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令和２年度東海三県二市知事市長会議 

 

日時：令和２年８月３１日（月）１３：３０～１４：４６ 

開催方法：ウェブ会議 

 

○開会・会長あいさつ 

【岐阜県知事（古田 肇）】 それでは、お時間ですので始めさせていただきます。 

 とりあえず、開催県ということで、ご挨拶させていただきたいと思います。 

 本来でしたら、今日は快晴の下で、皆様を岐阜にお迎えして「美濃を制するものは天下

を制する」と言われた岐阜城に登っていただいて、岐阜城から名古屋市、伊勢湾を眺めな

がら、しかも岐阜城のすぐ裾のところに新しいレストランを用意しましたので、そこのレ

ストランで遠くはるか眺めながら、食事もし、会議もそこでやろうと。その後、下に下り

て、麓に大河ドラマ館がございますので、昨日からまた（放映が）再スタートしておりま

すけれども、大河ドラマ館の展示も御覧いただくということで、いろいろと趣向を考えて

いたんですが、大変残念ですが、こういうご時世ですからウェブでやらせていただきます

ので、ご了承いただきたいと思います。 

 本日は、新型コロナウイルスに関するテーマということで、もろもろの対策に関する情

報共有を図ってはどうかというテーマと、もう一つはウィズ・コロナ、ポスト・コロナに

おける経済活性化ということで、「新しい生活様式」の下における対策でありますとか、

デジタルトランスフォーメーションでありますとか、そういったことを率直に意見交換さ

せていただこうということであります。 

 国のレベルでやるか、県のレベルでやるか、どのレベルでやるかといろんな議論があり

ますけれども、圏域を越えた広域連携の一つの選択肢として、我々の三県二市の知事市長

会議も、コロナ問題に、それにふさわしい角度から取り組んでいけたらというふうに思っ

ております。 

 実は、既にご案内のように三県知事ではしばしば（テレビ）会議をやらせていただいて

おりまして、しばしば共同ステートメントも取らせていただいておりまして、そういう意

味での連携はしてきているわけでありますが、そこに名古屋市さん、浜松市さんが加わっ

て、新しいモデルケースにつながっていければと、そんな思いもありますので、ぜひ実り

多いご議論をお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 ご挨拶はここまでにしておきまして、本日の会議は、皆さん方のご都合で14時45分時間

厳守というふうに厳しく言われているそうでございますので、私は全然構わないんですけ

れども、時間厳守で進めたいと思いますから、ご協力をよろしくお願いをいたします。 

 では、よろしければ第１の協議話題に入りますが、その前に何か一言おっしゃりたい方、

一言二言で何かありましたら、よろしいですか。いいですか。 
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○議事（１）協議・意見交換 

