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第１１３回 中部圏知事会議（Ｗｅｂ会議） 議事録 

日 時   令和２年10月20日（火） 13：31～14：34 

場 所   災害対策本部室（自治センター６階） 

 

 

１ 開会 

 

【愛知県知事】  それでは、予定をしておりました１時半になりましたので、始めさせ

ていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

２ 会長挨拶 

 

【愛知県知事】  まず私から、冒頭一言御挨拶を申し上げます。 

 愛知県知事の大村です。 

 第113回の中部圏知事会議を始めさせていただきます。 

 皆様におかれましては、お忙しい中、御参加をいただき誠にありがとうございます。今

回の会議は名古屋市さんでの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

状況を踏まえまして、春に続きましてウェブ会議方式での開催とさせていただきました。

よろしくお願いいたします。来年は、ぜひまた皆さん、一堂に会しての中部圏知事会議と

いう形でできればと思っております。 

 さて、今月から、ＧｏＴｏトラベルにおいて東京発着とする旅行も対象になりました。

また、入国制限が順次緩和されるなど、経済活性化に向けた取組も加速しております。引

き続き、感染防止対策の徹底と社会経済活動の維持・両立を図っていきたいと考えており

ます。各県市の皆様におかれましては、県民・市民の皆様の命と健康を守るために、医

療・検査の強化、また、地域経済の回復など様々に取り組んでいただいておられます。今

後とも皆様と一致協力、連携をいたしまして、感染拡大の防止、そしてまた県民・市民の

皆様の生活、企業の経済活動をしっかりと盛り上げていきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 さて、９月16日には菅新内閣も発足いたしました。この内閣にも同じく、コロナウイル

ス感染症の克服と社会経済活動の回復が求められております。私どももしっかりと要請、
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働きかけをしていきながら、また連携をして克服をしていきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 本日の会議では、これまでのこの感染症に対する各県市の取組を踏まえまして、国へ要

請する内容について意見交換を行い、「国への提言」を取りまとめていきたいと考えてお

ります。皆様と連携して、中部圏知事会が先頭に立って新型コロナウイルス感染症を克服

していきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

３ 議事 

   国への提言 

 

【愛知県知事】  早速、「国への提言」ということで、議事に入らせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

 今回は「新型コロナウイルス感染症対策の強化について」ということで、17項目の、少

し大部なものでありますが、この提言を取りまとめさせていただきました。これを、皆様

に意見をいただきながらまとめて、国へ要請をしていきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 それでは、私のほうから、まず発言をさせていただきます。 

 お手元にこの提言文案がございます。これは５月の会議の際に取りまとめて国に対して

提言活動を実施したものから、状況の変化などを踏まえて各県市から御提案をいただいて、

追加・修文を行っております。 

新たな項目として、「５ 水際対策の強化」、それから「10 社会全体のデジタルトランス

フォーメーションの推進」、それから「16 防疫体制の整備」、「17 分散型国土の形成」と

いったものを追加しておりますし、また様々に修文も行っております。この内容につきま

して、今日はそれぞれ各県市さんから御意見をいただければと思います。 

 まずは、私ども愛知県のほうから、申し上げたい事項を御説明いたします。 

 まず、２ページの１の（５）、「特措法に基づく要請・指示の実効性担保」ということで

ございます。 

 私ども愛知県では、４月に特措法に基づく休業要請を行いました。また、８月にもエリ

アを限って名古屋の繁華街の営業時間短縮等の要請を行い、協力金も４月、８月と交付も

させていただきました。そういう中で、実効性を高めることが必要でありますので、従っ
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ていただけない場合の罰則規定でありますとか、休業を補償する担保措置、財源確保をお

願いしたいと思っております。 

 そして、２ページの１の（６）、「感染症法に基づく要請・指示の実効性担保」というこ

とでありまして、これは４月に私どものところで、宿泊療養施設に入所していた方が職員

の慰留・説得にも関わらず自宅へ帰ってしまったという事案もありました。こういう場合

に指示に従っていただけるような担保、法的措置をお願いしたい。これもずっと言ってお

りますが、そのことも書かせていただきました。 

 そして、３ページの２、「社会経済活動の再開につながる検査体制の強化」であります。

ＰＣＲ検査体制のさらなる強化が不可欠であります。私どもは先週10月15日から、新たに

愛知医科大学にもドライブスルーのＰＣＲ検査所を設置いたしました。10月末には愛知県

全体で3,600件の検査能力、そして、11月末には4,400件を超える検査能力まで増やしてい

きます。国へは民間検査機関の拠点を、東京だけでなく各地方にも拡大するよう、これま

でも申し上げてきましたが、しっかり働きかけをしていきたいということでございます。 

 そして、３ページの３、「医療提供体制の強化」でございます。３ページの３の（１）

と４ページの３の（４）でありますが、これから季節性インフルエンザも流行りますので、

医療提供体制の確保が最優先の事項でございます。先週10月15日に岡崎市に新型コロナウ

イルス専門病院、ベッド100床の専門病院を県が開設いたしました。まだ入院はお一人な

んですけれども、冬に備えて準備を進めているところであります。また、医療物資の確保、

病院経営の支援など、こうしたものも引き続き国の支援を求めたいと思います。また、医

療機関が緊急的に施設の改造をする必要が生じた場合は、これは国の新型コロナウイルス

感染症緊急包括支援交付金の対象となるように、これも要請をしたいと思います。 

 そして、５ページの５、「水際対策の強化」でございます。これも私ども、中部空港が

ありますので、これまでも国にしっかりと働きかけをしてまいりましたが、この中部空港

の検疫体制の拡充については、岐阜県、三重県、名古屋市、名古屋商工会議所、中部経済

連合会、中部国際空港会社と連携をして、７月、そして今月の10月８日にも、厚生労働大

臣、国土交通大臣にも要望させていただき、前向きに検討するという返事もいただいてお

りますが、国際線の復便を進めるためにも、検疫体制のさらなる強化・拡充をしっかりと

これからも働きかけていきたいと思います。 

 そして、７ページの８でありますが、中小企業・小規模事業者対策に対する支援策、雇

用対策の一層の充実、それから、10ページの８の（16）で、緊急雇用創出事業を創設願い
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たいと。リーマン・ショックの後と同じようなものをやっていただきたいということ。 

