は隣県との相互誘客を︑８月からは国
のGoToキャンペーンで︑県外への
観光プロモーションで魅力発信し︑県
内周遊を促す︒今後の行動変容を捉え
た新たなサービスや取組に向けた検討
も始めている︒

県内宿泊事業者への支援
河野成司議員︵公明党︶ 県の﹁応援
割 ﹂ 第観
１ 弾光
では︑利用施設は組合加入
事業者に限られたが︑事業スキーム策
定段階で宿泊事業者の実情にどのよう
に配慮したのか︒また︑旅行代理店の
選定経過は︒さらに︑第２弾と第１弾
との違いと県内事業者全体への配慮
は︒
観光局長 ３月以降のキャンセル続発
を受け︑県旅館ホテル生活衛生同業組
合から﹁宿泊客の不安を解消する取組
をしたい﹂と申出があり︑組合と連携
し他県に先駆けて高度なチェックリス
トを作成︒第１弾ではその実証を行な
った︒旅行代理店の選定では感染拡大
リスクのないオンライン方式を採用し
た︒第２弾の﹁旅クーポン﹂は︑①ハ
ガキでの申込︑②地元旅行代理店の商
品購入︑③チェックリストを活用する
全施設が参加できる仕組み︑とした︒

観光客数回復のための積極施策
河野成司議員︵公明党︶ 別府市は市
内の旅館・ホテルを支援するため︑県
民向けの一泊２千５百円から等の格安

宿泊プランを用意した施設に︑市が２
千円支払う﹁湯ごもりエール泊︑別府
鬼割プラン﹂や︑市内の飲食店で使え
る１万円で１万３千円使えるクーポン
発行を打出している︒県としても集客
回復の目玉となるキャンペーン等独自
の支援策が必要ではないか︒
観光局長 県境を越えた観光振興が解
除され︑県内↓九州↓全国と段階的に
誘客施策を展開していく︒﹁旅クーポ
ン﹂に続き近隣県と相互の旅行事業者
と連携して造成した商品発売︑８月上
旬からの国のGoToキャンペーンで
は︑大分ゆかりの著名人を起用した
CMや地元の動画配信︑全国番組との
タイアップ放送等で魅力を発信し︑温
泉地を巡るスタンプラリーや県内観光
施設で利用可能な割引︑交通機関と連
携したツアー造成など様々なキャンペ
ーンを実施する︒最も大切なのはこれ
まで培った大分のおもてなしを観光客
に十分感じてもらうことで︑それがで
きる県内観光事業者の地力こそが今後
の回復につながると確信している︒

農林水産業
県内農林水産業への影響

後藤慎太郎議員︵自民党︶ 外出自粛
による飲食店需要減により牛肉など高
級食材の消費が激減し︑学校の休業で
給食食材の需要もなくなり︑卒業式・
入学式等イベント自粛で花き等の消費
も大きく落ち込み︑インバウンド需要
もほとんどなくなり︑技能実習生の入
国が困難となり労働力不足も懸念され
る︒報道ではハウスかぼすの需要減︑
子牛の市場価格の下落︑関アジや養殖
ヒラメなど高級魚のダブつき等︑県内

生産者の厳しい状況が伝えられてい
る︒農林水産業事業者の事業継続やコ
ロナ収束後の巻き返しにどう取組む
か︒
知 事 大消費地の百貨店等で毎月
PRイベントを開催︑全小中学校でお
おいた和牛や養殖ヒラメ等を給食で提
供︑県産材の利用で家具等に交換でき
るポイント制度で住宅需要喚起︑など
の消費回復・拡大対策︒肥育農家に対
する県内子牛の導入経費支援︑ヒラメ
等養殖魚の種苗購入経費助成︑などの
生産流通対策︒加えて︑国の緊急経済
対策も活用し生産者をサポートする︒
さらに︑新しい生活様式を踏まえた中
長期的取組として︑①多チャンネル
化 養殖ヒラメ等はフィレ加工等で量
販店等への販路拡大やネット販売の強
化︑②リスク分散 花きでの多品目化
や業務用冷凍野菜の家庭向け小袋出荷
など製品の多様化︑③労働環境の見直
し 全国に先駆けて設置した農作業人
材派遣システムの活用促進や自動操舵
トラクターなどスマート農林水産業を
一層推進する︒