①新型コロナウイルス感染症対策に係る情報共有について 

【岐阜県知事（古田 肇）】 では、議題に入らせていただきます。 

 それでは、まず最初の「新型コロナウイルス感染症対策に係る情報共有について」とい

うことで、本県のほうからこんなテーマで議論してみてはということで申し上げましたの

で、私のほうからまず皮切りをさせていただきたいと思っております。 

 お手元に資料をお出ししておりますけれども、現在、第２波ということで、お盆休みの

８月10日以降、減少傾向にあり、だんだん落ち着いてきているということで、私ども岐阜

県も今日時点で新規感染者が555人ということで、非常事態宣言をしておりますけれども、

基準を上回っているのは１項目だけというところまで来ておりまして、実は今晩、専門家

会議をやりまして、この非常事態宣言をどうするか議論しようという運びになっておりま

すが、緩めていく方向かというふうに思っております。 

 岐阜県の場合、この第２波の特色ですが、キーワード的に申し上げますと、７月末時点

では特定の表現をして申し訳ないですけれども、１つのキーワードは「愛知県・名古屋

市」、それから「酒類を伴う飲食店」、「若者」、「学校」と、この４つのキーワードか

ら成るクラスターが次々と登場しました。そこからお盆休みの直前にいきますと、これに

「家庭内感染」、それから「在住外国人」と、あと２つキーワードが加わりまして、全体

としてこの第２の波では、15のクラスターが発生をしております。一つ一つ丁寧にフォロ

ーしながら封じ込めをやってきているわけでございますが、私どもとしては３段階でこれ

まで対応してきました。 

 第１段階は、７月23日から26日までの４連休の直前にwarning（警告）を発すると。第

２段階は、夏休みが始まる直前の７月31日に非常事態宣言を発すると。そして第３段階と

してお盆休み前の８月７日に、これは三県知事共同メッセージもございましたが、お盆休

みを迎えての注意を発すると、こういうことでやってまいりました。 

 それぞれの県、市で様々なクラスター、様々な発生の仕方があろうかと思いますので、

そうした事例を共有することで、今後のそれぞれのクラスター対策に資することができる

のではないかというふうに思っておりまして、今後、率直に共有していければというふう

に思っております。 

 本県のクラスターについては、お手元の２枚紙の資料がございますが、これは15例のう

ちの２つでありますが、現時点でいいますと、15のクラスターのうち14がもう片づいてお

りまして、あと１つ残っている状況でございます。 

 お手元の資料の最初のページは、いわゆる高校クラスターということで、全国で初めて

高校クラスターが岐阜県で発生をいたしました。これは、教員の方がどこかからもらって

こられて陽性を発生し、そこから広がったということで、延べ1,400人にＰＣＲ検査をや

って９名感染者を見つけたということであります。 

 それから、めくっていただきますと、スポーツジムに関連した新型コロナウイルス、こ



－３－ 

れは実は三重県さんと深く関わっておりまして、37人の感染者が出ましたが、そのうち三

重県さんのほうで19人、私どものほうで18人と。私どもの18人のうちの17人は外国人とい

うことでございましたので、県境を越えて、かつ外国人が非常に多いスポーツジムで起こ

ったクラスターということで、大変大規模なクラスターになりました。 

 なお、お手元に資料はお届けしておりませんが、今回の15のクラスターの中で、岐阜県

と他県にまたがるクラスターは幾つかございまして、岐阜、愛知、三重にまたがるクラス

ターが１つ、岐阜、愛知、石川にまたがるクラスターが１つ、それから岐阜、愛知、２県

にまたがるクラスターが３つ、岐阜、三重にまたがるクラスターが１つと、そのほか名古

屋由来のクラスターが３つということで、岐阜県にとりましては、愛知、三重、名古屋、

さらには石川まで含めた県境をまたがるクラスターが発生しているということでございま

す。また、幸か不幸か浜松までは行っておりませんけれども、一応そういうことでござい

ます。 

 在住外国人の話を申し上げましたが、私どもはこれは大変重要に考えておりまして、現

在、民間ボランティア通訳も含めて31か国語の外国語通訳者を用意しております。それか

ら、チラシ、その他、いろんな周知徹底を図る上では、14か国語で対応するということで、

比較的クリスチャンの方々が集まってきて、真剣に話を聞かれる教会とか、あるいは外国

人のコミュニティーでありますとか、技能実習生の監理団体でありますとか、そういった

ところに呼びかけを実施して、在住外国人対策をやらせていただいております。 

 あともう一つ、私どもが特に注意しておりますのは、水際対策でありまして、これは愛

知県、三重県さんと一緒になって、西村大臣、それから加藤厚生労働大臣にも要請をいた

しましたが、私どもの要請の趣旨をご理解いただいて、６月25日以降のセントレアの到着

便、全て丁寧に検査・待機・隔離ということでやっていただいておりますが、何せ私ども

が理解しているところでは、セントレア空港の検査員は常駐の臨床検査技師は２名、場合

によって応援が１名という３名体制ですから、これから海外との往来がどんどん広がって

いきますと、これでやっていけるんだろうかということで、検査能力、待機・隔離の体制

等々、これは思い切って強化していただく必要があるということで、これは知事会を通じ

てもいろいろ申し上げているところでございます。 

 あともう一つは、浜松市、それから名古屋市もおられますので申し上げておきますと、

私どもは岐阜市との関係で４月のクラスターのスタートの段階から、「岐阜県・岐阜市ク

ラスター対策合同本部」というのをつくりまして、あらゆることを一つの本部として一つ

のものとしてＰＣＲ検査なり、クラスター対策、濃厚接触者の割り出しを合同でやってま

いりました。この一つになるというところが大変効果があったところでございまして、結

果、私どもはＰＣＲ検査能力も当初の40件から今は800件、これを間もなく1,800件にする

ということで、１足す１がどんどん増えていくということでやっておりまして、何らかご

参考になればと思っております。もし詳細についてお尋ねがあれば、またお答えしたいと

思いますが、岐阜県からは皮切りとして以上申し上げました。ありがとうございました。 
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 それでは、続きまして、愛知県、三重県、名古屋市、浜松市の順番でご発言をお願いし

たいと思っております。 

 まず、愛知県、大村知事からお願いします。 

 

【愛知県知事（大村 秀章）】 今日は、令和２年度、2020年度の東海三県二市の会議と

いうことで、今回の段取りをしていただいた岐阜県の古田知事、ありがとうございます。

また、皆様、お世話になります。ありがとうございます。 

 それでは、この新型コロナウイルス対策の現状と愛知県の取組について概略といいます

か、ポイントだけ簡潔に申し上げたいと思っております。 

 愛知県の資料がございます。表紙は「手洗い犬ゴッシー」で、手洗いをやりましょうと

いうことのＰＲでございます。それから何点か申し上げますが、まず１ページが、最初の

ところ、今回の感染症クラスターのプロジェクトチーム、今、古田知事も言われましたが、

私ども、この２月以降、名古屋市内の福祉施設等においてのクラスターに対応するため、

３月４日に愛知県と名古屋市とで共同で感染症クラスタープロジェクトチームを設置し、

毎日午前・午後、朝・夕、情報交換をしながら共同で対策を打っているということでござ

います。そうした形でこれまでもやってきまして、構成員としては、ここにあるように、

名古屋市の保健所の浅井医監、そして私どもの保健医療局の長谷川技監、両方ともお医者

さんですが、そういった方々をヘッドとしながら毎日情報共有して取り組んでいるところ

でございます。 

 そして、こうしたことをやりながら、またこの１ページの資料の右にありますように、

この３月、４月の第１波のときに発症から検査を経て確定するのが全国でも４番目に早か

ったということもあって、検査を一生懸命やって医療に結びつけるということで、第１波

は抑え込むということにつながったと思っておりますが、その後、第２波が７月、８月に

起きて、これは資料にありませんが、特に７月14日までは、ほぼほぼゼロが愛知県も続い

て、前半９日間ずっとゼロだったということもありました。東京が100人、200人というと

きも、ほぼほぼゼロだったということなんですが、その当時、やはり７、８割が東京由来

でありましたので、いずれかなと思っておりましたら、７月15日からぐっと吹き上がるよ

うに増えていったということでありました。 

 ということで、７月21日には警戒領域、７月29日から厳重警戒、そして８月６日からは

一番重い緊急事態宣言という形でお盆休みの前後で抑え込んでいこうということで、行動

の自粛、県をまたぐ移動の自粛をお願いさせていただいたということでございます。 

 その緊急事態宣言も８月24日月曜日、先週月曜日を最後に一応取りあえずの区切り、解

除ということにしたところでございます。 

 そして２ページは、やはり検査能力を拡充するということが大事だということは、皆さ

んがおっしゃるとおりでございまして、今、現段階では８月末で2,000件の検査能力を確

保しておりますし、10月末、ここで2,000件と書いてありますが、実際は藤田医科大学に
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1,000件約束できておりまして、3,000件プラスアルファ、11月には4,000件というところ

までめどが立っております。そういう形で検査能力をさらに増やしていきたいと、確実に

やっていきたいと思っております。 

 そして、これも先ほど古田知事が触れられましたが、中部空港における水際対策でござ

います。 

 これは、６月、そしてまた７月に三県一市、経済界の皆さんと共に検疫強化について厚

生労働大臣、国土交通大臣にも要望をさせていただきました。そういう形で水際対策の強

化を要請しているところでございます。引き続き、これはしっかりとお願いをしていきた

いと思っております。 

 ということで、最近の感染状況は７月28日に100人を超え、その後14日連続100人超えと

いうこともありましたが、８月14日から昨日まで、２桁台で18日連続、特に昨日は36人で

ありまして、８日連続50人以下ということで、少し落ち着きを見せているわけであります。

これから秋・冬の季節性インフルエンザ等の流行と一緒になることを非常に恐れるわけで

ありますので、それに向けて検査体制、そしてまた医療体制の強化をしっかり図っていき

たいと思っております。 

 そしてまた、引き続きこの三県二市で情報共有しながらしっかり対応していきたいと思

っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 私からは以上です。ありがとうございました。 

 

【岐阜県知事（古田 肇）】 ありがとうございました。 

 それでは、鈴木三重県知事、お願いします。 

 

【三重県知事（鈴木 英敬）】 古田知事、このように今日もセッティングをしていただ

きましてありがとうございました。 

 また、三県二市のそれぞれ知事、市長の皆さんにおかれましては、日頃から連携してい

ただきましてありがとうございます。 

 それでは、三重県資料に基づいて説明をさせていただきたいと思います。 

 １ページ目は感染状況が書いてあります。 

 これで見ますと、７月27日に県のモニタリング指標を全部上回ったので、28日に特措法

に基づく要請を県民の皆さんなどにさせていただき、８月１日に人口10万人当たり2.5人

というのを上回りましたので、８月３日に緊急警戒宣言を出させていただき、８月14日に

延長したということです。 

 直近は、８月25日、８月29日に０名で、８月27日以降、人口10万人当たり2.5人という

のを下回っているという状況でありまして、ちょっと資料を飛ばしまして、４ページ目で

ありますけれども、クラスターについては、三重大学医学部、それから県内、津市内のあ

らき内科さんというクリニック、それから東員町や桑名市から参加のあったバーベキュー
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によるクラスター、それから今日発表分で鈴鹿市内の特別養護老人ホームの関係のクラス