 それから、12ページの10、「社会全体のデジタルトランスフォーメーションの推進」と

いうことでありまして、これは国と地方が一体となって取り組むことが必要だということ

だと思います。そして、人材の育成も、これもオールジャパンでしっかりとやっていただ

けるように働きかけをしたいと思います。 

 そして最後に、14ページの12、「地方財政への十分な支援」を要請したいと思います。

私ども９月議会で、今年度、法人事業税などを400億円、年度途中ですが減額補正しまし

た。大変厳しい税収の動向、皆さんも一緒だと思いますが、そういう意味で、新型コロナ

ウイルス感染症対策は私ども都道府県、県市が前面に立ってやっておりますので、国に対

してはしっかりと地方財政を支援するための減収対策をやっていただけるように、引き続

き強く働きかけをしていきたいと思っています。 

 以上のようなことを、この提言文案に盛り込んでおりますので、よろしくお願いをいた

します。 

 それでは、続きまして、各県市さんから御発言をお願いしたいと思います。なお、時間

も限られておりますので、各県市５分程度でお願いしたいと思います。 

 それでは、まず、谷本石川県知事から順に御発言をお願いいたします。石川、福井、長

野とお願いいたします。 

【石川県知事】  まず、提言を取りまとめいただきました大村知事、事務局の皆さん方

には敬意と感謝を申し上げたいと思います。 

 私のほうからは、本県の実情も踏まえまして、賛同する立場から数点申し上げたいと思

います。 

 １点目は提言書の９ページの８の（13）、いわゆるＧｏＴｏトラベル事業についてであ

ります。 

 本県産業の大きな柱であります観光産業でありますけれども、新型コロナウイルス感染

症の影響によりまして人の流れが大きく停滞し、大きなダメージを受けたわけであります。

主要温泉、８温泉地の４月から５月の宿泊者数は、前年同期と比べ実に９割の減少という

ことになりました。多くの宿泊施設が休業せざるを得ないなど、大変厳しい状況に陥った

わけであります。また、当時、多くの県内観光事業者の皆さん方からは、厳しい状況の中

であっても営業再開の時期を探っているという、そんな切実な声もお聞きいたしました。 

 こうした状況を踏まえまして、緊急事態宣言が解除された直後の６月８日から、県民の
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皆さん方が対象でありますけれども、外出自粛による疲れを癒やしていただく、温泉旅館

をはじめとする県内の観光地の魅力を再発見していただこう、そして、疲弊した観光産業

を県民挙げて応援していただきたいという思いで、県民の皆さん方を対象にした県独自の

県内宿泊旅行商品の割引制度を導入しました。できるだけ細かな条件はつけずに、宿泊料

金を３段階に分けた半額助成という分かりやすい制度にしたこと、感染状況も比較的落ち

着いてきていたこと、県内の温泉地を応援したいという県民の皆さん方のニーズにも合致

したこと、これらが相まって、当初の想定を大きく超える数多くの皆さん方に御利用いた

だきました。最終的に旅行代金総額で約40億円、県の支援が約17億円、宿泊者数は延べ約

15万人を数えたわけであります。御利用いただいた方々からは、普段は利用しない比較的

宿泊単価の高い温泉旅館に宿泊することができ、自粛疲れも癒すことができた。県内の観

光地の魅力を再発見するよい機会になった。温泉旅館などからも、例年閑散期となる６月、

７月に多くのお客様に御訪問いただいて大変助かった。こんな声が聞かれました。好評を

いただいたところでございます。そして、県内の旅行代理店からの予約のみに限定したり、

旅行代理店と宿泊施設が連携して、旅行商品に付加価値を高めていただくなど、苦しんで

いる旅行業界全体に活気が戻るように工夫もさせていただきました。 

 ７月下旬から国のＧｏＴｏトラベル事業が始まったわけでありますけれども、今月から

は東京発着の旅行も対象に加わりました。北陸新幹線の利用状況は、６月以降、対前年比

７割減で推移しておりましたが、９月は約６割減、10月は約５割減という形で着実に上向

いてきておるわけであります。県内の宿泊事業者からも、ＧｏＴｏトラベル利用者の予約

により年内はほぼ予約が埋まっている。全国からのお客様が宿泊されており、特に10月以

降は首都圏からの増加が著しい。こういった声をお聞きするなど、その期待が一段と高ま

っております。 

 しかしながら、先般、一部のインターネット旅行予約サイトにおいて、想定を大きく上

回る予約が殺到したことによって、国から配分された予算の不足を懸念して割引額の圧縮

や利用回数の制限に踏み切る、そんな事態が発生したという報道がございました。その後、

国が急遽予算の追加配分を決定したことにより、現在は各予約サイトの割引額は元に戻っ

ているとのことでありますけれども、対応が若干後手に回ったことは否めないと思います。

そもそもこの制度は半額割引で最大２万円、うち宿泊割引最大１万4,000円、地域クーポ

ンが6,000円ということで国も大々的にＰＲを行われたわけであります。これが国民の間

に定着しているというふうに私は考えるべきだと思います。こういう中で、旅行代理店に
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よって、それぞれ個別に割引額の圧縮や利用回数に制限を設けざるを得なくなることは、

