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第１１２回 中部圏知事会議（Web 会議） 議事録 

日時：2020 年５月 18 日（月）14:00～15:10 

１ 開  会 

愛知県 大村知事 

定刻になりましたので、第 112 回の中部圏知事会議を始めさせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

２ 会長挨拶 

愛知県 大村知事 

愛知県知事の大村です。本日の会議は９県１市の知事・市長さん全員にご参加をいただ

きましてありがとうございます。今回の会議は、三重県さんで開催を予定しておりました

が、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、Web 会議とさせていただきました。

中部圏知事会議、昭和 36 年、1961 年の第１回開催以来、今回 112 回目となりますが、Web

会議での開催は初めてということでございます。よろしくお願いいたします。 

さて、この感染症対策につきましては、緊急事態宣言が多くの地域で解除されておりま

す。先週、中部地区でも、愛知、岐阜、石川すべてのところが解除され、国の宣言は解除

されました。ただ、私どもを含め、県の緊急事態宣言は、そのまま継続というところも多

いかと思います。 

各県市の知事・市長の皆様には、県民・市民の皆様の命と健康を守るために、日夜ご精

励、そしてまた奮闘、ご努力をされておりまして、心から敬意を表する次第でございます。

また、この感染症拡大の防止、そしてまた、県民・市民の皆様の生活、企業の経済社会活

動をしっかり支えていくということに、今後とも皆様と連携して取り組んでいければと思

っております。 

さて、本日の会議では、国への要請事項を中部圏知事会として取りまとめるということ

でございますが、その要請事項に加えまして、この「新型コロナウイルス感染症対策の強

化について」の提言を取りまとめさせていただきますので、後ほどご意見をいただければ

と思います。そして、その後、９県１市の共同メッセージを発出するということになって

おりますので、その点についても、またご意見いただければと思います。 

中部圏が一体となって、この新型コロナウイルス感染症を克服していきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。国、そして私ども地方自治体、県民・市民、医

療関係者、団体・企業、すべての皆様と一致協力して、中部圏知事会が先頭に立って、こ

の感染症を克服していきたいと思いますので、何とぞよろしくお願い申し上げ、冒頭のご

挨拶とさせていただきます。今日はどうぞよろしくお願いします。 
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３ 議  事 

（１）国への提言 

愛知県 大村知事 

さて、それでは、早速議事の（１）、「国への提言」をお諮りさせていただきたいと思い

ます。今回は、緊急に対応する必要がある「新型コロナウイルス感染症対策の強化につい

て」意見交換を行い、取りまとめの上、国へ提言いたしますので、よろしくお願い申し上

げます。 

それでは、まず、私のほうから提言案についてご説明させていただき、その後、石井富

山県知事さんから、富山、石川、福井、それから長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、名古屋と

いった順番で、ご意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

お手元に「新型コロナウイルス感染症対策の強化について」という配布の資料、提言案

がございますので、ご覧いただきながら、概略を私から、特に愛知県から申し上げたい項

目についてご説明をさせていただきたいと思います。これは、各県市さんからご意見をい

ただいたものをまとめたものということでご理解いただければと思います。 

まずは、目次がありますが、「感染症拡大防止対策」「検査体制・医療体制の強化」「地域

経済への対策」「教育現場への対応」など、幅広い分野を網羅したものとなっておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

まず、２ページ目の２でありますが、「実効性ある感染症拡大防止対策の強化」でござい

ます。休業要請に関する実効性の担保ということで、各県さんもそれぞれにご対応された

と思いますが、私どもは、５月６日まで 20 日間にわたって休業協力をお願いし、協力金も

交付することにいたしました。 

また、パチンコ店につきましては、特措法に基づく要請を行い、店舗名の公表もいたし

ました。指示というところに至るまでに閉店をいただきましたので、そこまではいきませ

んでしたが、やはり実効性ある法的措置の整備が必要であります。ということで、法的な

措置の整備と、そしてまた、国がこうした休業協力には統一的な考え方と補償のあり方を

示した上で、財源の裏打ちをお願いしたいということでございます。 

 そして、２つ目といたしましては、私ども入所施設に、ご了解を、同意書を書いていた

だいて病院から入所施設に移っていただきますが、お一人が、陰性確認される前に職員の

制止を振り切って自宅に帰られたということがありました。そういった場合の強制力、罰

則、法的な手当も、これも国には話をしておりますので、こうした点も提言したいと思い

ます。 

そして、３ページの４、「医療提供体制の強化」でございまして、何といっても一番大事

なのは医療の確保でございます。そういう意味で、医療物資の確保、そして病院経営への

支援を、ぜひ国のほうでさらに踏み込んでいただきたい。 

私どもは、医療従事者応援金ということで、県の予算で５月末の臨時議会で、陽性者の

患者さんお一人あたり 100 万円から 400 万円の補助を病院に行うということで、32 億円余

りの予算を用意させていただいておりますが、それでもまだ足らないと思いますので、引
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き続き、国のほうにしっかりと支援の要請をしていきたいと思います。 

続きまして、５ページの８、「地域経済への影響を踏まえた対策の実施」でございます。

緊急事態宣言の延長を踏まえ、地域経済への影響を最小限にとどめるため、中小企業・小

規模事業者に対する支援策、雇用対策を一層充実させていく必要があると考えます。家賃

の軽減等を行う法的措置の制度化や支援制度の創設を早急に実施してもらいたいと思いま

す。 

そして、８ページの９でございまして、「学校の臨時休業等教育現場への対応」というこ

とで、児童生徒の学習の遅れが生じないようにしていただきたいということと、オンライ

ン学習への支援を引き続きお願いしたい。また、大学入試について、試験の実施時期、そ

して内容等について、これは配慮をしていただきたい。それから高校生の就職活動につい

ても、企業に配慮を要請したい。私どもも働き掛けをしておりますが、積極的にやってい

ただきたいということでございます。 

そして、10 ページの 11、「風評被害を防止し、人権を守るための対策の徹底」というこ

とでございます。そして最後、10 ページの 12 でありますが、「地方財政への十分な支援」

ということで、休業者に対する協力金や様々な施策を、私ども地方自治体は現場の医療を

扱う者としてやっておりますが、この点について、国のほうは第２次補正予算でさらなる

財源措置を検討していただいているとは思いますけれども、引き続きしっかりとした財政

措置を要請していきたいということでございまして、そうした点を今回盛り込ませていた

だきました。私から、愛知県が申し上げたいことは以上となってございます。 

 それでは、まず石井富山県知事から、大変恐縮ですが一人３分程度でご発言をお願いし

たいと思います。ではよろしくお願いいたします。 

富山県 石井知事 

 富山県の石井でございます。今回、新型コロナウイルス感染症対策の強化についての要

望、愛知県の大村知事始め皆さん中心になって、多岐にわたる項目をまとめていただいた

ことについて、感謝申し上げたいと思います。 

 私からは、基本的に先ほど大村知事からご説明のあった提言に盛り込んでいただいてお

りますけれども、特に提言の 12 の「地方財政への十分な支援」の（２）地方創生臨時交付

金と緊急包括支援交付金の拡充について申し上げたいと思います。 

 地方創生臨時交付金については、１兆円となりましたが、最初、政府・与党の検討・議

論の過程では、5,000 億円でいいじゃないかという時期もありまして、飯泉会長とも相談

しまして、いろいろ働きかけをして１兆円になったという経過もございます。 

 各県もそうだと思いますが、本県でもこれまで感染拡大抑止に向けて大変厳しい中で休

業要請にご協力いただいた事業者の皆さんへの協力金に相当額をかけておりますほか、  

食事提供施設における感染防止のための施設整備への支援とか、さらには、休業要請して

いない業種、例えば観光業とか旅行業といった業種が典型ですけれども、休業要請してい

なくても、売り上げが８割９割、ほとんどない状況の業種も見られますし、それから規模

の小さい企業については、あえて休業要請の対象から外したんですけれども、実際には県

民の皆様が不要不急の外出を避けるということで、いらっしゃいませんので、こういった

ところも本当に売り上げが激減して、非常に厳しい状況になっております。そこで、富山
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県は給付金とは別に、「富山県事業持続化・地域再生支援金」といった制度もつくりまして、 