ターという形になっています。 

 こういうような状況を踏まえまして、５ページに時系列で書いてありますが、緊急警戒

宣言については、人口10万人当たり2.5人を下回りましたので、今日をもって解除をいた

しますけれども、引き続き、先ほどの特別養護老人ホームのクラスターがまだ残っている

ことや、県のモニタリング指標を上回っている部分がありますので、特措法24条９項に基

づく協力要請はやりながら、警戒を引き続き続けると。宣言は解除するけれども、警戒は

特措法を使って引き続きやると、そういうような状況で考えております。 

 ６ページ目は、その特措法24条９項に基づく協力要請のことで、今回、医療機関や社会

福祉施設における感染防止対策の徹底というのを追加させていただきました。 

 それから、この後、医療体制とか検査のことは結構みんなで共有することが多いので、

それとちょっと違う話をあえてしたいと思います。 

 ９ページには医療のことで、自宅療養者はゼロという中で確保を進めていっているとい

うようなことと、ここから医療や検査とちょっと違うことを申し上げたいと思いますが、

11ページです。 

 介護施設の相互応援体制なんですが、三重県の老人保健施設協会とか老人福祉施設協会

の皆さんが大変頑張っていただきまして、91施設、99名の職員がそれぞれ事前に登録をし

ていただいて、何か施設で応援が必要になった場合には派遣をするという仕組みをもう既

に確立いたしまして、高齢福祉サービスの安定的な提供をしっかりやっていこうというこ

とにしています。 

 それから、外国人の話が先ほど古田知事からありましたので、14ページです。 

 ＮＰＯの支援というのをやってみました。つまり、今回コロナがあって、やっぱり弱い

立場の人たちにしわ寄せが行っている。ふだんＮＰＯの人たちがそういう人たちに対して

きめ細かな、子ども食堂とかもそうですけれども、支援をしてくれている。じゃあ、その

人たちを支援しないと、弱い立場の人たちに、一時的には財政的な支援を行ったとしても、

継続的な、きめ細かな支援ができないんじゃないかというふうに我々は考えまして、14ペ

ージにあるような補助金を創設し、25団体に交付をしました。 

 また、さらにＮＰＯの皆さんは結構活動の中でオンラインの仕組みがまだちゃんとでき

ていないとかというところがありましたので、今後のことを考えて、ウィズ・コロナを考

えて、こういうオンラインの設備を導入するためのものにもこういうのを使ってもらった

りしました。 

 15ページは、偏見・差別・人権侵害です。ちょっと分かりにくいんですけれども、うち

でいうと、上から３つ目の丸の人権モニタリング、これが111件書き込みがあったり、ネ

ットパトロール、これはインターネット上の学校関係の書き込みを監視して、削除要請と

かもしましたけれども、「ネットみえ～る」というのは、ＬＩＮＥとかでそういう書き込

みがあったら、それをスクリーンショットで撮って、アプリに投稿してもらったら、その
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監視しているところが警察につないだり、教育委員会につないだりするというのをやって

います。こういうような形でネット対策もやりながら、私が、明日あります政府の分科会

の偏見や差別のワーキンググループに知事会を代表して出させていただきますので、また

三県二市の知事、市長の皆さんにもいろんなアドバイスをいただければと思います。 

 16ページ、最後です。 

 今後、この三県二市でさらに連携していきたい、国にもいろいろ言っていかなければな

らないと思っていることは、１つ目は医療機関に対する経営支援。もう一つは（新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生）臨時交付金の増額と基金の積立て要件の弾力化、今は利

子補給とかそれしかないので。あと、令和３年度でもまだコロナは続きますから、臨時交

付金をしっかり予算措置してもらう。それから３番目は、実は特措法とか感染症法の差別

とかの解消とかの規定が、例えば部落差別とか障がい者差別とかヘイトスピーチと比べる

と、例えば相談体制とか紛争解決とか、足りないものがいっぱいあるので、こういう法改

正なんかもいろんな働きかけていかないといけないんじゃないかなと考えています。あと

４番目は、インフルエンザワクチンの十分な確保ということが重要だと思っています。 

 引き続き、三県二市で連携して進めていきたいと思います。以上です。 

 

【岐阜県知事（古田 肇）】 ありがとうございました。 

 それでは、名古屋市の河村市長、お願いします。 

 

【名古屋市長（河村 たかし）】 それでは、古田さんから電話をもらったのはいつだっ

たね。 

 

【岐阜県知事（古田 肇）】 あれは、７月の半ばですね。 

 

【名古屋市長（河村 たかし）】 半ばね。盛り場を中心として100名ほど陽性者が出て、

岐阜のほうにも拡がっておりましたんで、夜、古田さんから電話がかかってきて、ちゃん

としっかりやらなあかんぞといって、えらい怒られましたけど、ありがたい愛のむちとい

うことでございます。 

 名古屋は、やっぱりどうしてもみんな集まりますので、実は第１波のときのことを言っ

てもしようがないかどうか知らんけど、３月８日には名古屋は大阪や東京より多かったん

ですわ、実は陽性者がね、患者さんですけど。３月２日にいわゆる健康観察者ということ

で、何かＮＨＫを見ておると、結核みたいに空気感染するような言い方に取れるぐらいの

ことを言っていましたけど、空気感染はせえへんということで、やっぱり接触感染と、昔

のディスコのジュリアナですか。ああいう星雲状況にあった飛沫感染が前にあったという

ことで、とにかく健康観察ということで、やっぱり柔らかい隔離政策ですね。隔離政策と

いうと、非常に昔の感染病とか結核もそうでしたけど、やり過ぎたことがあって、何とな
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く暗いイメージですけど、それを徹底的にやらなあかんということで、保健所が中心にな

って、あのときは国の基準より名古屋のほうが進んだ基準でというか、広げて、国の言っ

ておる濃厚接触者でない、もうちょっと広げた格好でやろうということで、２日前まで遡

って、保健所が頑張らないかんけど、人海戦術で電話をかけまくるわけですわ。２日前ま

で遡って、誰と一緒に飯食っておったかとか、誰と一杯飲みに行ったかとか、そういう話

を丁寧にやりまして、その人のところへまた全部連絡をきちっと入れて、実は２日前にあ

なたが一緒に御飯を食べた○○さんは陽性者になっちゃったんだと。申し訳ないけど、自

分で毎朝熱を測ったり、せきが出ておらせんか、ほぼ大体２週間後ぐらいまで、できたら

うちでじっとしておってもらえんかねというようなことで、丁寧な柔らかい隔離政策をき

ちっとやっていこうということで、これは相当熱心にやりまして、第１波のときはこれで

成功したと。あまり自分のところのことを言うのもなんだけど、国の国立感染症研究所の

ほうからレポートをちゃんと出してもらって、丁寧にやっておるというお褒めをいただい

たといってもいいと思います。 

 第２波がこうなって、古田さんから怒られたと、こういうことになるわけですけど、そ

れ以後も今は大分減ってまいりまして、陽性者でいうと20人ぐらいですけど、昨日時点で

大体健康観察は1,000人近くやっております。保健所が中心になって、人海戦術です。そ

ういうやり方で、とにかくブロックすると、申し訳ないけど。市民の皆さんの協力も要る

もんで。みんなどこで一杯飲まれたということは、何か自分で言いたくない方もようけ見

えるわけ。何でそんなことを言わないかんということになって、そこのところは名古屋は

昔、侍の場所だったかどうか分かりませんけど、市民の皆さんの協力によりまして、情報

提供とその後のじっとしてもらうところも協力をお願いができたということでございます。 

 今、ＰＣＲもいろいろやっておりますけど、名古屋の場合は開業医さんにどえらいご協

力をいただいて、名古屋の開業医のドクターの皆さんが398か所で代理による検査ができ

るようになっておりまして、件数でいきますと全体にまだ一番多い日で８月28日の628件、

それから最少の日の８月30日で275件ということですけど、1,000件ぐらいはできるように

というふうな体制でやっております。 

 それから、ちょっと難しいところが、名古屋の錦３といいますけど、一杯飲むところで

すけど、そこで消防職員がチームをつくってくれて、皆さんのところへ全体で224名の消

防職員が回っていったということで、3,540店回っております。ただ、これも聞いてみた

ら、２割ぐらいしかやっておらんという状況でございまして、商売というものをどうして

いくかという、どえらい大変な状況がもう目の前にあるということだと思います。 

 その商売のほうですけど、ナゴヤ信長徳政プロジェクトということで、織田信長は岐阜

が本拠であるように言われてござるけど、生まれたのは名古屋のすぐそばでございますの

で、非常に商売を楽市楽座で大事にした人ということで、名古屋は国の仕組みを大分使い

やすくしまして、4,000万まで５年間は返さんでもいいよと。返さんでもいいよと、お金

というのは。資本主義社会は元本は返さんでもいいんですわ。利息は出世払いか何かでし
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ていかないかんということで、もうすぐ大体4,000億にちょっとまだ手が届いておりませ