現場や利用者に大きな混乱を招くと同時に、制度の安定的な運用を損なうものであります。

ひいては、安定的な旅行需要の喚起に水を差すものと言わざるを得ないと思います。 

 ＧｏＴｏトラベル事業は、旅行需要を喚起する上で大きな効果が期待できる事業であり

ます。そして、観光産業は裾野が広い、波及効果が非常に大きいことから、地域経済全体

の底上げにもつながるものであります。国においては旅行の時期や目的地に配分枠を設け

ましたが、これも撤廃されたとお聞きをしております。今後とも旅行者が安心して利用で

き、事業効果が最大限発揮されるよう十分な予算を確保いただくなど、旅行者の混乱を生

じさせないような安定的な制度運営を図っていただきたいというふうに思います。 

 また、現在は個人旅行が中心でありますけれども、観光事業者や宿泊施設において、業

種別ガイドラインに基づく感染防止対策が徹底されていくことに伴いまして、今後、団体

旅行も復活していく可能性が十分あると思います。今後見込まれるさらなる需要の増加に

も十分対応できるよう、国においてはＧｏＴｏトラベル事業について、３次補正で予算の

増額を図るなど、観光関連産業が持続的に回復できるよう来年度以降も継続して実施をし

ていただきたい、このことを強く申し上げたいというふうに思います。 

 ２点目は、提言書８ページ８（５）の事業者の前向きな取組に対する支援についてであ

ります。 

 事業者の中には、新型コロナウイルスの影響による厳しい現状を打開するため、これま

で事業の継続にとどまらず、例えば飲食店でのテイクアウト販売でありますとか、小売店

でのネット販売の強化といった、新たな業態に取り組む前向きな動きが見られるわけであ

ります。このため、本県では、中小企業庁において今年度第１回目のコロナ対策としての

国の補正予算に計上されました、中小企業の再起を支援する地域企業再起支援事業を活用

して、新たな分野にチャレンジする意欲ある取組を積極的に後押しし、地域経済の正常化

に向けた取組を進めているところであります。県内中小企業もこれに呼応いただきまして、

想定を大きく超える申請がありましたことから、現状では事業費ベースで34億円のニーズ

がある中、国からの事業費は約13億円の配分にとどまっております。差額の約21億円は臨

時交付金を充当せざるを得ない、こんな状況になっているわけであります。 

 このように、地方の現場で相当のニーズがあり使い勝手がよいにも関わらず、この地域

企業再起支援事業の全国枠は僅か200億円にとどまっております。そういう現状でありま

すので、国においては予備費の充当も含め、予算の増額をぜひお願いしたいと思います。
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今まさに地域経済の正常化に向けた取組が大きな課題となる中、単なる中小企業の事業継

続への支援だけではなく、こうした前向きな取組の後押しこそ強化すべきだろうと思うわ

けであります。 

 最後に、報道等によれば、補正予算の年内の編成を目指し調整が進められているとのこ

とであります。ぜひとも地域経済の再生に向けて、経済対策関連予算の確保をお願いした

いと思います。そして、大村知事がおっしゃったように、今後も新型コロナウイルス感染

症の影響が続くことが予想されます。感染拡大の防止と地域経済の正常化の両立を図るた

め、来年度以降も引き続き、地方が地域の実情に応じた取組ができるよう、臨時交付金、

あるいは包括支援交付金の確実な継続と増額を強く国に主張していくべきと申し上げたい

と思います。 

 私のほうからは以上です。 

【愛知県知事】  ありがとうございました。 

 それでは続きまして、福井県の杉本知事、お願いします。 

【福井県知事】  ありがとうございます。福井県の杉本でございます。 

 まず、大村会長をはじめ愛知県庁の皆さんには、提言案の取りまとめ、ありがとうござ

いました。提言案の内容につきましては全面的に賛成をさせていただきます。修正につい

ても一任をさせていただきます。その上で、幾つかの点について触れさせていただきます。 

 まず、国による情報提供についてです。 

 新型コロナの感染経路については、最近ではスーパーコンピューター・富岳のシミュレ

ーションなどが一部公表されておりますけれども、国が保有する大量のデータから、感染

リスクの高い場面と行動を明らかにして、国民に分かりやすく広報していただきたいと考

えております。また、我々はＨＥＲ－ＳＹＳ（ハーシス）への入力を一生懸命行っていま

すけれども、そこに集積された全国の有効な統計データを還元していただきたいと思って

おります。 

 ２つ目が、全国一律の休業補償支援制度の創設についてです。 

 福井県では８月末にカラオケ喫茶で大きなクラスターが発生しました。そこで大きく３

つの対策を取ったところです。まず、即座に地域を限定して、カラオケを伴う飲食店に対

して昼間の休業要請を行ったこと。それから、従業員全てに対してのＰＣＲ検査を実施し、

陽性者が出た店については店名の公表を依頼して、利用者のＰＣＲ検査の実施を行ったと

ころです。これによって10日間で収束をさせることができました。振り返りますと、積極
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的疫学調査による早期の陽性者の発見、入院治療を行ったことで、次の次の感染を封じ込

めて患者の重症化の抑制にもつながったと考えております。また、地域・業種を絞った休

業を要請したことによりまして、地域経済への影響も少なくて済んだところです。感染拡

大防止に向けて躊躇せずに対策を実行できるよう、休業要請の法的拘束力の明確化や休業

要請を行ったときの協力金について、全国一律の制度化を行うべきと考えております。 

 続きまして、検査体制・医療提供体制の強化についてです。 

 本県では、季節性インフルエンザの流行期に備えて、新型コロナウイルスの検査数をイ

ンフルエンザの最盛期の検査数と同じ１日最大3,000件となるよう、医師会と集合契約を

締結して検体の採取の体制を整えたところです。そこで、地域の診療所などに安心して検

査を担ってもらえるよう、必要なマスクやガウンなどの感染防護具、抗原検査の簡易キッ

トなどが地方にも流通する体制を構築していただきたいと考えております。 

 次に、医療機関の安定的な経営確保についてです。 

 一般患者の受診控えなどによりまして、医療機関の経営状況の悪化も課題となっており

ます。地域の医療提供体制を維持していくために、前年ベースの診療報酬を得られるよう、

加算要件の緩和が必要だと考えております。治療体制の確立につきましては、国には治療

薬の開発も含めた外来での治療体制の早期確立をお願いしたいと思っております。治療薬

が開発、供給されれば、軽症者の治療は外来診療と自宅療養によって十分対応が可能にな

りまして、医療機関は重症患者の治療に専念できるという考え方です。 

 次に、地域経済の再生についてです。 

 先般、県内の経済団体ですとか観光・交通事業者などとの意見交換を行い、影響の長期

化を受けて、消費喚起や雇用維持に加えて、アフターコロナを見据えたデジタル化への対

応を求める意見をいただいたところです。まずは雇用調整助成金の特例措置の延長や持続

化給付金の複数回給付に加えて、雇用の受皿を確保するための緊急雇用創出事業の創設な

ど、経済・雇用のセーフティーネットとしての支援が必要と考えております。これに加え

てオンラインによる遠隔商談や消費喚起策へのデジタル技術の活用など、アフターコロナ

の時代に経済を飛躍させる基盤づくりに対する支援が必要と考えております。 

 最後に、地方財政への支援です。 

 感染症対策と経済再生の両立は長期戦が想定されるため、まずは今年度、予備費も活用

して地方創生臨時交付金の積み増しや基金の積立要件の弾力化が必要と考えます。さらに、

来年度以降においても継続的な予算措置が必要となります。総務省が公表した来年度の地
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方財政収支の仮試算によりますと、地方交付税の総額は今年度比2.4％減となっておりま

して、コロナ禍での財政運営が逼迫する状況が予想されます。地方財政に影響が出ないよ

う、地方交付税の法定率引上げを含む抜本的見直しを行うべきと考えております。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【愛知県知事】  ありがとうございました。地方財政の支援をしっかりと要請していき