何とかこうした企業が、次々と倒産とか店じまいに追い込まれないようにやっていこうと

思っております。 

 それから、「新しい生活様式」の展開ということですけれども、学校についても、今日か

ら富山県は分散登校を始めたんですが、しかし本格再開となりますと、例えば県立高校は

40 人学級でありますので、２つに分けて教育をしなくちゃいけない。そうすると、特別教

室とか体育館などを一部改造するかとか、また教える指導者、指導教員も大幅に拡充しな

ければいかんとか、いろいろな問題がございます。 

 そういったことをぜひ実現していくには、今、三重の鈴木知事さん、地方創生対策本部

長をやっていらっしゃいますが、ご一緒に相談しながら、もちろん各県の皆さんの意見を

取りまとめて、何とかこの１兆円の地方創生臨時交付金を飛躍的に増額させる。できれば、

リーマンショックの時の規模を考えますと、３兆円の規模にしたいと。こういうことで、

今、努力しております。そのためのいろいろな基礎資料を、地方税財政常任委員会として、

先般各県にお配りしておりますので、ぜひ皆さん、国からしっかり交付金を獲得するため

にも、本当に地方の現場でこういうお金が必要なんだと、本当に切実なんだということを

アピールしなきゃいけませんので、どうかご協力いただきたいと思います。 

 なお、一言だけ申しますと、富山県の特色として、地元に新型コロナウイルスに効くア

ビガンをつくっている会社がございまして、これも最初は国が薬価を十分な値段にしてく

れなくて、中国産に比べて割高だという問題があったんですけれども、それを場合によっ

ては富山県が地方創生臨時交付金を使ってコスト差を埋めるという案を考えて、国も一旦

はそういう方向で考えてくれたんですが、最終的には今、薬価を引き上げていこうという

方向になりつつありまして、これはこれで非常に本来のやり方だと思います。富山県とし

ては、「くすりの富山」でもありますから、そういった面でもできるだけ貢献していきたい

と思っておりますので、どうか一つよろしくお願いします。以上です。 

愛知県 大村知事 

ありがとうございました。それでは続いて、石川県の谷本知事、お願いいたします。 

石川県 谷本知事 

 今回の提言案をおまとめいただいた大村知事、事務局の皆さん方に改めて感謝を申し上

げたいと思います。基本的に賛同する立場から、数点ほど申し上げたいと思います。 

 国の緊急事態宣言が全国に拡大されましてから１か月余りでありますけれども、石川県

は特に４月に入りまして、クラスター感染が同時多発発生、加えて感染経路が不明な市中

感染が広がるということで、本当に感染爆発寸前の状況まで事態が悪化いたしました。 

 石川県では 13 日に県独自の緊急事態宣言を出しました。１か月間、県民の皆様には、と

にかく接触を徹底的に回避する、こんな取組を励行いただきました。おかげさまで現在、

一部のクラスター感染により、感染者の発生は０ではありませんけれども、５月に入りま

してからは、感染経路不明者はほとんど出ていない、そんな状況でございますので、科学

的な因果関係は私にはよく分かりませんが、明らかにこの接触回避は効果があると実感い

たしているところであります。 
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これからは、コロナと共生しながら、社会経済活動を正常化していかなければいけない

わけであります。再び感染拡大に向かうことがないように、この１か月間の経験をぜひ活

かしていかなければいけない、このように思うわけでございます。なお、休業要請につき

ましては、新たに設置した独自のモニタリングの指標等の推移などを見極めながら、段階

的に解除することにいたしました。この１か月間の対応の中で、いくつか気が付いたこと

がございますので、申し上げさせていただきたいと思います。 

 １つはパチンコ店でございます。県では休業要請に従わず営業を続けているパチンコ店

が２店舗ございました。石川県内ではパチンコ店が 87 店舗ございますけれども、営業を続

けていた２店舗以外は、すべて営業を自粛いただいたわけであります。そして、これら２

店舗はいずれも県をまたいで広域的に店舗展開をしている県外資本の店舗ということであ

りました。こうした店舗に対しては県から休業要請を行いましても、意思決定権限のない

現場の店長あてに交渉することになるわけであります。また、県外の本店に出向いて直接

交渉することも、こういう時期には現実的ではありません。我々地方レベルの対応では、

その効果は限定的と言わざるを得ないのが実態であろうと思います。 

こういう現実を踏まえまして、都道府県をまたいで広域的に展開している店舗に対する

休業要請、休業指示、その公表については、権限のある本社に対して、例えば国が要請す

るなど、実効性のある措置を検討すべきだと思います。提言案では罰則を設けるように入

っておりますが、大賛成でございます。ぜひ、これは実現すべきものと思いますけれども、

罰則を適用する前の段階として、休業要請、休業指示の実効性を担保することも、私は大

切な視点ではないかと思います。 

もう一つは PCR の検査体制でございます。本県では４月に複数のクラスター感染が発生

いたしました。特にある病院、職員と患者含めて 500 名規模の病院で、クラスター感染が

発生いたしまして、国から対策班に来県いただいて、検査の順序とか施設内のゾーニング

など、ご指示をいただいたわけでありますけれども、当時の石川県の感染状況のもとでは、

指示された全員の検査を本県で実施するということになりますと、クラスター以外の検査

は滞り、また検査機能は麻痺する、こんな事態も想定されたわけでありますが、国立感染

症研究所のほうで、そのほとんど、約 150 件を実施すると、こういう決断をいただいたわ

けであります。 

その中で、新聞報道によれば、国では最近この PCR の検査体制の強化に向けて、国立感

染症研究所のほかにも、農林水産省の農業食品産業技術総合研究機構でありますとか、動

物検疫所、動物医薬品検査所、あるいは文部科学省の理化学研究所などでも、PCR の検査に

向けて準備を行っているということでございます。 

こうした国の検査機器を活用できれば、とりわけ大規模なクラスター感染が発生した折

に、都道府県における検査の負担が軽減されるわけであります。感染防止対策の推進にも

大きく資するものと考えているわけであります。ぜひここは、厚労省が主導して、各省庁

の持つこういった検査機器の活用をルール化して、都道府県からの要請に応じて、速やか

に検査を行う支援体制をぜひ構築していただきたい、このように思う次第でございます。 

そして今、石川県では、医療機関、医師会のご協力をいただきまして、これから梅雨時、

暑い夏を迎えます。その前の来月早々に、安全で効率的な検体採取ができるドライブスル

ー方式を、空調設備を備えた屋内施設で実施する、「いしかわ PCR 検体採取センター」を開
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設して、PCR 検査体制を強化することにしているわけでございます。 