んけど、名古屋市中で4,000億円の現金が供給されております。 

 これも金融機関とどえらい協力しておりまして、金融機関は400社未満ですけど、金融

機関へ行くと、全部市がやっておるようなこともワンストップでやっておるということで

す。 

 それは次のやつか。余分なことを言いました。以上でございます。 

 

【岐阜県知事（古田 肇）】 ありがとうございました。 

 それでは、鈴木市長さん、お願いします。 

 

【浜松市長（鈴木 康友）】 皆さん、こんにちは。 

 このたびは、古田知事並びに岐阜県の皆様には大変お世話になりましてありがとうござ

います。 

 まず、１番目のテーマにつきましては、私のほうからは医療提供体制を中心にお話をさ

せていただきたいと思います。 

 コロナの対策において、医療提供体制は非常に重要なテーマだと思っておりまして、２

ページ目にございますように、浜松はいち早く健康福祉部内に浜松市医療調整本部を設置

いたしました。ここには市内の総合病院や救急病院から医師が派遣され、市内の病院との

様々な調整を行うという機能を果たしており、主にウェブ会議とＳＮＳを活用しています。 

 ３ページ目にあるとおり、４月６日以降、10回以上にわたり、市内の受入れ病院の病院

長と医療調整本部との会議を定期的に行いまして、ＰＣＲ検査の状況、保健所での相談件

数の推移、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ体制の検討などをウェブ会議で行って

おります。 

 また、地震等に備え、ＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳを活用した災害医療ネットワークを構築し

ておりまして、今年度新たに導入いたしました安否確認システムと併せて、市内医療機関

の救急部門、感染症部門の関係者などと情報交換を行っております。 

 こうした取組の中で、今まで医療提供を行ってきましたが、４ページにあるとおり、先

ほど来、いろいろ話題にも上りましたクラスターが発生しました。 

 浜松市は７月20日まで感染者８人、政令市の中で10人以下は本市ぐらいで、安心してお

りましたが、夜の街、キャバクラと手品バーの２つの店からクラスターが発生しまして、

一気に患者数が増えました。７月24日には１日当たりでは過去最多となる30人の患者が発

生し、医療機関への入院調整が課題となりました。 

 そこで、保健所内にＤＭＡＴの活動拠点本部が設置されまして、医療機関の医師らによ

って、陽性患者をどういうふうに入院させるかという入院調整が行われました。 

 ８月11日には、ほぼ落ち着きましたので、本部は撤収されて、オンコール体制に移行し

ております。 
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 それまでの間に約150例以上の陽性患者の入院調整が行われまして、円滑な入院療養の

調整ができました。 

 最後は５ページ、ＰＣＲ検査体制でございます。それぞれの自治体の皆さんも強化に向

けた取組をされておりますが、我々もＰＣＲ検査機を増やしたり、携帯型の検査機を導入

したりしています。また、市内の業者さんからトレーラーハウスを無償提供していただい

たので、それをＰＣＲ検査用に改装し、移動検査センターを開設いたしまして、機動的、

柔軟に検査をしております。 

 １つ、我々の取組をご紹介します。先ほどお話し申し上げましたとおり、本市ではクラ

スターが３つ、キャバクラと手品バー、もう一つはスポーツジムで発生しました。特にキ

ャバクラで多く発生し、接待を伴うお店は要注意だということで、今、市内の接待を伴う

飲食店432店舗、従業員約2,000人を対象に無料の検査を実施しております。かなり検査し

てまいりましたが、今のところ一人も陽性者が出ていないという状況でございます。 

ここ２日間ぐらい、感染者はゼロで落ち着いてきておりますが、緊張感を持って継続し

て取組を進めてまいりたいと思います。 

 私からは以上でございます。 

 

【岐阜県知事（古田 肇）】 ありがとうございます。 

 ちょっと時間も押しておりますけれども、今のご説明、ご意見について、何か質問とか

コメントとかございましたらいかがですか。 

 もしあれでしたら、私からちょっと１つ伺いたいのは、浜松市さんは、静岡県との役割

分担というかコラボレーションというのはどうしておられるんですか。 

 

【浜松市長（鈴木 康友）】 医療については一義的には県が管轄しており、県としっか

り連携を取ってやっております。岐阜県さんのつくられました一体的なものはございませ

んが、県と浜松市と静岡市の間で連絡調整会議を設置しておりまして、そこで連携してい

ます。 

 

【岐阜県知事（古田 肇）】 ありがとうございました。 

 いろいろとそれぞれ県、市で工夫をしておられるということもうかがわれますし、第１

波から第２波へと、それから第３波に備える中で、いろんなケースを経験しながら、対策

の内容も多彩になり、また深くなってくると、こういう感じがしておりますので、それぞ

れの取組の事例について、この三県二市で情報共有するための仕組みといいますか、例え

ば、私なんかですと、今日は三重県さんの話を聞いていて、障がい者施設の支援体制、こ

れもちょうど私どもも同じようなものをつくったばかりでありますし、それから差別、風

評被害がありますね。あれについては、私どももコロナハラスメントというふうに定義づ

けて、県内の事例をお見せしながら、こんなことが起こっているんですよと、どうします
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かというような問いかけをしながら、宣言を出そうかなというふうに考えておりまして、

そういった事例をいろいろと情報交換するのは大変有意義かなと思っておりますし、それ

からやはりほかの方は触れておられませんでしたけれども、県境をまたがるクラスター対

策というのは、クラスターの終息は早急にやらなきゃいけないという側面で、ほぼリアル

タイムで情報共有しながら対策を取っていくと。それで濃厚接触者の割り出しもリアルタ

イムでどんどんやっていくということが必要だということを痛感しておりまして、今日、

ご紹介した三重県さんとの例では、まさに一つのケースとして非常にスムーズにいったん

ではないかというふうに思っておりますが、そういうことが必要だという認識で、いざと

いうときにリアルタイムの情報共有システムを一挙手一投足連携が取れるようなことを考

えてもいいのかなというのはあります。 

 それから、あと水際対策は、潜在的なリスクとして絶えず意識しておく必要があるんで

はないかなというふうに思います。それやこれやで三県二市の情報共有の在り方について、

少し論点を整理して、そして何か形になるようなものができればというふうに思っており

ますので、またご相談したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

②ウィズ・コロナ、ポストコロナにおける地域経済の活性化について 

１）「新しい生活様式」を踏まえた経済活性化 

【岐阜県知事（古田 肇）】 それでは、よろしければ次のテーマに移りたいと思います

が、次は、「ウィズ・コロナ、ポスト・コロナにおける地域経済の活性化」ということで、

まず１つ目に「「新しい生活様式」を踏まえた経済活性化」ということで、今度は順番を

逆にしまして、浜松市の鈴木市長からお願いします。 

 