たいと思います。 

 続きまして、長野県さん、その後静岡県さんということで、長野県の阿部知事、お願い

いたします。 

【長野県知事】  よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、大村知事をはじめ、愛知県の皆さん方には提言を取りまとめいただき

まして大変ありがとうございます。内容的には、私ども、全面的に賛成でございますので、

ぜひ強力に政府に対して要請を行っていきたいと思います。 

 そんな中で、私のほうから強調したい点だけ、５点ほど申し上げたいと思います。 

 提言の中で、まずは医療提供体制の強化ということに触れていただいております。今、

医療機関の皆さんには、インフルエンザ流行期に向けたさらなる検査体制の強化というこ

とで、これは長野県のみならず全国でお願いしている状況だと思いますけれども、やはり

お話をさせていただく中で、経営面への支援ということを強く求める意見がありますし、

また、医療従事者の皆さんが安心して検査、あるいは診察に当たっていただく上では、医

療物資、防護具、こうしたものをやはり切れ目なく、国の責任においてしっかり供給・確

保してもらうということが極めて重要だと思っています。最前線で御尽力いただいている

医療関係者が、経営面のことも不安に感じながら取り組むというようなことはあってはな

らないと思いますので、ぜひこの点、政府として応援するんだという強いメッセージを出

して、そして、具体的な支援策についても強力に進めてもらいたいと思っています。 

 それから、２点目でございますけれども、やはり地域経済への影響が非常に長期化して

いる中で、様々な課題が出てきていると考えています。この提言の中にかなり入れていた

だいたわけでありますけれども、まず公共交通、これは公共交通事業者の皆さんの使命と

して緊急事態宣言中も、あるいはその後も、やはり運行継続を行っていただいてきている

わけでありますし、今後の社会経済活動を回していく上で不可欠な存在であります。そう

いう意味で、これは非常に事業形態としては大規模でありますので、通常、許認可は国が

行っているわけでありますから、こういう事態においては国が全面的に支援してもらうと
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いうことが重要だと思っています。 

 それから、観光関係、先ほど谷本知事からもお話しがありましたが、今、長野県として

も全国からお客様をお迎えしようということで、ＧｏＴｏトラベルにさらに県単独で上乗

せをさせていただいています。中部圏各県からも長野県に観光でぜひお越しをいただき、

広々とした信州で思いっ切り深呼吸をしていただきたいと思っております。そういう中で

ＧｏＴｏトラベル、年度の途中、１月中に終了の予定になっていますが、先ほど谷本知事

からもお話がありましたように、年度内はもとより、来年度に向けてもしっかり継続して

もらえるように、強く要請をしていただきたいと思っています。 

 それから、有効求人倍率も全国的に大分下がってしまっている状況がありますので、ぜ

ひ緊急雇用創出事業の創設をはじめとして、雇用対策、いま一度、リーマン・ショックと

同様、あるいはそれを上回る対策を、国においてはしっかり取り組んでいただきたいと思

っています。 

 それから、13ページの風評被害の防止についてであります。これは三重県の鈴木知事に

お取り組みいただいているわけでありますけれども、人権を守るということはもとより最

優先の課題であると同時に、やはり治療、あるいは検査を控えたり、また各企業も一人で

も感染者を出してしまうと大変なことになるということで、非常に過度な自粛を招く要因

にもなっていると思います。長野県は今、温かい社会をつくろうということで県民の皆さ

んに呼びかけていますけれども、国民全体で、決して誹謗中傷、風評被害を許さない社会

をつくるという強い決意を国においても示していただきたいと思っています。 

 それから、若干順番は前後しますが、デジタルガバメントの構築、ＤＸ戦略、長野県も

進めていますが、これはまさにコロナ禍においてその重要性が再認識されているわけであ

りますので、国・地方一体で進めていきたいと思っています。 

 最後、地方財政、これは大村知事からも冒頭お話がありましたように、どこの都道府県

もコロナ対策を全力で行う中で、財政的に非常に厳しい状況になりつつあります。来年度

の地財対策も含めて、平時とは違う観点で、国としてしっかりとした地方財源の確保を行

っていただくように強く求めていきたいと思います。 

 私のほうからは以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【愛知県知事】  ありがとうございます。 

 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。 
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【静岡県知事】  大村会長さん、提言案を取りまとめていただきまして誠にありがとう

ございました。17の項目、全て賛成でございます。そのうち５項目につきまして、簡単に

意見を述べさせていただきます。 

 まず、第１項目、実効性ある感染症拡大防止対策の強化の（１）感染症に関する基本法

等の整備についてでございますけれども、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大による

甚大な影響は、国民の生命、経済、社会、さらには人々の行動、意識、価値観にまで及ん

でおりまして、まさに国難と言うべきであります。日本では明治30年の伝染病予防法以来、

約120年にわたり、感染症法、検疫法、地域保健法をはじめ、今般の新型インフルエンザ

等対策特別措置法などの個別法令が複数制定された結果、休業要請、補償、入院患者対策

等につきまして、国と地方自治体との役割分担があいまいであったり、外出自粛をはじめ

とする社会的活動に関する私権の制限の問題が明らかになるなど、現行法制の枠組みでは

限界を超えているという認識を持っております。このことから、国は早急に防疫体制の拠

り所となる対応方針や理念、具体的施策等を明示した感染症に関する基本法等の整備を検

討することが必要であると思いますが、基本的に国民を疫病から守る防疫は、防衛・防災、

この２本柱と並ぶ国防の３本柱として位置づけるべきであるというふうに考えております。 

 ２つ目は、第３項目の命を守り経済も守るための医療等提供体制の強化の（７）治療

薬・ワクチンの製品化についてですけれども、県民、また国民の不安を解消するためには、

何よりも治療薬・ワクチンの早期実用化が不可欠であります。この件は全国知事会等の場

でも繰返し要請しておりますけれども、日本のライフサイエンスの分野は世界トップクラ

スにございます。したがって他国頼みの方策を取るのではなくて、我が国の製薬会社や研

究機関に対し大規模な基金を創設するなどの大胆な資金投入を行うことで製品化を実現し、

我が国が先進国としての責務を果たすべきであると考えております。 

 ３つ目は、第５の項目でございます水際対策の強化のうち、（１）の水際対策を確実に

実施するための検疫及び検査体制の継続・強化についてでございますけれども、９月25日

に開催された政府の新型コロナウイルス感染症対策本部におきまして、新規入国許可対象

が拡大されました。10月１日からは順次入国制限が緩和されているということでございま

すが、地方における国際的な人の往来の再開に向けまして、国際線の早期再開が望まれま

す。このため、地方空港において確実に水際対策が実施されるように、国の検疫及び検査

体制の強化が必要であると存じます。 

 ４番目は、第16項目の防疫体制の整備等についてでありますけれども、感染症に関わる
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業務は複雑かつ多岐にわたっております。新型コロナウイルス感染症のような世界規模の