木材価格下落対策と林業振興

井上明夫議員︵自民党︶ 木材需要は
人口減少や消費税率引上げで鈍り始め
ていたところに新型コロナが重なり︑
工期延期や着工見送りが多発し︑原
木・製品市場など市中在庫の大幅増︑
価格の下落が続いている︒事業者の資
金繰りや担い手の雇用確保︑高性能林
業機械導入事業者の返済などで経営破
たんが危惧されるが︑今後の林業振興
にどう取り組む︒
農林水産部長 県内原木市場の５月平
均価格は１㎥9︐061円と対前年約
２千２百円の大幅下落となっており︑
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保育間伐等への上乗せ助成により︑主
伐から間伐へ誘導し下落防止を図り︑
ポイント制の導入で県産材の需要回復
を図る︒今後は︑主伐の生産性向上︑
再造林の徹底︑担い手の確保を支援
し︑さらに︑木材の有利販売に向けた
原木市場の広域連携構築を進める︒

福 祉
医療的ケア児への支援
森 誠一議員︵自民党︶ 全国約２万
人︑県内142人と推計される医療的
ケアを必要とする児童と家族は︑新型
コロナ拡大の中で大きな不安を抱えて
おり︑家族が感染した場合の支援な
ど︑保護者と相談支援専門員等の支援
者︑かかりつけ医︑行政等の間で︑こ
の５か月間多くの議論が重ねられてい
る︒県では障害福祉課が対応を行って
いるが︑今後の緊急事態や災害に備え
た︑医療分野との事前協議や連携の状
況は︒
福祉保健部長 看護する家族が感染し
た場合に備え︑他の家族によるケアで
自宅療養を継続できるよう︑訪問看護
ステーション等に対し︑訪問看護やヘ
ルパー派遣などサポートの継続を依頼
している︒万が一︑自宅でのケアが困
難になった場合に備え︑医療機関等の
受入れ先を確保することも必要で︑大
分大学と県小児科医会の協力でコーデ
ィネーターを配置し︑かかりつけ医や
入院医療機関等への受入れが迅速に行
える体制を整備し︑さらに簡易陰圧装
置の設置費用を助成し︑より多くの受
け入れ施設確保にも努めている︒

権

か︒
教育長 拠点集中型から３密を避けた
新たな取組が求められていると認識し
ており︑現在︑現場での２回の指導で
個々の会員の状況を分析し︑より細か
な指導をネットで行うなどのオンライ
ンレッスンも検討している︒また︑各
クラブで実施しているヨガやピラティ
スなど特徴的なプログラムをウェブで
公開し各クラブで共有する︑など新た
な会員獲得や魅力づくりにつながる取
組を関係団体と連携して研究してい
る︒改訂作業中の第２期スポーツ推進
計画の中でもクラブへの支援の在り方
を議論していきたい︒

人

差別偏見の防止

馬場 林議員︵県民クラブ︶ 医療機
関職員の子どもが保育園から登園自粛
を求められたり︑感染していない職員
の家族が出勤停止を受けるなど︑いわ
れない中傷や風評被害の報道がある︒
県としても差別偏見を防ぐための対策
強化が必要ではないか︒
生活環境部長 県内でも登園自粛要請
やネットでの差別的書込みの事例があ
り︑２月以降ホームページや防災メー
ルで︑﹁差別偏見は許されない﹂﹁人
権に配慮を﹂とのメッセージを発信
し︑差別事例を掲載して注意喚起して
きた︒①正確な情報をつかむ︑②差別
的な言動に同調しない︑③確かな情報
を広めること︑が重要であり︑引き続
き情報提供と誤った認識や行動を是正
するためのメッセージを発信し続け
る︒