【浜松市長（鈴木 康友）】 よろしくお願いします。 

 皆さんもお感じのとおり、コロナの問題には、これから長く付き合っていかなければな

らず、ウィズ・コロナの時代をどう生きていくかということが大きなテーマでございます。 

 そこで、よく言われるのはデュアルモードです。経済モードと安全モードをうまく組み

合わせて動かしていくということが必要になってくると思います。私たちも今、デュアル

モードを一つのキーワードにして様々な取組をしております。 

 時間も押していますので簡潔に、特に飲食店対策についてご紹介したいと思います。 

 ２ページをお開きください。今回のコロナで直接的に打撃を受けているのは飲食店の皆

様でございまして、緊急事態宣言が解除されてから、しばらくの間はかなりお客さんが戻

ってきてよかったのですが、先ほど言ったように、突然夜の街でクラスターが発生して以

降、クモの子を散らしたようにお客さんが夜の街から消えまして、もう一度飲食店をどう

元気づけるかということが重要な課題になっています。 

 そうした中で、私どもが今取り組んでいるのは、「はままつ安全・安心な飲食店認証制

度」でございまして、感染症の専門家監修のもと40のチェック項目を設けまして、これを
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全部クリアしていただいたお店を安全・安心な飲食店として我々が認証をしています。こ

ういう認証マークを交付し、市のホームページ等でも積極的にＰＲをしていくというもの

でございます。市民の皆さんに、どうぞ安心してこの飲食店を活用してくださいというＰ

Ｒをしています。 

 特徴的なのは全部細かくチェックをしていることです。市の職員が現地に赴いて、チェ

ックリストに基づき全てをチェックしています。あるいは、オンラインでもチェックをし

ていますが、しっかり満たしているかどうか全て検査しておりますので、自主的にやって

いただくのと大きく違うというものでございます。 

 そうした３密対策を行っていただくために、３ページでございますが、３密対策事業者

支援事業費補助金を創設いたしまして、つい立てでありますとか、換気の機能を加えると

か、消毒用品を入れるとか、いろいろな３密対策に係る費用を支援するというものでござ

います。 

 それから、次のページをおめくりください。これは浜松の特徴的な取組で、今紹介した

３密対策の応用版でございます。木材の利用もかなり減っているということで、木材事業

者の応援も含めまして、浜松の天竜材を使った、例えばつい立てなどの３密対策に対して

は、先ほどの補助金よりも上限額を上げて交付しています。 

 最後に、５ページでございますが、「浜松ＦＯＯＤＥＬＩＸ」というデリバリーのプラ

ットフォームを構築しています。これから飲食店も３密対策で席数を減らしたり、空間を

多く取ったりするようになると、店内飲食だけではなかなか厳しくなり、今後、デリバリ

ーとデュアルにならざるを得ません。そこで、浜松なりのデリバリーの仕組みをつくりた

いと思い、ウーバーイーツさんや出前館さんといろいろ調整しましたが、非常に手数料が

高いということと、なかなか柔軟な対応はできないということで、自分たちでつくってし

まおうと、今、市内のベンチャー企業の方と新しいデリバリーのプラットフォームを構築

中でございます。 

 特徴的なのは、いろいろな配送業者さんをこのプラットフォームに載せていこうという

ことで、もちろんタクシーもありますが、変わったところでは介護事業者です。大体、朝

お迎えに行って施設に送ると、夕方、自宅へ送るまでは車のドライバーも空いているとい

う状態なので、こちらはむしろ飲食店のデリバリーというよりも、独り暮らし高齢者の買

物支援などに活用できないかと考えています。いろいろなサービスをこのプラットフォー

ムに載せ、できるだけ安い手数料で使いやすい仕組みをつくろうということで、今着々と

完成しつつあり、これが完成したら他の自治体に提供していこうと、横展開をしていきた

いと思っております。ウーバーイーツさんや出前館さんではできないサービスを、これを

使ってやっていきたいと思っております。ぜひ、完成した暁には、皆さんにもご紹介をさ

せていただきたいと思います。 

 私からは以上でございます。 
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【岐阜県知事（古田 肇）】 ありがとうございました。 

 デリバリープラットフォームというなかなか興味深いお話をありがとうございました。 

 それでは、続きまして、名古屋市長さん、お願いします。 

 

【名古屋市長（河村 たかし）】 先ほどもちょっと言いかけたことでございますけど、

何といっても商売が重要だもんで、商売を守って、雇用を守ると。これが資本主義といい

ますか、住民主義の大原則でございます。その商売を守るためには、資金繰りを支えると

いうことが一番重要ということで、繰り返しますけど、ナゴヤ信長徳政プロジェクトとい

うのをつくりまして、国の仕組みを使いやすくさせていただいておるということで。 

 これは、今の実績としては、８月27日までで件数１万9,700件、金額は3,780億円という

お金が名古屋市内に使っていただいておるということでございます。大体、申し込んだ方

の98だったと思いますけど、97％でオーケーになります、これは。ですから、ほとんどオ

ーケーですので、ぜひ商売をやっておる皆さん、とにかく4,000万ですけど、これだけ使

って、５年間返さんでもいいし、５年過ぎても返さんでもいいよと、そういう相談に乗り

ますよと。元本というのは返さんでもいいんです、資本主義社会は。返すと銀行が困って

しまうもんで、貸すところがないから。財政危機なんて大うそで、銀行は借りる人がいな

いもんだから困っちゃっておると。名古屋の金融機関も協力してくれて、一緒にこの取組

を始めまして、３年間は無利子と、３年以降はそれも国の言っておるやつより非常に安い、

利子補給をしまして、名古屋と金融機関両方で。あとずうっと10年も、同じ低金利でやっ

ていけるということでございます。 

 それと、先ほども言いましたけど、窓口をどこどこの信用協会へ行かないかん、あそこ

へ行かなあかんとなるといかんもんで、全部の金融機関の支店の窓口でワンストップで借

りられるようにするというふうにやりましたので、織田信長が生きておったら、いいこと

をやるなといって分かってくれると思いますけどね。麒麟がくるで言わんかしらんと思っ

ておるんだけどということでございます。 

 それから、今度は９月９日から11日に名古屋モデルという、ポートメッセなごやでいわ

ゆる展示会をやることにしまして、いろんな対策についてこういう方法があるよというこ

とがあったら、ぜひそこへ来てアピールしていただきたいと。出展料は無料でございます。

入ってきた人は、みんなそこですぐ分かるようになっています。普通の飲み屋やああいう

ところも、ああいうのを使うと割といいのになあということでございます。これが始まり

ますので、どうぞご使用いただきたいと思います。 

 そんなことで、商売をやめたときの補助金もありますけど、やめるというか、ストップ

したときの。だけど、続けたときの工夫ですね。この間、あるドクターが言っておったけ

ど、換気がどえらい効果があるらしいので、店の中でうまいこと換気できるような、ちょ

っとした工夫とか、そういうところはぜひ名古屋も助成して応援していきたいということ

でございます。 
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 ついては、すぐマイナンバーカードとかいう時代の逆行することを言う人がおりますけ