そして、一方では、この新型コロナウイルスへの対応は、まさに災害時の対応にも匹敵

するのであろうと思います。中部圏知事会としても第２波に備えてできる限り準備したほ

うがいいのではないかと思うわけであります。 

例えば現在、中部９県１市では災害時の応援協定を締結して、自然災害や外国からの武

力攻撃に対して、広域応援を実施するスキームがございますけれども、これに新型コロナ

ウイルスを追加して、例えばこの PCR 検査の実施などについて中部圏各県の相互応援体制

を構築するということも、検討に値するのではないかと思います。 

ただ、４月のように全国的に感染が拡大しているような状況では、難しい面があるわけ

でありますが、例えばクラスター感染のように、局地的に発生した場合においては、こう

いう連携は今後検討に値するのではないかと、このように思うわけであります。 

そして、協力金の問題であります。本県は特定警戒都道府県に指定されたということで、

事業者の皆様方に休業要請を受け入れていただきました。その実効性をあげていくために

は、協力金の支給は不可欠ということで、13 都道府県の中では財政規模は一番小さな県で

ありましたけれども、愛知県並みに協力金制度を設けさせていただきました。 

今後、第２波に適切に対応していくためには、やはり事業者の理解と協力を得て、接触

回避の実効性を上げていくことが必要であります。そのためには、事業所の休業というの

は有効な手段であります。国を挙げて感染拡大防止に取り組んでいくには、何らかの補償

的な措置を講じていくことが不可欠だと、私は実感いたしたわけであります。今後に備え

て、国の緊急事態措置の発令に合わせて、補償的措置が難しいということであれば、せめ

て国における協力金制度というものがあってもよいのではないか、こういう思いがいたし

ているわけであります。ぜひこの制度化を強く要請したいと思う次第であります。 

そしてもう一つは、小規模事業者等への事業継続に向けた感染防止対策への支援につい

てであります。経営規模が小規模な飲食店、理容店、美容店などのサービス業は、顧客と

対面しながら営業するなど一定程度接触しながら営業せざるを得ない業態であります。こ

ういった事業者からは、事業再開にあたりまして独自に感染防止対策を講じる必要がある

との切実な声をお聞きしておりまして、本県が設置したワンストップコールセンターにも、

3,000 件を超えるご相談が寄せられております。今後各々の業態において、ガイドライン

に沿った感染防止対策が求められる中、ウイルスと共生しながら営業を継続することがで

きるように、本県では各事業者の感染防止に向けた取組を支援することにさせていただき

ました。地域経済を下支えしているのは、こうした小規模事業者であります。ぜひ国には、

地方のこうした取組を支援いただきたいと思います。 

 最後に、石井知事からも話がありました臨時交付金、あるいは感染症緊急包括支援交付

金であります。緊急事態宣言が今後、仮に全国で解除されたとしましても、特効薬やワク

チンが開発されるまでの間、新型コロナウイルスと共生することを前提にした社会経済活

動が不可欠となることを考えますと、財政需要がさらに増大することが十分に考えられる

状況であります。報道によれば、国の第２次補正予算において、地方への交付金の増額が

検討されているとのことでありますけれども、提言案にもあるように、国に対してはこれ

らの交付金についても大幅な増額を求めるよう、私のほうからも申し上げたいと思います。

以上です。 
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愛知県 大村知事 

 ありがとうございました。９県１市での連携でありますとか、様々にご意見いただきま

した。また、しっかり検討させていただければと思います。それでは、福井県の杉本知事、

お願いいたします。 

福井県 杉本知事 

 福井県の杉本でございます。大村知事さん始め、関係者の皆様方には、今回こうした提

言案をおまとめいただきまして、心から感謝申し上げます。それでは私につきましても、

今回の提言については全面的に賛成させていただきます。その上で、いくつかの点につい

て趣旨など確認的に申し上げたいと思います。 

まず、１の「地域の実情に即した緊急事態宣言の解除等」についてでございます。新し

い行動様式の実践例が公表されていますけれども、内容を見ますと、感染リスクの有無で

しか議論がされていないと思っております。今後とも、長い期間、住民の協力により感染

拡大を防止していくこととなるために、行動ごとのリスクの大小を明確にする必要がある

と考えております。感染リスクの高い行動と比較的小さい行動を明らかにすることにより

まして、感染拡大を効果的に抑えながら、リスクが低い活動から再開しやすくなりますし、

経済活動の正常化がスムーズに進むと考えております。また、再度感染が拡大した場合で

も、すべての行動を制限するのではなくて、ローリスクな活動は継続することができると

いうことかと思います。国においては、これまでの疫学調査を基に、個別の行動ごとに感

染リスクの評価を行って、リスクの大小を明確にすべきだと考えております。 

次に、３番の「検査体制の強化」と、４番の「医療提供体制の強化」についてでござい

ます。中部圏のように、緊急事態宣言が解除された地域におきましても、引き続き第２波

に備えて病床の確保や PCR 検査体制の充実などの対策を行っていく必要があると思ってお

ります。 

また、身の危険を冒して感染症患者に対応している医療従事者に対して、特殊勤務手当

を支給することが必要と思っておりますけれども、現行の診療報酬制度のもとでは、使途

について指定ができません。また、医師の２割程度にしか実際に危険手当が支払われてい

ないという調査もあると聞いております。 

従いまして、検査や医療の強化のための財政措置は、宣言地域と区別することなく、引

き続き支援をすべきと思っておりますし、また、医療従事者向けの特殊勤務手当について

の国庫補助制度の創設が必要と考えております。 

続きまして、８番の「地域経済への影響を踏まえた対策の実施」についてでございます。

雇用調整助成金につきましては、国が上限額の特例的な上乗せを検討しておりますけれど

も、休業要請対象外の企業についても、外出自粛要請ですとか、取引先の休業などの影響

を受けておりますことから、休業要請対象の企業と同じように、支援内容を拡充しなけれ

ば、資金繰りに不安のある事業者は、休業手当をしっかりと支払えないという状況にある

わけでございます。 

こうした雇用維持の対策に加えまして、雇用を創出するための施策も必要となってまい

ります。リーマンショックの時のような、緊急雇用対策に加えまして、経営の多角化です

とか、新分野展開によります新たな雇用創出にも活用できる基金を造成することが必要で
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あります。そのための交付金を創設すべきだと考えております。 