蔓延への対応には高度な専門性が求められます。防疫体制の抜本的強化に当たりましては、

アメリカのＣＤＣなどの例を踏まえ、この10月１日、東京都さんが東京版のＣＤＣを開設

されて、医療機関のクラスター対策や感染状況の情報収集、発信、調査・分析などの業務

が開始されておりますけれども、我が国におきましても、発生時の対応、公衆衛生、医療

体制、研究活動などが一体となった平時でも機能する組織を構築し、感染症医療に精通し

た人材の育成を進めるなど、新たな防疫体制を整備する必要があると存じます。 

 最後は、一番最後の第17項目、防疫対策を踏まえた分散型国土の形成についてでござい

ます。 

 新型コロナウイルス感染症によって、我が国における極めて大きな課題として、東京一

極集中によるリスクが改めて国民に認識されているところであり、今こそ中部圏知事会と

しましてはこれを克服し、我々が先頭に立ってポスト東京時代を拓くべく、中部地域へ皆

さん帰ってくださいというような取組を全力で進めていきたいと思っております。国に対

しましては、自然と共生する新しいライフスタイルへのシフトチェンジをはじめ、中央省

庁、企業、大学・研究機関の地方分散、地方創生につながる視点からの国土強靱化など、

国土構造の大転換に向けて、大胆かつ速やかに取り組むように求めてまいりたいと存じま

す。 

 以上でございます。 

【愛知県知事】  ありがとうございます。 

 それでは続きまして、三重県の鈴木知事、お願いします。 

【三重県知事】  大村知事、愛知県の皆さん、取りまとめ、ありがとうございました。

全面的に賛同という立場で、強調したい点や御報告も含めて５点ほど申し上げたいと思い

ます。 

 １点目は、９ページの（13）、谷本知事、阿部知事からもありましたＧｏＴｏキャンペ

ーン、ＧｏＴｏトラベルの関係です。今日、三重県内の旅館の人から、僕のフェイスブッ

クに、ゴールデンウイークぐらいまでとにかくやってもらわなあかんなとかという話も書

き込みがあったぐらいで、おかげでＧｏＴｏトラベルなどの効果もあって、９月のインタ

ーネットによる三重県内の予約宿泊は、取扱件数、予約件数で対前年7.5％増、取扱額で3

2.2％増、客単価で20.9％増ということで、対前年を上回る実績も出てきているという状

況です。これでもまだインターネット予約だけの実績ということでありますので、ぜひ継
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続的な需要喚起、旅行需要の平準化のためにキャンペーンの継続をお願いしたいというの

が１点です。 

 ２点目は、10ページの（16）の緊急雇用の関係です。やはり各指標を見ても、雇用のと

ころだけまだまだ戻ってきていません。ですので、リーマン時を上回るような基金を活用

した緊急雇用が必要だと思っています。昨日もちょっとお聞きしますと、介護は有効求人

倍率4.1ぐらいあったものが、コロナでもまだ3.8ぐらいあるというような状況で、要は有

効求人倍率、求人が減っているところもあれば変わらないところもあって、まだミスマッ

チもあるという中で、雇用の受皿をつくっていくのは極めて重要な課題ですので、ここを

しっかりやっていかなければならないということであります。 

 ３点目は、12ページの大きい10番、ＤＸの関係ですけれども、先般の全国知事会でデジ

タル社会推進本部をつくらせていただいて、私も副本部長を拝命し、明日、飯泉会長と村

岡本部長とともに武田総務大臣に要望をします。全国知事会でも意見の多かった人材育成、

それから情報通信インフラ整備、それからデジタルデバイド対策、こういうところにしっ

かり力を入れて国に申し上げていきたいと思います。 

 ４点目は13ページの大きい11番、先ほど阿部知事からも触れていただきました人権の関

係です。これにつきましては、11月５日の全国知事会議で、私が全国知事会を代表して参

画している、新型コロナウイルス感染症対策分科会偏見・差別とプライバシーに関するワ

ーキンググループでの検討に役立てるため、全国知事会を通じて全都道府県調査をやらせ

ていただいた実態調査の取りまとめ結果の報告をさせていただこうと思っています。先ん

じて今日簡単に申し上げておきますと、47都道府県のうち、偏見差別に関する相談窓口を

設置しているのが37で、そのうち10県はコロナに特化して専用の相談窓口を設けています。

そこで集計した相談の数が1,076件なんです。しかし、相談件数を把握していないところ

もあり、把握の仕方も結構それぞれですし、窓口を開設している日も、月１回のところも

あれば毎日やっているところもあるので、まだまだ氷山の一角ということで、感染してい

る人も感染していない人に対しても、ひどい差別や偏見、デマがあったという実態が分か

り、極めて深刻だというふうに考えています。引き続き取組を強化する必要がありますの

で、ここに書いてある提言のようなことを国にも言っていく必要があると思います。併せ

て、インターネット上の不適切な書き込みに対して対策をしているのが47都道府県のうち

26ありましたが、26のうちの半分は不適切な書き込みを発見していないとおっしゃってい

るんですね。だから、やはり検知能力にも差があるので、ここの部分をもっと自治体同士
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でもブラッシュアップしていく必要があるなと感じています。また、11月５日に詳細を報

告し、資料なども皆さんと共有させていただきたいと思います。 

 最後は14ページの12番の地方財政についてです。 

 地方創生臨時交付金に関しまして、昨日も官房長官と地方創生担当大臣のところに地方

六団体で要望してまいりましたが、引き続き要望していく必要があると思っています。現

在２回目の地方創生臨時交付金の活用状況調査を、全国知事会地方税財政常任委員会委員

長である石井知事との連名で調査させていただいておりますので、ぜひ御協力いただいて、

少しでも不足額をしっかり把握して地方の実態を国に伝えていけるようにしたいと思いま

すので、御協力のほどよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 私からは以上です。 

 