ど、名古屋はそんなものは全く必要ないので、やっぱり商売をやっておる人が喜んでやっ

ていただけるよと、そんな方法を取ろうとしておりますので、よろしくお願いします。サ

ンキュー・ベリー・マッチ。 

 

【岐阜県知事（古田 肇）】 ありがとうございました。 

 それでは、鈴木知事、お願いします。 

 

【三重県知事（鈴木 英敬）】 ありがとうございます。 

 では、三重県資料に基づいてですけれども、１ページ目は、上の段がコロナ前の経済指

標で、下がコロナで打撃を受けた指標ということなんですが、一番左の真ん中ぐらいに、

養殖マダイですね、特に３月、４月、卒業式とか慶事がなくなったので、養殖マダイが全

然はけなくなってしまったんですね。養殖マダイってはけないと、次、新しい稚魚を入れ

られないので、非常に苦労をしたんですけれども、こういうのを次のページ以降のいろん

なネットショッピングとかで対応してきたということなんです。 

 その前に次の２ページ目のところは、うちも３月の頃から融資でない形の補助金をとい

う声が大きかったもんですから、これまで、今３回目を受付していますけれども、約10億

の補助金でやってきています。 

 ２ページ目の右側は、さっき鈴木康友市長が言っていた３密補助金みたいな感じの飲食

店に特化した感染防止対策の補助金をこの８月17日から申請受付したところ、28日時点で

約10日で888件の申請が来ているという状況ですので、これからＧｏＴｏＥａｔとかも始

まってきますから、こういうのをしっかりやって、飲食店の経営立て直しに力を入れてい

きたい。特に、三重県なんかは秋の食材が多いですから、そこで飲食店ではけていかない

と、生産者にも打撃を与えていきますので、こういうのでしっかり飲食店で食材とかがは

けていくようにしていきたいと思います。 

 ３ページ目は、左下にジャパネットたかた、この４県では三重県だけご紹介いただいて

いるんですけど、松阪牛など、インバウンドとかで中国人とかが来なくて、高級肉とかが

売れなくなってきておりましたので、こういうものを紹介したいというようなことをいろ

いろやってきました。 

 ４ページ目は、左側は、各県、（新型コロナウイルス感染症対応）地方創生臨時交付金

を使ってやっていただいていると思うんですけれども、旅行券ですね、プレミアム旅行券。

重要なことは、真ん中に赤の線で引いてありますけれども、要はこういうプレミアムをや

ると、客単価が去年と比べて上がっていますねということなんです。予約件数とかは、ま

だ対前年の８割ぐらいですけれども、客単価が上がっているということは、裾野の広い観

光業に対して、非常に大きな効果を与えていると思いますし、こういう施策がいかに効果

があるかということだと思います。三重県は宿泊だけじゃなくて、下に「アソビュー！」
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というようなことも書いているんですが、真珠核入れ体験とかＳＵＰ体験と、そういうの

もプレミアムにしてあるということです。 

 右側が結構好評で、三重県内に修学旅行を振り替えていただくための補助金で、これま

だ全部書いていないんですけれども、500校、３万人ぐらいの子たちが、もうちょっと多

いんですけれども、県内に振り替えてもらったということです。 

 ５ページ目が、労働力が少し余っているところと足りないところの労働力シェアリング

というのをやっていて、左の下の吹き出しの製造業で人が余っているところから、このマ

ッチング拠点を通じて、受入れ事業者で配送とありますよね、まさに先ほど鈴木康友市長

が言っていましたけど、デリバリーとかそういうので人が足りないので、こういうので労

働力シェアリングをしたというようなことです。 

 ６ページを飛ばしまして、７ページです。 

 やっぱりコロナで私がＳＮＳで頂く意見とか、返信できていないものもありますけど、

全部目は通しています。海外の政治学者なんかも危機管理のときに重要なことの一つとし

て応答性、つまり住民の悲鳴とか苦痛とか不安とか、そういうものにちゃんと応答できる

かどうかというのが大事だと。そして、理解可能性とも言っています、施策のちゃんとこ

ういうプロセスで決まったということを住民に理解してもらう理解可能性と応答性という

のが重要だと言っていまして、三重県は実は去年から都道府県では東京都とうちだけです

けれども、県民参加型予算というのをやってきました。去年は提案が229件、投票が6,381

件あったんですけれども、８ページですが、今年はコロナに特化してこの提案を受け付け

ました。下にあるようなカテゴリーでやりまして、結果、今日が締切りなんですけれども、

今時点で244件、去年を上回る提案が来ていまして、こういう県民の皆さんにも参加して

いただいてウィズ・コロナの政策を考えていく、そういうようなことにも今、三重県はチ

ャレンジしているということです。また、こういうのもぜひ情報共有をさせていただけれ

ばと思います。以上です。 

 

【岐阜県知事（古田 肇）】 ありがとうございます。 

 それでは、大村知事、お願いします。 

 

【愛知県知事（大村 秀章）】 それでは、愛知県の資料をまたご覧いただいて、何点か、

時間が限られておりますので、簡潔に申し上げたいと思います。 

 まず、社会経済活動、経済活性化の取組の１ページですが、やはりこうした「安全・安

心宣言施設」のステッカー、ポスターを活用して、そういったお店にも感染対策をしっか

り取ってもらう、そしてそういったところを利用していただくということをＰＲさせてい

ただいております。 

 そして、２ページでございますが、これは中小企業、商店街の支援の予算ということで、

一番上が感染症に対応した新たな、新サービスとか新商品を作るということで、500万円
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を上限にして、補助率４分の３ということで、これはもう既にいっぱいいっぱい出ており

ますので、追加を考えております。 

 それから、商店街のプレミアム商品券についても、これまでは商店街の自己負担があり

ましたが、今回は県と市で全額出すということで、これも大変好評でどんどん出ていると

いうことでございます。 

 それから、次に３ページでございますが、農林漁業者、観光事業者への支援ということ

で、これは三重県さんも先ほど言われておりましたが、私ども愛知県、農業全般的には何

とかということでありますが、和牛、牛肉、それから名古屋コーチンといった銘柄のもの

が、やはり飲食店がお休みになるので、どうしても２割、３割値崩れをし、在庫もたまる

ということで、これは県産の牛肉、名古屋コーチンを県が買い上げまして、学校給食に提

供するということで、これに23億円の予算を計上して、もう始まっております。 

 それから花がやっぱり売れない。あと大葉とかつまものも厳しいということで、１農家

20万円の、そうした事業もやっておりますし、やっぱり魚も、先ほどもお話がありました

ように、どうしても飲食店、料理屋さんが休みなので厳しいということで、漁師さんには

海の掃除をやってもらうと、休漁日にね。ということで、それも１漁業者当たり20万円と

いうことで補助をさせていただいております。 

 それから、「ＬＯＶＥあいちキャンペーン」。県民の皆さんが県内旅行をするときに１

万円を限度に２分の１ということで補助をすると。 

 それから右の３ページの上ですが、大手通販サイト楽天市場に特設サイトを７月30日か

ら開設し、愛知県の農林水産物と観光物産品を購入価格30％割引で県が予算を組んで負担

をしてやっておりますが、大変好評で、これも売り切れてしまいましたので、また追加を

いろいろ考えているところでございます。 

 そういったことをきめ細かく、また引き続きしっかり取り組んでいきたいと思っており

ます。以上です。 

 