最後に「地方財政への十分な支援」についてでございます。申し上げる必要もありませ

んけれども、本県におきましても、すでに、地方創生臨時交付金ですとか、緊急包括支援

交付金は当初の総額ではとても足りない状況となっております。市や町も同じ状況でござ

いまして、今後とも地域の実情に即した追加の感染症対策ですとか、経済対策を躊躇なく

講じられるように、両交付金につきまして、市や町の分も含めて、先ほど石井知事さんか

ら３倍という話がありましたので、最低でも３倍以上の増額が必要だと考えているところ

でございます。どうぞよろしくお願いします。 

愛知県 大村知事 

 ありがとうございました。様々なご意見をいただきました。続きまして、長野県の阿部

知事、お願いいたします。 

長野県 阿部知事 

 まず、大村会長におかれましては、今回の提言案の取りまとめ、大変ありがとうござい

ます。長野県も基本的には、この提言案、全体的に賛成の立場でございます。ちょっとコ

メントを何点か申し上げますが、その前に、昨年の令和元年東日本台風災害にあたりまし

ては、中部圏の各県から職員の派遣を含めて大変なご支援をいただきまして、まだ復興道

半ばではございますが、おかげさまで着実に復旧・復興を進めております。引き続きのご

支援、どうかよろしくお願いいたします。大変ご協力ありがとうございました。 

私のほうからは、この提言について大きく３点申し上げたいと思います。 

 まずは「感染症拡大防止対策の強化」の中の（３）でございます。長野県においては、

観光県ということもあり、観光、宿泊関係の皆様方には休業の協力依頼という、特措法に

基づかないお願いをさせていただいたところであります。この（３）に記載させていただ

いておりますように、特措法を適用するにあたっても地域によっていろいろ違いがあると

思います。 

今、長野県でも、例えばこれから山小屋対策をどうするかということが、特に重要な課

題として考えていますけれども、都道府県ごとにある程度、実態に合った対策を講じるこ

とができるような制度の建て付けに、まずこの特措法をしていただきたいと思っています

し、また、旅館業法の宿泊拒否の制限についても触れていただいていますけれども、宿泊

施設の皆さんは、感染拡大地域からのお客さんをなかなかお断りを、今の制度ではできな

いということで、非常にお困りになられている事業者もありますし、また、働いていらっ

しゃる方も非常に不安を持たれています。 

一つは全国知事会でも立法分権ということをこれまでも言ってきていますが、ぜひ特措

法、新型コロナウイルスへの対応についても、極力分権的な仕組みの法制度にしていって

もらうということ、それから、これから第２波、第３波に備えていく上でも、必要な法改

正についてはしっかり行ってもらうということを、国に要請していく必要があると思って

います。 

それから２点目でありますが、同じページの４の（１）でございます。医療従事者の皆

さん非常に現場で活躍いただいているわけですけれども、今、非常に医療機関の経営状況
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が、新型コロナウイルス感染症の受け入れ、あるいはそうしたものに伴って、ほかの患者

さんが少なくなっているということで、大変厳しい状況になっています。これを放置する

と、新型コロナウイルスへの対応も不十分になるだけではなくて、地域の医療が立ち行か

なくなってしまうという危機感を持っていますので、まさにこの医療機関に対する財政措

置について、ぜひ国が早急に緊急的な措置を講じてもらうように要請をしていく必要があ

ると思っています。 

それでは、最後、３点目でありますが、６ページ、地域経済の部分の（４）、（５）であり

ますけれども、石井知事に音頭とっていただいて地方創生臨時交付金、これはぜひ更なる

増額をしていただきたいと思っております。 

それとあわせて、我々も地域経済を新型コロナと両立させながら、再活性化に向けた取

組を進めていく必要があるわけですけれども、観光関係であるとか、あるいは交通関係、

非常にこれからの活性化に向けた取組で難しい部分があると思っています。 

こうした産業分野については、国全体でのしっかりとした方針と、それから支援が必要

だと思っています。特に、公共交通については、これからしばらくの間、引き続き、活動、

経営自体は維持していただかなければいけませんけれども、お客様が極めて少なくなって

いるという状況もありますので、こうした交通への支援ということが、なかなか論点とし

て出てきていない感じがありますけれども、国全体で公共交通機関の支援というものをし

っかりと考えてもらうように要請をいただければと思っています。以上です。よろしくお

願いいたします。 

愛知県 大村知事 

 ありがとうございました。公共交通機関、大事な視点だと思います。またよろしくお願

いしたいと思います。それでは続きまして、岐阜県の古田知事、お願いいたします。 

岐阜県 古田知事 

 どうもご苦労様です。15 項目、非常に精力的にまとめていただきまして、ありがとうご

ざいます。私ども特段、修正意見はありませんけれども、２、３コメントさせていただき

たいと思っております。 

 私ども、特定警戒県から今回解除されたわけでありますけれども、正直申し上げまして、

これに先立つ約１年半、CSF（豚熱）で大変苦しんだことが、今回のこのコロナウイルス対

策にものすごく実は活きておりまして、PCR 検査もそうですけれども、いずれにしまして

も今、CSF が静かになっているところで、その応用動作として今回の問題がある、そのよう

な感じがございます。これは余計なことですけれども。 

いただいた提案の中で、谷本知事がおっしゃっておられたように、２ページの「実効性

ある感染症拡大防止対策の強化」の（１）で、「全国チェーン等への国による働き掛け」と

ありますが、まさに私どももパチンコ店で大変苦労しまして、最終的には止めていただい

たんですけれども、まさに谷本知事のおっしゃったとおりでございます。 

それから、「実効性ある感染症拡大防止対策」ということで、私どもは『コロナ社会を生

き抜く行動指針』という業種別の指針を県として作りまして、特にクラスターが発生した

分野、ナイトクラブとか、スポーツジムとか、そういったところについては、しっかりと
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した対策が行われることを確認してから解除するということで、やらせていただいている