【愛知県知事】  ありがとうございました。 

 続きましては、滋賀県の三日月知事、お願いいたします。 

【滋賀県知事】  大村会長をはじめ愛知県の皆様、そして各県知事の皆様、大変お疲れ

さまでございます。 

 滋賀県は今のところ、おかげさまで落ち着いた状況ではございますが、気をつけながら

経済社会活動、生活と両立させていくということに取り組んでいきたいと思っております

し、このコロナ禍を経験していることをうまく生かしながら、よりよき自治を追求しよう

ということを呼びかけているところでございます。その一環といたしまして、３月から５

月の取組を冊子としてまとめまして、反省点も様々さらけ出しながら、次の波に向けた対

策を強化しているところでございます。新しい生活様式という言葉がよく出されるのです

けども、子ども目線の新しい生活様式をつくろうということで、県内の子どもたち、また

一部保護者の皆様方から頂いた３万件を超えるアンケートを集約いたしまして、「すまい

る・あくしょん」という形でまとめてつくらせていただきました。このことはぜひ11月５

日の全国知事会議でも共有させていただき、ぜひ全国に子ども目線での新しいルールづく

りを皆様方と一緒に広めていきたい、これが１点の報告でございます。 

 また、提言に関しましては５点申し上げたいと思います。 

 １点目は学生たちの学びについてであります。 

 この後期になりまして対面とオンラインの併用という形が取られ始めているということ

でございますが、まだまだキャンパスでの、また学生の学びというものに不自由さ等が付
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きまとっているという状況でございますので、ぜひ４月から開始された国の就学支援制度、

この給付基準の緩和によって学生への支援の強化を行っていくということについて、国に

も強く求めていくべきではないかと思います。 

 ２点目はＰＣＲ検査等に係る公費負担への財政支援についてでございまして、ＰＣＲ検

査等にかかる費用は、２分の１が国の負担、残り２分の１が地方負担ということになって

おります。今後、検査体制を増強していく中で、件数が増えれば地方の負担が増えてくる

という状況が予想されます。ぜひ、全国一律で必要となる検査の経費については、全額国

の責任で財政負担すべきだということを強く求めるべきではないか、これが２点目でござ

います。 

 ３点目は医療機関への経営支援でございまして、どの県も同じだと思いますが、このコ

ロナの影響でかなりの影響が出ている、受診控えが続いているという状況だと思います。

また、コロナ入院患者を受け入れていない医療機関、特に耳鼻咽喉科、小児科、整形外科、

こういったところにも影響が出ているということがございますので、ぜひ包括支援交付金

の対象拡大など、具体的な支援策について、早急に示していただくよう要望すべきかと存

じます。 

 ４点目は水際対策でございまして、滋賀県は関西と中部のちょうど真ん中に位置してお

ります。これから海外から人が流れてくるということになれば、その感染拡大というもの

も懸念されるという状況にございます。関西広域連合でも、関西空港検疫所に対して宿泊

療養施設の増設といったようなことを現在求めているところでございますが、ぜひ中部国

際空港をはじめ、その他の空港におきましても、速やかに検査体制等の強化に取り組んで

いただくように要望すべきかと存じます。 

 最後は、長野県知事、三重県知事もおっしゃいましたが、偏見・差別についてでござい

ます。滋賀県では差別ではなくエールをということで、何々しないでおこうというメッセ

ージから、何々をしようというポジティブなメッセージで呼びかけを今行っているところ

でございます。ぜひこの点につきましても、国を挙げて粘り強い広報と啓発に取り組むよ

う一致結束して求めていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 本県からは以上でございます。 

【愛知県知事】  ありがとうございました。よろしくお願いします。 

 それでは、続きまして、名古屋市の河村市長からお願いいたします。 

【名古屋市長】  それでは、名古屋でございますが、御苦労さまでございます。 
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まず１つ、名古屋は、非常にこれは地味で丁寧にやっておってなかなか分からんのです