【岐阜県知事（古田 肇）】 ありがとうございます。 

 それぞれに大変きめ細かくやっていただいていることが大変よく分かりました。 

 ちょっと時間がありませんので走りますが、岐阜県については、手元の資料のとおりで

ありますが、２ページ目にありますように、「新しい生活様式」ということで、小規模事

業者の業態転換、それから観光業者に対しては宿泊施設の感染拡大防止対策、それから商

店街のにぎわい回復と、それぞれポイントを定めて支援をしておるということであります。 

 それから、ステッカーにつきましても、先ほどお話がありましたように、きちっとした

チェックをした上で配付をするということで、これは消費者にとっては安全・安心マーク

になっておるということでございます。 

 それから、あとウェブを活用した販売促進ということで、ウェブの物産展でありますと

か、新規参入の支援でありますとか、商談機会の創出でありますとか、そういったことも
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やっておりますし、また新たな需要獲得ということで、ジャンルを定めて設備投資の支援、

ヘルスケア産業の支援といったこともやっておりますし、クーポン券を発行して、新しい

観光を模索しておるというようなことであります。 

 この経済活性化のキーワードは、やはりメディカルとかヘルスとか、そういう分野、そ

れからデジタル、リモートという分野、それからデリバリープラットフォームの話があり

ましたが、物流ですね。こういったことにどういうふうにてこ入れをしていくかというこ

とが大事ではないかというふうに思っております。 

 それから、クーポンですけれども、私どもは第１弾は県民向け県内ツアー向けというこ

とで出しました。第２弾を東海三県民向け県内ツアーということでお出しをしました。第

２弾でどうなったかといいますと、岐阜県民からの応募が５割弱、愛知県民の応募が５割

弱、三重県民の方々の応募が５％ということで、三重県と岐阜県との観光交流というのは

まだまだ開拓の余地が随分あるなということでありました。この辺も参考にしながら、ま

た第３弾、第４弾をやっていきたいと思っております。 

 ちょっと走りましたが、以上ですが、ご質問、ご意見等、ございましたらどうぞ。特に

よろしいですか。 

 このテーマは、それぞれにいろんな角度からやっていただいておりますので、まさに情

報共有ということが非常に私どもとしては大事かなと、参考にさせていただこうと思って

おりますけれども、ただ、しばしば議論になりますのが、ステッカーのチェックを誰がど

のようにやって、どう担保しているのかというのは、いざ何かが起こると、必ず話題にな

るところでありますので、そういったことについて、私自身としては、各県市の対応につ

いて、少し細かく聞いてみたいなという思いはあります。 

 それから、クーポンとかウェブでの販売とかいろいろお話がありましたが、先ほど申し

上げましたように、私ども東海三県の皆さんにクーポンを配っておるわけでありますけれ

ども、この分野で場合によったら連携したクーポンの発行でありますとか、対象を共通に

するとか、あるいは共同販売、共同市場みたいなことも考えるとか、こういった可能性も

あろうかと思いますので、もう少しこなれてきたところで、具体的なアクションの提案に

つながればというふうに思います。 

 

２）ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進による東海地域の活性化 

【岐阜県知事（古田 肇）】 最後に、これも大分時間がないので走りますが、デジタル

トランスフォーメーションについて、三重県の鈴木知事のほうからまずご提案がありまし

たので、まず最初にお願いします。 

 

【三重県知事（鈴木 英敬）】 これも情報共有をということでありますけれども、時間

がありませんので簡潔に。うちの資料の３ページを見ていただきますと、１つは障がい者

の方のテレワークを、これを機にテレワークをしっかりやることで、重度の方々で、今ま
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で働けなかったような方にも働く場を広げていこうというようなことで、分身ロボットを

使ったりしながら、テレワークをこの９月からちょうど就労体験をスタートするという話

題提供です。 

 ４ページ目は、ワーケーションについて、下半分のところ、三重県で50か所ぐらいワー

ケーションをやれるよというのが手が挙がってきたので、その中の５つぐらいをモデル地

域にして、受入体制の通信環境とか二次交通とか、そういうのをやり、秋以降、11月以降

ぐらいになるかもしれませんけれども、コロナの状況によりますが、マッチング事業、目

標100件でやっていきたいというように考えています。 

 ちょっと５ページは飛ばしまして、６ページです。 

 ６ページは、ものづくりも今回、みんなが在宅勤務とかになって、開発とか試作とか設

計のところでＤＸを使う、まだまだ会社に行ってＣＡＤを使わないとみたいなのがありま

したので、このものづくり産業のＤＸの有識者会議を今度つくってやろうと思っています。

その際は、今の開発、試作のところだけじゃなくて、総務とか経理とか調達とか、そうい

うのも含めてものづくり全体がＤＸになっていくような検討をしていきたいと思います。 

 最後、７ページ目は、もともとは老朽化対策をＡＩカメラでやっていこうと思ったんで

すけれども、これをやることで、結果、交通量とかそういうものの分析ができることにな

りますので、ＡＩを活用して道路管理と感染症対策と両方やっていこうというようなこと

を今考えているということです。以上です。 

 

【岐阜県知事（古田 肇）】 簡潔にありがとうございました。 

 大村知事、お願いします。 

 

【愛知県知事（大村 秀章）】 愛知県の資料で簡潔に申し上げたいと思います。 

 このデジタルトランスフォーメーションについて、１ページですが、私どもはテレワー

クを導入するということで、こういうマニュアルを作ったり、テレワーク・スクールをや

ったり、中小企業のテレワークの個別相談会を実施したり、アドバイザー派遣といったこ

とをきめ細かく取り組んでいるところでございます。 

 ちょうど昨年度から重点的に取り組もうとやっていたところに、ちょうど年明けの１月

からこういう形になりましたので、取り組ませていただいております。 

 それから、２ページですが、ものづくり産業におけるデジタルトランスフォーメーショ

ンでありますけれども、１つは自動車の自動運転も着実にこれまでもやっておりますし、

２つ目がドローンにおける医薬品、そして日用品の配送の実証実験もやらせていただいて

おります。 

 そして、この一番下、「空飛ぶクルマ」でありますが、ちょうど先週なんですが、豊田

市にあります県の施設の廃止したところ、豊田市さんが管理しているところで、今、

SkyDriveさんが「空飛ぶクルマ」を開発しておりまして、そのデモ飛行、デモンストレー
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ションが先週ありまして、私も行ってまいりました。またしっかりとこれも取り組んでい

きたいと思います。 

 引き続き、こうしたプロジェクトをさらに進め、デジタル化に対応していきたいと思っ

ています。以上です。 

 

【岐阜県知事（古田 肇）】 ありがとうございます。 

 それでは、河村市長、お願いします。 

 

【名古屋市長（河村 たかし）】 ＤＸですか。言えることは、やっぱり東京が目立って

おりますけど、やっぱり今日集まっておられる皆さんが日本を支えておると。これは間違

いないところです。自動車、それから工作機械、それから次は飛行機、それからロボット、

この辺が大体日本一ですので、これは大いに進めていかなあかんということでございます

けれども、元祖を超えるような企業を生み出さなあかんわね、この地域でというつもりで

やっております。 

 割と細かい、最近はベンチャーと言わずにスタートアップと言うらしいんですけれども、

ここに書いてあるように、Ｈａｔｃｈ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＮＡＧＯＹＡ、 

 それから、ＮＡＧＯＹＡ ＨＡＣＫＡＴＨＯＮでは、よりよいものをより安くつくると、

イノベーションの一番基礎のところでございますけれども、これは本当に皆さんと力を合

わせてやっていきたいなと。日本を支えるこの地域だというふうでやっております。よろ

しく。 

 