ところでありますけれども、その際、申し上げておりますのは、それぞれのお店なり企業

なりが、まさに『コロナ社会を生き抜く行動指針』に沿ってやっているんだと、一生懸命

やっているんだということを明らかにしていくことが、消費者なりユーザーの信頼を勝ち

得る道であるということで、こういったことを一生懸命取り組んでいるというポスターと

かステッカーを作って、差し上げて、そして市民の信頼を得ていくというような流れを作

っていこうということで考えております。 

それから、４ページの「避難所における感染症対策への支援」というのを、大変、私ど

も重視しておりまして、これから出水期に入るわけでありますけれども、実は今月９日に

『避難所運営ガイドライン・新型コロナウイルス感染症対策編』というガイドラインを私

ども作りまして、今、これに基づいて６月早々、訓練に入ろうと思っているわけです。 

これは何をやっているかというと、まず避難所の中で２メートル間隔を確保したり、パ

ーティションを設置したり、体調不良者のための専用スペースを作ったり、事前受付制度

をやったり、具合が悪い人が出てきた時の受診、搬送、そういったプランもあらかじめ作

っておくということで、特に資機材の備蓄とか、ゆったりとしたスペースをとるために、

避難所不足への対応ということで、様々なスペースをあらかじめ避難所に組み入れていく

と、そういったこともやっておりまして、この項目は私どもとしては大変重視していると

ころでございます。 

それから地方創生臨時交付金の話がございましたが、３兆円とか、補償制度なり、国の

協力金制度、こういったもので見れるようにということでありますけれども、私は実際や

ってみて、地方創生臨時交付金の別枠で、補償金的なもの、あるいは協力金的なものを設

けて、それはそれと。それから積極的な対策は対策ということで、分けて使わせていただ

けるといいのではないかなと思っておりますが、なかなか難しいところもあろうかと思い

ますが、ご検討いただければありがたいと思います。 

 最後ですが、10 ページの「国民の行動変容」のところでございますが、「都道府県域を越

える不要不急の移動自粛」とありますが、このままで私ども賛成するわけでありますが、

本県としては、不要不急の移動は都道府県域を越えようが県域内であろうが自粛すべきだ

と申し上げておりますし、「よそ者は来るな」といった感覚で受け取られてはいけないとい

うことで、例えば高山の旅館などは、「お客様にもしものことがあっては申し訳ないので閉

めさせていただきます。ご理解ください」という言い方で、予約をお断りしているという

ことで、その辺りも気を付けながらやっているところでございます。以上です。 

愛知県 大村知事 

 ありがとうございました。いただきましたご意見、また調整させていただきます。それ

では続きまして、静岡県の川勝知事、お願いします。 

静岡県 川勝知事 

 川勝です。大村知事さん、今回の緊急提言、15 の項目にまとめていただきまして、あり

がとうございました。私はこの 15 の項目のうち、４点について申し上げますが、そのうち

の１点は、交付金に関わることでございます。 
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先ほど、富山県の石井知事さんが言われましたように、もともと 5,000 億円だったもの

を１兆円にされたと。１兆円のものを３兆円にしないと間に合わないと言われたことに対

しまして、全面的に賛成であります。ぜひ大村知事さん、この点、強く要望して下さるよ

うにお願いいたします。 

２点目は、東日本大震災のご経験が皆様もいろいろと記憶に新しいと思いますけれども、

もし津波が来ますと静岡県にはご遺体が出ます。そのために、遺体袋をすでに用意してい

るんですが、今回、項目の７点目に、遺体袋、これがウイルスに汚染されている方のご遺

体を収容しなくちゃいかんということで、非透過性の、そういう遺体袋が必要だと。その

場合、搬送する人の防御マスクも必要だと。こうしたものについての支援制度がありませ

んので、あえて今回これを入れていただくようお願いしましたところ、入れていただきま

して、ありがとうございました。 

３点目は教育、学校、学生に関わることで、これは９項目目に 11 に分けてきめ細かくご

提言いただきまして、ありがとうございました。その中で静岡県は、特に大学生、実は５

人に２人、約 40％が経済的に困難なために、学業を諦めざるを得ないというアンケート結

果が出ておりまして、極めて危機的な状況でございます。そうした中で、学生支援、生活

支援をきめ細かく政府のほうで、我々のほうでもやっておりますけれども、支援していた

だけるように、これは国の宝でございますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

最後に４点目でございますけれども、医療体制に関わることでございます。先ほど、石

川県の谷本知事さんが、PCR 検査ついては理化学研究所ほか国の研究機関、そうしたとこ

ろが連携すべきであると。すばらしいご提言であると思いますし、中部圏知事会として検

査体制の連携というのは必要であると思います。 

もう一つ大切なことは、実は最終的な出口戦略をどうするかということで、４月と５月

の上旬、中旬の全国知事会 Web 会議で、常に連続して申し上げてきたことは、オリ・パラ

が７月 23 日に来年公開、オープンすると。そのときまでにワクチンがないと、これはオー

プンできません。従いまして、本当の最終的な出口戦略というのは治療薬・ワクチンなん

ですけれども、これにつきまして残念ながら今のところは、アビガンがインフルエンザ用

でございますけれどもあると。あとはアメリカから輸入するという、どちらかというと待

ちの姿勢になっている。ワクチンができるのを座して待つ形になっておりまして、これを

大変憂えておりまして、このワクチンや治療薬の開発に、ぜひ十分な基金を創設していた

だきたいということを、すでに全国知事会で３回、そして国に対して緊急提言を２回行っ

ているところであります。 

実は、研究は数億円でできるのですが、これをワクチン、あるいは治療薬にするには、

最低 1,000 億円程度の投資が必要です。しかし、年間の利益で 1,000 億円以上上げている

ところは、日本では４社くらいしかありません。だいたい最高で 2,000 億円程度です。あ

とは全部 100 億円のオーダーなんですね。従って、それを 1,000 億円程度もするワクチン

や治療薬の投資に向けることができないのが実情です。そうした中で、この百数十兆円の

事業規模の、政府は今、援助をやろうということでございますので、それのうちの１％程

度、１兆円くらいですと、10 社くらいに分けても 1,000 億円を 10 社が使える。つまり、こ

れは国の防衛、国防のために必要だと。日本の国防は、GDP の１％、だいたい５兆円くらい

使って、そのうち日本の企業、川崎重工業だとか三菱重工業、三菱電機等々に、１兆 4,000
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億円から 5,000 億円が払われております。同じように、日本の民間企業が、ワクチンや治

療薬の開発に乗り出せるように、取り崩し型の基金を、１兆円くらいは最低積んでいただ

きたい。 

それから、これがなかなか前に進まないのは、おそらく特許に関わる障害があるのでは

ないかと思います。従って今は、ワクチンや治療薬に関わること、とりわけワクチンにつ

いては、特許を取らないという申し合わせを世界とともにするべきだと。アフリカの国々

は、お金がないのでパテントフリーにしてくださいと国際社会に言っております。日本と

しては、オリ・パラのホスト国として、そういうところからもお迎えしなくてはいけない

ので、ワクチンをそういうところにも無料でも配れるように、国が最低でも１兆円程度の

基金を積んで、そして出口戦略をしていただくようにということで、あえてこの点、強調

して申し上げたく存じます。よろしくお願いいたします。 

愛知県 大村知事 

 ありがとうございます。様々にご意見いただきました。またご意見を踏まえて調整させ

ていただければと思います。それでは続きまして、三重県の鈴木知事、お願いします。 

三重県 鈴木知事 

 大村知事取りまとめ、ありがとうございます。三重県も昨日までで、23 日連続新規感染

０ということで、一方で経済を再開していく、あるいは第２波、第３波を受け止めていく

という観点で、今回取りまとめていただいた提言は大変重要であると思っていまして、全

面的に賛成であります。その立場から、４点ほど少し強調させていただきたいと思ってい

ます。 

１つ目は 10 ページの２つの交付金の話です。先ほど石井知事におっしゃっていただきま

したように、全国知事会の地方税財政常任委員長の石井知事と、地方創生対策本部長をや

らせていただいている私のほうと、連携をさせていただいて、この交付金の飛躍的増額に

向けた提言を取りまとめた上で、今週にも北村地方創生担当大臣のところに、石井知事と

飯泉会長と一緒に要望をさせていただこうと考えています。 

３兆円と、今、石井知事がおっしゃっていただいたのは、一定根拠がありまして、リー

マンショックの時は４回、地域活性化○○交付金というのがあって、それの合計が 3.5 兆

円なんです。そのうち１兆円は今回やってますから、要は 3.5 兆円、リーマンを上回る規

模が必要だとすると、今すでに１兆円出てますから、残り３兆円以上は必要だということ

でありまして、これは石井知事とともに連携してしっかり国へ訴えていきたいと思います

ので、中部圏の知事の皆さんにも、これからも大声を上げていただいて、ご協力賜ればと

思っています。また、今回の交付金では、ハードとかも含めていけるようなものとか、あ

るいは市町村の分もしっかり確保できるようにしていくことが重要であると考えています。 

それから２点目は雇用の関係で、５ページくらいからありますけれども、雇用調整助成

金のことは、手元に資金がないのに休業手当を払ってからしか申請できないという、ひど

い制度になっているわけですけれども、少しそれは改善されていくようですので、雇用調

整助成金の改善、上限の見直し、こういうのをやっていただくとともに、７ページの（７）

に緊急雇用のことが書いてあるんですけれども、６月末が非正規の方の派遣の契約期限と
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いう会社が結構多いと思うんですよ。なので、ここでしっかり雇用を守っていくような事