けど、名古屋でいうと保健センターということで、保健所ですね。保健所の皆さんが、陽

性者の数だけじゃなしに、非常に地道な健康観察、これを非常に丁寧にやっております。

これにつきましては、国の感染症研究所からも丁寧にやっておるということでお褒めの言

葉をいただいたということでございますので、報告させていただきます。これを見ると分

かるのですが、要は、よく分からんと思いますけど、例えば10月19日、一番こっちの10月

19日で健康観察者が390名と。それで、陽性者は10月18日で15人なんですね、実は。最近

10名ほどですけど。ですから、１人の陽性者が出ますと掛ける25ぐらいのところを、昨日、

おととい、国の場合は初め、陽性者が、いわゆる患者さんが出てからの追跡だけだったん

ですけど、名古屋は初めから陽性者、患者さんが出たらその２日前まで、どこで、誰と行

った、飲んでおったねと。誰とボウリングに行っておったかと、そういう話を聞きまして、

きめ細かくフォロー、電話をかけるなどをしてフォローをさせていただいたということで

ございます。これをまず言っておかないかん。柔らかい隔離政策と。こっちは大体オリジ

ナルな呼称だと思いますけど。要するに隔離政策は当たり前、これは一番いいですけど、

やっぱハンセン病なんかにありましたように、行き過ぎたり、時代に遅れたり、非常に悲

しい思い出、記憶が多いものですから、柔らかいという名前がついておりますけど、名古

屋市は保健所が中心になって精いっぱい皆さんのことを、これは市民の皆さんが協力して

くれないかんもんで、大変丁寧にフォローして、基本的には隔離政策を柔らかくやってい

くということでやっております。 

 それから、検査のほうですけど、これは唾液の検査が中心になりますけど、名古屋市の

医師会の皆さんに御協力をいただきまして、今410か所でやれるようになりました。市内

110の中学校があるんですけど、その全中学校区で、大体中学校区で平均４か所、唾液で

やれるようになっておりますので、皆さん、身近なところでできるということでございま

す。それから、ＰＣＲの自動化装置も導入しまして、これも最大1,200件までできるとい

うことでございます。 

それから、インフルエンザとの同時流行の問題では６か月以上の乳幼児から小学校２年

生まで、それから、妊婦の皆さんには１回あたり1,000円助成を行うということでござい

ます。病床は大体300床を準備しております。 

 経済ですけれども、これはぜひ国にも言いたいんだけど、今国はどうなっておるかとい

うと、皆さん、貯金ばかりするんですわ、はっきり言いまして。10万円のお金も相当貯蓄



 -17- 

に回ったと思います。ですから、実は金はむちゃくちゃ余っておるんですよ、今国には。

だから、こういうところで財政危機だといってとんでもないことを言って民間に余ってお

る金をちゃんと使うようにせないかん。だから、マクロ経済学をちゃんと正しく勉強した

人が国でやってもらわないかんということでございます。 

 それから、名古屋の特色で言いますと、普通は休業補償ばかりですけど、名古屋の場合

は、仕事を続けた場合、換気が大変効くと言われておりまして、換気装置だとか、それか

ら紫外線だとか、いろいろありますわね、昔から言う紫外線。ああいうのを導入した場合

は50万円、75％までは応援させていただくと。仕事を続けた場合。これはもっと拡充した

い。私は市役所の職員に、みんな、回ってこいと言っておるんですわ。こういう飲食店な

んかへ。こういうことをやるとそれだけ補助が出るし、そういうところで、どんちゃん騒

ぎはいかんけれども、みんなで一杯飲む、そのぐらいのことをやっていこうじゃないかと

いうふうに僕は思っております。 

 それから、公共交通機関は混雑緩和のために努力しておると。 

 それから、観光のほうも6,000円相当の名古屋観光クーポンを3,000円で販売させていた

だくと。 

 それから、ナゴヤ信長徳政プロジェクトということで、国の仕組みをやったのでもない

ですけど、名古屋流に、信長さんは楽市楽座でどえらい商売を大事にした人ですので、

4,000万までですけど、名古屋市と金融機関の両方で利子補給しまして、これが今10月14

日現在で約２万1800件、約4,140億円の申込みを頂戴しております。申込みのうち大体

97％をオーケーにしておりますので、名古屋の市内に4,000億以上の、これは5,000億から

１兆円を目標にしております。金融機関と連携しておりまして、金融機関の窓口378か所

でやれるようになっておりますので、市のところへ来んでもいいよということで、大変に

御好評をいただいておるということでございまして、財政危機、財政危機とすぐ言います

けど、財政ってこれは総目ですから、本当の本体である、会社でいうと営業本部ですわね、

市民の経済そのもの、ラーメン屋のお父ちゃんやらパートのお母ちゃんたち、ここを守っ

ていくという政策に全力投球をさせていただいたということでございます。 

 以上でございます。 

【愛知県知事】  ありがとうございました。 

 それでは続きまして、富山県は山崎副知事、お願いいたします。 

【富山県副知事】  富山県の副知事の山崎でございます。石井知事が選挙運動期間中と
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いうことで、代わって出席をさせていただいております。 

 まずは、愛知県の大村知事さんが中心となり、多岐にわたる項目について、各県市から

の意見を取りまとめていただき感謝申し上げます。提言については賛同するものでござい

ます。 

 富山県からは、提言の12、「地方財政への十分な支援」、８の「地域経済への影響を踏ま

えた対策の実施」について発言させていただきます。 

 まず、14ページの（１）、（３）、地方交付税等一般財源総額の確保や資金繰り対策につ

いてです。多くの知事さんが御発言になりましたけれども、概算要求に伴う行財政収支の

仮試算では、地方一般財源総額について、前年度と同水準が確保されております。しかし

ながら、経済の下ぶれに伴う地方税の大幅な減収や、地方交付税の原資となる国税の大幅

な減少により財源不足額の大幅な増加が見込まれ、財源不足を国と地方で折半して補填す

るため、臨時財政対策債の大幅な増額が見込まれております。国税、地方税とも大変厳し

い状況の中で、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額を確保していくため、やむ

を得ない対応と考えられますが、一般財源総額の確保・充実と併せて、できる限り地方交

付税を確保して臨時財政対策債が抑制されるよう働きかけていくとともに、地方団体も今、

安定的に必要な資金調達ができるよう、国の責任による財政融資資金等の確保などの資金

繰り対策も求めていく必要があると考えております。 

  次に、（２）の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や新型コロナウイ

ルス感染症緊急包括支援交付金についてですが、現時点で既に不足が見込まれております。

本県においても、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金については、９月ま

での補正予算で地方単独分の交付限度額全額を活用することとしている中で、今後も感染

状況や経済雇用情勢等に時期を逸することなく迅速かつ的確に対応していく必要がありま

す。新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金につきましても、介護、障害、保育施

設等への感染防止対策支援で配分額が11億円不足しているほか、医療機関や介護・福祉サ

ービス事業所などの減収に対する支援も求められておりますことから増額や拡充が必要で

あります。また、来年度以降も感染症対策などに迅速かつ的確に対応していくため、両交

付金などの財源について積極的な措置を求めていく必要があります。 

 次に、（３）のうち、減収補塡債の拡充についてでございます。 

 今回の感染症により、これまで景気に対して安定的とされていた税目にも、想定を超え

る大きな減収が生じることが懸念されます。特に地方消費税は、都道府県税の約３割を占
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める基幹税であります。その減収は地方財政の安定的な運営に大きな支障を生じさせるこ

とが見込まれます。そのため、少なくとも今回の新型コロナウイルス感染症による景気へ

の影響が生じている間は、地方消費税などを減収補塡債の対象に追加するよう国に求める

必要があります。 

 次に、（４）の経済対策の実施についてです。 

 感染症対策と併せて、社会経済活動を早期に回復し力強い再生を実現するため、ハー

ド・ソフト両面においてリーマン・ショック時を上回る規模の国交付金を新たに創設する

など、総合的かつ積極的な経済対策を早期に講ずるべきであります。この点についても国

に対応を求める必要があると考えております。 

 次に、提言の８、「地域経済への影響を踏まえた対策の実施」のうち、本県が提案して

おります（18）、10ページ目ですが、産業界のデジタル技術への対応についてでございま

す。 

 他の知事さん方からも御発言がございましたけれども、今般の新型コロナウイルス問題

を通じて企業におけるデジタル化の機運が高まっております。今がデジタル革命を加速化

させる大きなチャンスである一方、中小企業を中心にＩＣＴの導入に向けた人的・財政的

負担も大きいことから、産業界のＤＸの推進のため、中部圏が連携して国に財政的な支援

などを要望していくことが必要であると思っております。 

 最後になりますが、５ページにある（７）に関係しますけれども、新型コロナウイルス

の治療薬として10月16日にアビガンの製造販売の承認を申請したと発表されました。本県

の製薬会社が開発・製造するアビガンは治療薬としての効果が強く期待され、国の緊急経

済対策において、令和２年度内に200万人分の備蓄を確保するとされたところであります。

富山県ではアビガンの増産におけるコスト高について、４月の早い段階から、北村地方創

生担当大臣に直接国の責任で必要な財政措置を行うよう強く要請するとともに、県薬業連

合会と合同で説明会を開催するなど、県内製薬会社に対しアビガンの増産への協力を働き

かけました。日本、ひいては世界の感染終息に寄与するものであり、引き続きしっかりと

取り組んでいきたいと思っております。 

 以上でございます。 

【愛知県知事】  ありがとうございます。治療薬の早期承認ということで期待したいと

思います。 

 それでは続きまして、岐阜県の平木副知事さん、お願いいたします。 
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【岐阜県副知事】  岐阜県の副知事の平木でございます。古田知事の代理で出席をさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