【岐阜県知事（古田 肇）】 ありがとうございます。 

 では、鈴木市長、お願いします。 

 

【浜松市長（鈴木 康友）】 それでは、よろしくお願いします。 

 浜松市は、昨年の10月にデジタルファースト宣言を行いまして、この４月にデジタル・

スマートシティ推進事業本部と、官民連携のプラットフォームをつくりまして、本格的な

ＤＸの事業をスタートしました。そこへコロナが襲来しまして、ある種これが追い風とな

っております。デジタルの取組につきましては、各自治体でいろいろ工夫されて、先進的

な取組を行っておりますので、我々もぜひ参考にさせていただきたいと思っております。 

 １点だけ、４ページの事業を紹介したいと思います。これは経産省のＭａａＳの創出事

業に採択をされたもので、浜松市は非常に広大な中山間地域を持っておりますので、ここ

の医療の充実がテーマでございますが、移動診療車に看護師とか補助者を乗せて往診に行

き、医師の方にオンラインで診療をしてもらい、医師や薬剤師に服薬指導もしてもらって、

薬局から個人宅にドローンで薬を配送するという実証実験を始めました。既に基幹病院か

ら中山間地域の診療所へ薬剤のドローン配送はやっているのですが、ぜひ個人宅でやりた
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いと思っていたところ、今回の規制緩和でできるようになりましたので、こうした事業を

これからもいろいろ工夫してやっていきたいと思っています。また、皆さんからもいろん

な知恵やアイデアを頂戴したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 私からは以上でございます。 

 

【岐阜県知事（古田 肇）】 ありがとうございました。 

 岐阜県からは、お手元の資料をご覧いただきますと、まずは県内企業のＤＸの推進とい

うことで、県内企業の広範囲な業種横断的なネットワークをつくりまして、そこを一つの

プラットフォームにして、様々な実証とかワーキング活動ということを始めたところであ

ります。 

 それから企業の必要なシステム、設備導入、ローカル５Ｇ基地局整備等々、補助金制度

も設けております。 

 それから、もう一つはサテライトオフィスを県外から誘致をしようということで、サテ

ライトオフィスに関するハード、ソフト、様々な支援制度を設けております。 

 また、大垣のソフトピアジャパンもテレワーク用のサテライトオフィスということで、

積極的に活用していこうということで、支援をしております。 

 それから、めくっていただきますと、２ページ目は観光分野のＤＸでありまして、岐阜

の地域資源をＤＸの推進をしようということで、電子スタンプラリーとか、バーチャル地

歌舞伎体験とか、様々なＤＸ観光イベントを開発していこうと。それから、デジタル戦国

武将観光ということで、バーチャル体験等々推進をしております。 

 それから、着地型コンテンツのバーチャル体験ということで、刃物製作、それから美濃

和紙の手すき等々、デジタルでバーチャルに体験をするというようなことの開発を進めて

おります。それと併せてｅコマースを活用して、商品の販売を積極的に展開します。 

 それから、スマート農業につきましても、センターを設置して、研修、それから機器の

貸出し、それから実証等々進めてきております。 

 岐阜県は簡単ですが、以上でございます。 

 今のテーマは、あらゆる可能性が開かれた、ある意味では無限大の領域でありますので、

各県各市それぞれいろんな取組みがありますので、あとでじっくりまた資料も読ませてい

ただいて、勉強させていただきたいというふうに思っておりますが、やはりこういういろ

んなケースを伺っておりますと、必要に応じて、例えば我々５人で現地視察でありますと

か、そういう実際に工夫をしておられる現場を見たり、あるいは我々のスタッフ相互にあ

る種研修会的なものをやってみるとか、いろいろと情報の共有を越えてコラボをすること

もあり得るのではないかと思っております。 

 以上、一通り協議テーマを触れていただいたわけでありますけれども、実は、つい２、

３日前に新聞に面白いコラムを見つけまして、コラムというか、冷やかしのほんの一コマ

なんですが、何て書いてあるかというと、見出しが「コロナ対策」と書いてあって、その
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次に「１国47制度である（都道府県知事）」と書いてあるんですよね。これは何が言いた

いのか、各都道府県でばらばらでやっていることをやゆしているのか、それとも国のリー

ダーシップが十分でないから、都道府県がやむを得ずそれぞれにやっているのか、それと

も都道府県が、これは市町村を入れてもいいわけですけれども、それぞれにやっているこ

とが大変頼もしいということなのか、いろんな意味があるのかもしれませんが、さらりと

「１国47制度です（都道府県知事）」といって記事がありまして、面白いことを言うなと

思って見ておったんですが、冒頭に申し上げましたように、こういう経済社会生活が重な

っている地域で、もう少し広範囲に見ていくと。全国一律というのは簡単ではないし、一

方で都道府県単位でなきゃいかんということもないわけでありまして、いろんなアプロー

チがあると思いますが、そういう新しいアプローチとして、我々のこの枠組みを活用して

いけたらというふうに思っております。 

 今日のテーマは、それぞれ最初のテーマは情報共有を中心に岐阜県のほうで提案をさせ

ていただきましたし、２番目の新しい生活様式に伴う経済活性化、これは浜松市長さんか

らの提案がありましたし、最後のところは鈴木知事からの提案がありましたので、それぞ

れご提案のところで今日の議論を踏まえて、次のステップとして情報共有に加えて、どう

いう可能性があるかというのを少し各県市の皆さんとも議論を進めていただいて、少しス

タッフベースで練っていただいたらどうかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。

よろしゅうございますか。 

 それでは、そういうことで、次回に向けて作業していただきたいと思います。 

 

○議事（２）報告事項、議事（３）ＰＲ事項 

【岐阜県知事（古田 肇）】 それから、昨年度の会議の合意事項については、お手元に

資料をお配りしておりますが、「豚熱」、いわゆるＣＳＦについて、これは私どものほう

で整理しました。それから「農福連携の推進」につきましては、三重県さん、浜松市さん

からご提案がありまして、整理していただきましたし、「スーパーメガリージョン効果の

最大化に向けた連携強化」についても三重県さんのほうから整理していただいて、国へ提

言を行うということで合意しているというふうに理解しておりますので、この資料を見て

いただいて、これらの進捗状況をご確認いただければというふうに思っております。 

 既に時間が来ておりますが、最後になりますが、何かどうしてもおっしゃりたいこと、

あるいはＰＲイベント、何かありましたら、一言ずつでぜひお願いしたいと思いますが、

いかがですか。特によろしいでしょうか。 

 

○閉会 

【岐阜県知事（古田 肇）】 それでは、来年度の開催は、愛知県さんとなりますので、

よろしくお願いします。 

 実は、今回は岐阜県のみならず、各県、市の名産品を集めて岐阜城のたもとのところで
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試食していただこうというプランも実はシェフとやっていたんですけれども、流れてしま

いましたので、来年、食については愛知県さんにコラボさせていただいて、楽しくやれれ

ばと思いますが、よろしくお願いします。 

 

【浜松市長（鈴木 康友）】 次回は、ぜひリアルでやりましょう。 

 

【岐阜県知事（古田 肇）】 そうですね。リアルで密に気をつけながらやりたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 では、よろしゅうございますか。 

 そういうことで、今回はリアルにできなくて大変残念でしたけれども、これで終了させ

ていただきます。ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。 