業をやっていかなければ、非正規の人たちが雇い止めにあったりしてしまいますので、緊

急雇用創出事業を実施していくこと、それからその後段に書いてあるマッチングというの

は、例えばこの週末にも、ピザーラさんと塚田農場さんが従業員をそれぞれシェアされる

ような報道があったんですけれども、そういう業種間でのマッチングみたいなものをして、

雇用を守っていくことも大事だと思っています。 

それから３点目は、先ほど古田知事もおっしゃっていただいた避難所の感染症対策で、

うちも４月に文書を発出し、今、マニュアルの改訂作業を５月末までを目処に進めていま

すが、三重県独自の取組として、市町が避難所でマスクとか消毒薬とか準備する場合、独

自の補助金で半分支援をするということをやっているんですけれども、県もそういうふう

にやっていきますけれども、この文章の最後に書いてありますとおり、国もですね、市町

村が避難所運営にあたり感染症防止対策をするための財政支援をしっかりしてほしいとい

うことは強調したいと思います。 

最後でありますけれども、３ページの空床確保の国庫補助金です。これは先ほど申し上

げましたとおり、石井知事に取りまとめをしていただいて、交付金でどんなことに使いた

いかというのを各県に聞いたところ、空床確保にお金を使いたいというのが結構多いんで

すね。特に公立病院を抱えていらっしゃるところは、空床にしておかないと次に感染者が

出たときに受け入れできませんので、本当は国庫補助金で上げてくれたらいいんですけれ

ども、それが無理なら交付金でと言っていただいた声が結構多かったので、空床確保がで

きないと経済をまた止めないといけませんから、ぜひこの空床確保の補助金のところはし

っかりやっていくということが重要だと思います。以上です。 

愛知県 大村知事 

 ありがとうございました。交付金の増額等々、また皆さんと一緒に頑張っていきたいと

思います。またよろしくお願い申し上げます。それでは続きまして、滋賀県の三日月知事、

お願いいたします。 

滋賀県 三日月知事 

お疲れさまでございます。中部は真ん中にあるので、まさに名のとおり、人の行き来が

どうしても出てきますので、引き続き皆さんと協力して頑張ってまいりたいと思います。

また、大村知事始めこの取りまとめにご尽力いただき、ありがとうございました。感謝申

し上げます。私からも賛成の立場で、４点申し上げます。うち２点は、文章の修正若しく

は追加をお願いしたいと思いますので、よろしくご対応お願いいたします。 

まず１点目は、県間の移動ですね。やはり引き続きの自粛の要請は、まだ当面の間、私

はかけるべきだと思う。滋賀県では今、「Stay Home」から「Stay Home Town」という言い

方をしていますが、これは、もうしばしの辛抱としてやるべきだと思います。滋賀県では

５月 15 日に宣言を解除してから、いろんな要請を解除してから、新規の陽性が１名、１名

と、感染経路がまだ特定できていないものもありますので、ぜひこの点、危機感を共有で

きればと思います。 

 ２点目は検査体制についてですが、PCR 検査の体制充実に取り組んでおります。国では
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民間における検査能力の体制の拡充を、現在１日あたり約７千と聞いておりますが、この

拡充を求めると同時に、抗原検査用キットの供給について当面、感染の多いところ、患者

の多いところからということは一定理解はするのですが、すべての都道府県で早期に一定

数備えられるようにと、供給体制の確立のところに一言加えていただければと思います。 

３点目は雇用についてです。三重県の鈴木知事からおっしゃっていただいたように、私

どももこの５月６月は支援強化月間として対策を強化する必要があると思っています。雇

用を守ることと、つなぐことと、やはり雇用を創ること。この雇用を創ることに対して、 

「新たな基金を造成して実施する『緊急雇用創出事業』に活用できる交付金を創設」とい

うものを強く求めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 最後４点目は、子どもたちの学びの支援でございます。ICT を活用した学習等、動画等の

教材の整備等は必要なんですが、単に NHK だけではなく、それぞれの都道府県の独立局の

テレビなどもお持ちだと思いますので、インターネット環境がなかなか揃わない家庭への

対策としても、テレビ・ラジオによる授業動画の充実、ここへの財政支援を求めたいと思

います。そういったところを活用した授業づくりですとか、こういった授業動画を作成す

るにあたり、著作権の問題が、複製ではなく、ある程度認められる必要があると聞いてお

りまして、一定程度、国でも法改正され、今年度については予算措置されているようです

が、その恒久化並びに著作権にかかる課題の克服、こういったことについても少し文言を

追加して述べるべきではないかと思います。私からは以上です。 

愛知県 大村知事 

 ありがとうございました。何点かご意見いただきましたので、また調整をさせていただ

きたいと思います。それでは、引き続きまして、名古屋市の河村市長さん、お願いいたし

ます。 

名古屋市 河村市長 

 うちは名古屋「市」ということでございますので、やっぱり市民の皆さんの身近なとこ

ろで、現場でコツコツやっていかないかんということで、実は、３月４日なんかはですね、

名古屋というか愛知県はですね、感染者が、実は東京、大阪より多かったんです。 

どうやってやってきたかと言いますと、一番最初に感染者が出たのが２月 14 日だと思い

ますけど、名古屋の保健所が中心になりまして、だいたい 1,900 人の皆さんを健康観察し

て、地道に電話を何遍もかけたりしてフォローしてきたという、そういう話はあんまり出

ませんもんですからね。 

当たり前ですけど、そういう早い時点で分かった人に対して、あんたどこでカラオケ行

ったんだと、どこで年寄りのとこ行って麻雀やっとったかと、そういうことをですね、き

ちっとフォローして、地道に詰めていくという作業を、実は名古屋はものすごく熱心にや

っておりまして、始めのところはスポーツ施設ですけれども、だいたい 1,000 人、それか

ら次に高齢者の福祉施設、デイサービスですけど、ここが約 900 人ですか。 

名古屋の場合は発病の、今は国も揃えましたけど、２日前に遡って、どこ行っとったか

というのをものすごい丁寧にやってきたということでございまして、ありがたいことに３

月７日から 20 日の２週間、介護保険の通所介護事業所等 126 件、約 5,800 人の人に、悪い
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けどちょっと ストップさせてもらえんきゃということで、これは大変なんですわ。デイ