新型コロナウイルス感染症対策関連
一般質問・質疑 一覧

◆県政・財政
︵掲載面︶
長期総合計画等の見直し ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ２
歳入への影響と歳出抑制 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ２
大分県庁感染症BCP ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ２
◆支援制度
中小・小規模事業者応援金給付事業 ⁝⁝⁝⁝ ２
各種支援策の継続と実施体制 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ２
住居確保給付金制度の利用状況 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ２
社会的弱者への経済的支援 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ３
◆医 療
今後の感染拡大に備えた医療体制 ⁝⁝⁝⁝⁝ ３
医療・福祉施設のクラスター対策 ⁝⁝⁝⁝⁝ ３
PCR検査体制 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ３
県立病院での新型コロナ対策 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ３
医師の確保対策 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ３
看護職員等医療従事者の確保対策 ⁝⁝⁝⁝⁝ ３
◆教育・児童クラブ
学習状況の把握と授業時間の確保 ⁝⁝⁝⁝⁝ ４
学びの保障と高校入試方針 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ４
今後の学習の進め方 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ４
ICTを活用した双方向授業導入 ⁝⁝⁝⁝⁝ ４
ICTを活用できる教員の育成 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ４
学校における子どもの健康管理 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ４
教室での密集回避に係る教員確保 ⁝⁝⁝⁝⁝ ４
少人数学級 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ５
放課後児童クラブ ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ５
放課後児童クラブと学校の連携 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ５
◆防 災
感染症と防災対策 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ５
避難所での感染症発生時の体制 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ５
県庁舎敷地内の津波避難ビル ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ５
◆UIJターン
変化に対応した移住定住策 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ５
田園回帰の動きを捉えた移住就農 ⁝⁝⁝⁝⁝ ６
◆雇用・労働
雇用労働環境の課題 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ６
フリーランスの働き方に係る課題 ⁝⁝⁝⁝⁝ ６
視覚障がい者への就労・生業支援策 ⁝⁝⁝⁝ ６
◆産業・企業
県内倒産 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ６
サプライチェーンの構築 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ６
サプライチェーン再構築・企業誘致 ⁝⁝⁝⁝ ６
小規模事業者への影響と支援策 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ７
◆観 光
観光業への支援策 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ７
県内宿泊事業者への支援 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ７
観光客数回復のための積極施策 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ７
◆農林水産業
県内農林水産業への影響 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ７
木材価格下落対策と林業振興 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ７
◆福
祉
医療的ケア児への支援 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ８
在宅介護への支援 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ８
◆地域・人権
総合型地域スポーツクラブ ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ８
差別偏見の防止 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 8
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在宅介護への支援

域

河野成司議員︵公明党︶ 重篤化リス
クを抱える高齢者や基礎疾患を持つ
方々への介護では︑ショートステイや
デイサービスを控え︑家庭内介護に振
り替えるケースも出ている︒だが︑訪
問介護事業者も衛生資材不足や人手が
確保できず訪問件数を絞り込まざるを
得ない状況もある︒今後の支援策は︒
福祉保健部長 家族の負担が過度にな
らないよう︑安心してサービスを利用
できる環境を整備することが重要︒事
業者の感染症対策を支援するため︑消
毒液や介護用手袋等衛生用品を県が一
括調達し︑優先的に提供してきた︒今
後もマスクや消毒液を備蓄し︑必要に
応じて迅速に提供する︒また︑県医師
会や看護協会の協力の下︑感染症対策
に関する個別相談に対応し︑専門家に
よるオンライン研修も実施する︒

地

総合型地域スポーツクラブ
森 誠一議員︵自民党︶ 県内 団体
の総合型地域スポーツクラブも︑活動
拠点である公民館や学校施設が使用で
きず︑教室の開催中止による返金︑さ
らには会員更新や募集にも大きな影響
があった︒県ではクラブ支援のため︑
昨年から﹁スポーツ医科学活用事業﹂
で︑スポーツ医科学の理論に基づく体
力測定や運動指導を年２回実施してい
る︒しかし︑２回限りの指導では継続
的な運動習慣や会員確保には繋がら
ず︑例えばリモート技術を活用した指
導など︑感染症対策での課題も踏まえ
て︑事業自体の工夫が必要ではない
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