 まず、大村知事、中部圏知事会議の提言をお取りまとめいただき、ありがとうございま

した。本県としても全面的に賛成でございます。その上で、本県から４点ほど申し上げた

いと思います。 

 第１に、新型コロナとインフルエンザの同時流行に対する体制整備についてであります。 

 本県では、先週の13日、診療・検査医療機関、インフルエンザと新型コロナの検査を同

時にできる機関でございますけれども、こちらの指定を行いました。412の医療機関を指

定いたしまして、翌日から運用を開始しております。追加指定も行ってございまして、現

時点では423ということでございます。全国的にもかなり早い段階で指定を行って運用を

開始したわけでございますけれども、例えば医療機関の名前の公表であるとか、あるいは

検査件数の報告体制であるとか、そういった様々な論点というのが生じてまいりますので、

中部圏で逐次情報交換をさせていただいて進めていきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。また、提言の中にも盛り込んでいただきましたけれども、検査キット、Ｐ

ＰＥ、インフルエンザワクチンの十分な確保というのも、併せて中部圏知事会議としても

訴えていただきたいと思います。 

 第２に、感染症法の運用見直しに関連してのことでございます。 

 御案内のように、国は高齢者の方々、基礎疾患をお持ちの方々、重症化リスクがある

方々、こちらに入院措置の対象をシフトする形で政令改正を行われたわけですけれども、

併せて知事の裁量によっても入院措置を取ることもできるとされたところでございます。 

 本県では、先週の金曜日に県の専門家会議、これは条例で恒久設置しているもので、こ

ちらで専門家の方々の意見を伺ったところでありますが、無症状者、あるいは軽症者の

方々も含めて、本県では自宅療養者ゼロというような方針を持っているわけですけれども、

これを継続していくべきだというような御意見を頂戴したところであります。本県は、病

床、宿泊療養施設として現在1,091室確保しているわけでございますけれども、こういっ

た確保につきましては、特にホテルの開設などは時間も要しますし、あるいはクラスター

発生ですぐに患者の方の数が増えるものですから、平時から用意しておく必要がございま

す。知事の裁量で入院措置の対象が定められることにしたといって、こういった宿泊療養

施設の借上げとか医療機関への空床補償とか、そういったものの財源を大幅に国が削ると

いうことはあってはならないと考えております。何人かの知事さんからも発言がありまし
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たけれども、包括支援交付金の必要額を来年度においてもしっかりと確保できるように、

中部圏知事会議においても訴えかけをお願いしたいと思います。 

 第３に、水際対策でございます。こちらにつきましては新規項目として位置づけいただ

いてありがとうございます。感謝を申し上げます。 

 古田知事からもさきの全国知事会議で言及させていただきましたが、セントレアの検疫

体制につきましてはお医者様が３名と検査技師の方４名ということでございまして、唾液

による抗原定量検査の機器を入れて大分強化をしていただけるとは言いつつも、現在１日

の検査数が最大70件と聞いてございます。非常に小さいということでございまして、今後

のさらなる海外との往来の緩和に当たりまして、十分に対応できるのかどうかというのは

大変懸念しているところでございます。セントレアを含めまして、検査結果が判明するま

での間、確実に入国者・帰国者の方々全員を留め置いていただくことに加えまして、各空

港においてこうした検疫体制の充実がなされますように、引き続き我々としても訴えてい

かなければならないと考えているところでございます。 

 最後に、サプライチェーン補助金について申し上げたいと思います。こちらにつきまし

ても本県の意見を反映していただきまして感謝を申し上げます。 

 川勝知事さんからも発言がありましたけれども、ワクチンというのは非常に重要でござ

います。先日、梶山経産大臣に本県においでいただきまして、池田町にあります世界最大

規模の大型培養設備を要するワクチン工場を御視察いただきました。2020年度に1,000万

人分、2021年度中に3,000万人分とそれぞれ培養してワクチンの供給体制を整えるという

ことでございますが、この投資に使ったのがサプライチェーン補助金でございます。提言

にもありますように、アフターコロナ対応に係る企業の取組を支援するのは非常に重要で

ございまして、サプライチェーン補助金は非常に重要な補助金でございます。にもかかわ

らず、さきに予備費の活用によって追加があったとはいえ、企業ニーズには全く足りてい

ない状況にございます。本県では、国の補助制度を補完する形で中小企業向けの補助制度

を創設したり、あるいは県独自のデジタル化の支援の補助金を予算化したりしますけれど

も、全くニーズに追いついていないというのが現状でございます。したがいまして、設備

投資を決断した事業者の方々の投資意欲が停滞することがないように、引き続き予備費も

含めまして国においてしっかりと対応していただくように、また来年度におきましても、

地方創生交付金をはじめとしましてしっかりとした財源確保をして、事業者への投資促進

を図っていただくようお願いを申し上げたいと思います。 
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 岐阜県からは以上でございます。ありがとうございました。 

【愛知県知事】  ありがとうございました。ずっと一当たり御意見をいただきましてあ

りがとうございました。 

 それでは、皆様から御意見をいただきましたが、「新型コロナウイルス感染症対策の強

化について」という国への提言は、文案はこの今回のものでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【愛知県知事】  事前に御意見をいただいておりますので、このようにまとめさせてい

ただきました。 

 それでは、この文案でもって国への提言とさせていただきたいというふうに思っており

ます。よろしくお願いいたします。 

 そして、もう一つはお手元にお配りしておりますが、通常の提言、新型コロナウイルス

以外の提言でございます。インフラ整備だとか地方創生、防災対策、少子化対策といった

ようなものでございますが、これも事前に事務方で調整をさせていただいておりますので、

この文案によりまして、国に対して中部圏知事会としての提言を行っていきたいと思いま

すので、よろしくお願いをいたします。 

 

４ 閉会 

 

【愛知県知事】  それでは、ちょうど１時間ちょっとでございますが、以上をもちまし

て第113回中部圏知事会議は終了させていただきます。 

 本日は御多忙の中、御出席いただき誠にありがとうございました。来年はぜひ一堂に会

してまた行えればと思います。よろしくお願いします。 

 ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