サービスに行く人は、きてもらっていかんと言わないかんですね。だけど、ものすごい協

力をいただいて、その分はだいたい１億円ですけれども、全額約束どおり 100％補償させ

ていただいたけど、そういう地道な健康観察というのが非常に重要だということは、これ

の２の（２）にも書いてありますけど、ぜひ強く言っていただきたいということでござい

ます。 

それから、やっぱり商売をやめてもらったらいかんので、これちょっとつくって（資料

を示して）、見えるかなこれ。名古屋信長、織田信長の信長ですけど、ナゴヤ信長徳政プロ

ジェクトということで、信長は皆さんご承知のように、いつも NHK テレビでやっとります

けど、楽市楽座で商売を大変大事にした人ということでございまして、だいたい１社あた

り 3,000 万円、だいたい１万７千件くらいお借りになるとどうかなととりあえず思ってい

ますけれども、5,000 億円のお金を金融機関と話して用意しまして、これを使っていただ

く。現在 330 億円分の申し込みがきております。 

とにかく、ラーメン屋のおとっつぁんが、商売やめやすなと、がんばりゃーと。それか

ら、パートのおかあちゃんも首にしたらいかんよという政策をとらせていただいていると

いうことでございますので、ぜひこういうことは日本人に広がっていかないかん。一時金

も大事ですけど、一時金も休業要請したとこじゃなくて、休業要請していないところでも、

だいたい４万社に対して 10 万円ずつ、お支払いしようかと。これは 40 億円ほどかかりま

すけど、そういうものも含めまして、とにかく商売やっとる人に商売をやめんでもいいよ

うに、パートのおかあちゃんが仕事をやめんでもいいように、あったかい政策を現実にや

っているということでございます。 

それから、子どもたちへは、名古屋の常勤のスクールカウンセラー等を持っておりまして、

今 150 人、200 人に近づきつつありますけど、パートタイマーではありません、常勤でござ

いますが、この人たちが、とにかく長い間申し訳ないですよ、子どもさんたちにごめんね

と、家庭に閉じ込めてしまってと。みんなにきてもらった後にあったかくフォローできる

ように、そんな体制で臨んでおりますので、学校へ来たら、勉強はどっちでもええで、楽

しく遊んでちょうと、そんな方向で進んでおります。よろしくお願いします。 

愛知県 大村知事 

 ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。 

それでは以上、各県知事さん、市長さんにご意見いただきました。ありがとうございま

した。それでは、様々ご意見をいただきましたので、いただいたご意見をできるだけ幅広

く入れさせていただいて、調整させていただいきたいと思います。この提言案は、大枠と

してはこれでよろしゅうございますね。 

（各県知事・市長賛同） 

いただいたご意見を事務方のほうで、できるだけ入れられるようにしっかり調整させて

いただいた上で、国への提言とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

それからもう一つ、お手元にお配りしてありますが、通常の、その他の国への提言につ

きましては、各県市さんからご提案いただいたもので、こういうふうに事務方で調整させ

ていただいております。この案によりまして国に対して提言活動を行っていきますので、



16 

よろしくお願いいたします。 

（２）その他 

愛知県 大村知事 

 続きまして、議事の（２）、「その他」に入らせていただきます。これは、「新型コロナウ

イルス感染症克服に向けた中部圏知事会共同メッセージ」ということでございます。時間

もきておりますので、私から簡潔に申し上げ、各知事さん、市長さんからできるだけ短く、

一言ずつご意見いただければと思います。 

お手元にありますのでご覧いただきたいと思います。共同メッセージでございます。ま

ず、県民・市民の皆さんに感謝を申し上げ、その後、中部圏すべての地域で緊急事態宣言

が解除されましたが、第２波の襲来に警戒しなければならないということ。そして、都道

府県をまたぐ不要不急の移動自粛などへのご協力。そして、段階的に社会経済活動のレベ

ルを引き上げていくことに対しまして、感染拡大防止を持続的に図るための「新しい生活

様式」の実践をしていただくということで、この四角の枠囲いになっております。「３つの

密」を避けるとか、感染防止の基本の徹底等々でございますし、テレワーク、ローテーシ

ョン勤務などということを書かせていただいております。そして、医療関係者の皆様への

感謝。そして、誹謗中傷等々をしないこと、ということを書かせていただき、そしてお一

人お一人の行動が感染症を克服することにつながるということで、呼び掛けをするものと

いうことでございます。 

 それでは、引き続きまして、この共同メッセージに対するご意見を、また石井富山県知

事さんから順番に、できるだけ簡潔によろしくお願いいたします。では、石井知事、お願

いいたします。 

富山県 石井知事 

 共同メッセージ、基本的に賛成であります。富山県では５月 13 日に県内の専門家の意見

も踏まえまして、県独自の「活動再開の基本方針とロードマップ」というものを発表して

おりまして、新型コロナウイルスの感染状況、あるいは病院等の受入体制等の５項目を示

して、それに沿って、今までは「Stage3」だったんですが、「Stage2」になる、いずれ「Stage1」

になる、こういったロードマップを示したところであります。 

 また、５月 14 日に政府の、39 県が緊急事態宣言対象外となりましたことを受けて、15

日から「Stage2」に移行しております。そうなりますと、この共同メッセージにあります

ように、やはり「新しい生活様式」というものを、しっかり実践していくということでな

いと、また「Stage3」とか、戻ってしまいますので、それをしっかりやっていく。また、そ

れは感染対策というだけではなくて、やはり新型コロナの根絶は当面難しいとされていま

すから、そういったものもありながら、経済の新たな発展、飛躍を図っていくためにも、

この「新しい生活様式」の浸透、それを踏まえた様々なビジネス展開、こういうことも大

事ではないかと思っております。 

また、この共同宣言の中に、最前線で日夜必死に取り組んでいただいている医療関係者
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の皆さんへの感謝のお気持ち、また差別偏見をなくすといったことを盛り込んでいただい

たことも、大変ありがたいと思っております。基本的に賛成でございます。どうもありが

とうございました。 

愛知県 大村知事 

 ありがとうございます。石川県の谷本知事、お願いいたします。 

石川県 谷本知事 

 今回の共同メッセージ案に賛同の立場で、一言申し上げたいと思います。国の緊急事態

宣言が中部圏全域で解除されたわけでありますけれども、解除されたからといって新型コ

ロナウイルスが消えてなくなったわけでもありませんし、ワクチンや特効薬もまだ開発さ

れていない、この状況に変わりはないわけであります。これからコロナウイルスと上手に

お付き合いをし、また監視をしながら、一方では傷みの激しい社会経済の正常化に取り組

む、いわば感染症対策と社会経済活動の両立が求められる、従来以上に難しい局面を迎え

るわけであります。そのためにも、これからコロナウイルスと共存しつつ、どのような日

常生活を送っていくかということは、大変、私は重要な視点だと思います。 

 また、全国的に３月の３連休に一旦緊張感が緩んで、感染が拡大した過去があることを

踏まえますと、共同メッセージにありますように、県民、事業者の皆様方に「新しい生活

様式」の徹底を呼び掛け、社会全体にこれを定着させていく、こういう取組が、大変私は

重要であると思います。そういう意味では、本県でも機会あるごとに周知を図っておりま

すけれども、本日、中部圏として共同メッセージとして取りまとめ、アピールすることは

とても大切であると、賛同いたします。 

愛知県 大村知事 

 ありがとうございます。続きまして、福井県の杉本知事、お願いいたします。 

福井県 杉本知事 

 私もこのメッセージには基本的に賛成させていただきます。その上で、１点だけ。三日

月知事さんが後ろに掲げていましたし、ずっと言われておられましたが、ゴールデンウィ

ークが明けるときに、「Stay Home」から「Stay Home Town」ということで、県境を越えた

移動の自粛、また、県内もできるだけ近くで過ごそうというようなメッセージを出されま

した。私も賛成でございまして、今、滋賀県さんと福井県の間でこういうような（資料を

示して）ポスターを貼って、いろいろお声がけをしております。こういったことをぜひ、

中部圏全体で「Stay Home Town」をキャッチフレーズにしてやったらどうかというご提案

でございます。よろしくお願いいたします。 

愛知県 大村知事 

 ありがとうございます。大変、大事なご提案だと思います。よろしくお願いします。そ

れでは続きまして、長野県の阿部知事、お願いします。 
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長野県 阿部知事 

 長野県としても共同メッセージ、大賛成であります。長野県では「STAY 信州」というこ

とで県民の皆さんに呼び掛けをさせていただいていますが、やはりどうしても移動の話は

それぞれの県市が住民の皆さんに行っていくということが大事だと思いますので、中部圏

一丸となって、それぞれの地域の住民の皆さんにしっかりとこうしたメッセージを出して

いくことが重要だと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

愛知県 大村知事 

 ありがとうございました。続いて、岐阜県の古田知事、お願いいたします。 

岐阜県 古田知事 

 私も賛成です。特に異論はありませんけれども、１点だけですね、「「新しい生活様式」

の実践」の中で、「事業者の皆様へ」というところがありますね。ここで、新しい働き方の

導入ということは書いてありますが、もう一つ大事なこととして、事業所・店舗自体のあ

り方、換気や消毒、パーティションや透明シート、机・椅子の並べ方など、いろんなこと

を変えていこうという、これも大事だと思っておりますので、何か触れられないかなと。

つまり、働き方だけではなしに、ハードのほうも今、改善しつつありますので、一言触れ

てはどうかなと思います。 

愛知県 大村知事 

 ありがとうございます。それでは今の古田知事のご意見を踏まえまして、事務局、事務

方のほうで調整させていただきますのでよろしくお願いいたします。それでは続きまして、

静岡県の川勝知事、お願いいたします。 

静岡県 川勝知事 

 全面的に賛成でございます。１点だけコメントいたしますと、医療従事者に対する感謝

が掲げられているということを評価します。国防、これは防衛と防災がございますけれど

も、この最後の砦は自衛隊です。疫病から国民を守る最後の砦は医療従事者でございます

ので、ここが崩壊しては絶対ならないということがございまして、これをベースにして、

お互いにソーシャルディスタンス、「新しい生活様式」を実践しようという趣旨に賛成いた

します。以上でございます。 

愛知県 大村知事 

 ありがとうございました。それでは続きまして、三重県の鈴木知事、お願いします。 

三重県 鈴木知事 

 このメッセージに賛成です。その上で１点、誹謗中傷、差別的行為は絶対しないようと

いうことが書かれている、これは大変重要だと思います。三重県も今、イオン、マックス

バリュ合計 66 店舗の中で、私の声でこういう差別とかやめましょうという館内メッセージ

をやったりとか、あるいは人権相談窓口の拡充、拡大をやったりしています。 
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あと、第２波がきた韓国では、同性愛の人たちに対する偏見がもともと結構強くて、ナ

イトクラブで集団感染が発生した際も、検査を受けに行きたいけれども声を上げられない

というケースがあるということが報道などでありました。検査を受けに行かなければ、我

慢していて重症化してしまって、それで命が失われてしまうことがあるかもしれないので、

やっぱり、ここに書いてあることに何か追記してくれということではないんですけれども、

こういう感染した後、感染に関わる形の差別、誹謗中傷だけではなくて、例えば LGBT の人

に対する偏見とか差別を日頃からなくしていくという取組が大変重要だと改めて実感して

いますので、またそういう取組についても中部圏の皆さんといろいろ共有させていただけ

ればと思いますし、三重県としてもいろいろ新しい取組にチャレンジしていきたいと思い

ます。以上です。 

愛知県 大村知事 

 ありがとうございます。引き続き、そうしたことも議論していければと思います。それ

では続きまして、滋賀県の三日月知事、お願いいたします。 

滋賀県 三日月知事 

 私も賛成です。福井県の杉本知事からもご紹介いただきましたけれども、「ステイホーム

タウン」をぜひみんなで呼び掛けるということも協力してやっていきたいと思いますし、

１点だけ、この「新しい生活様式」の実践というところはいいんですけれども、その上の

ところの、「引き続き、緊急事態宣言の対象地域をはじめ、都道府県をまたぐ不要不急の移

動の自粛などへのご協力をお願いします」、ここは下線を引くなど当面、強調してメッセー

ジを発するべきではないかと思いますので、ご検討いただければと思います。以上です。 

愛知県 大村知事 

ありがとうございました。今のご指摘を踏まえまして、どういうふうにしたらいいか、

またご相談させていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは、最後に名古

屋市の河村市長、お願いいたします。 

名古屋市 河村市長 

 結構です。賛成でございます。この感染防止のとこで、特に「３密」とか言われており

ますけれども、それできちっとやるんだけど、名古屋では、（資料を示して）「３Ｄ」、何や

ということを言われるかもしれませんが、要するに接触感染がどうも怪しいというのが最

近、相当話としては出てきてます。ですから、何で「Ｄ」かといったら、ドアノブとか電

気スイッチ、こっちは日本語のローマ字の「Ｄ」ですけど、それから電話、スマホなんか

もです。ああいうものに対して、きちっと注意しようと。そこら辺を名古屋は「３Ｄ大作

戦」ということで、接触感染から守ろうということやっておりますので、気を付けていた

だくとありがたいかなということでございます。以上です。 

愛知県 大村知事 

 ありがとうございました。それぞれ各知事さん、市長さん、有益なご意見いただきまし
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て、ありがとうございます。それではですね、この共同メッセージ、大枠としてはよろし

ゅうございますか。 

（各県知事・市長賛同） 

そして、様々にご意見を何点かいただきました。移動の自粛とか、事業者の皆様へとか

ですね、医療関係者への感謝など、いろいろご意見いただきましたので、そうした点につ

きましてはできるだけ入れられるように事務局、事務方のほうで調整させていただいて、

そうした形で共同メッセージとして発出をさせていただきたいと思いますので、よろしく

お願い申し上げます。 

４ 閉  会 

愛知県 大村知事 

 それでは、若干予定の時間を超過いたしましたが、活発にご意見、ご提言いただき、あ

りがとうございます。今日の議事は以上ということでございますが、次回、秋はぜひ新型

コロナウイルスを克服した上で、また皆様と一堂に会して、中部圏の未来を見据えて、い

ろいろな取組をさせていただければと思います。それでは、本当にお忙しい中ご出席いた

だき、ありがとうございました。以上を持ちまして、第 112 回中部圏知事会議を終了させ

ていただきます。本日は誠にありがとうございました。 

―― 了 ―― 


