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経済産業省がおこなったアンケートでは、
キャッシュレスの導入は約7割である。

2019年10月に消費税が10％になったときに国の
方で端末機導入補助、手数料の軽減等をおこなっ
た。また、愛知県としては、導入に向けたセミナーを
開催して推進に努めた。

答弁

コロナ禍におけるキャッシュレス化の推進テーマ1

環境が整っていない飲食店等に
対して、国の「小規模事業者持続

化補助金」で端末機等の導入が補助対象
となっていることを周知していく。愛知県と
しては市町村がおこなう「げんき商店街推
進事業費補助金」の中でキャッシュレス決
済ポイント還元事業を支援していく。

答弁

Q1

防災安全局にて公表された、飲食店
に対する第三者認証制度（あいスタ）

では、認証のプラス項目として、電子マネー等
の非接触型決済を導入と示され、キャッシュレス
化の対応の必要性は、ますます高まり、キャッ
シュレス化が進んでいない飲食店等に対して、
愛知県の支援を伺う。

防災安全局にて公表された、飲食店
に対する第三者認証制度（あいスタ）

では、認証のプラス項目として、電子マネー等
の非接触型決済を導入と示され、キャッシュレス
化の対応の必要性は、ますます高まり、キャッ
シュレス化が進んでいない飲食店等に対して、
愛知県の支援を伺う。

Q2

　新型コロナウイルス感染症との戦いは二度目の夏を迎えました。
気温が高い中、マスクの着用が求められる日々が続いていますが、
夏の環境下では熱中症のリスクも高くなるため、適度に休息を取
るなどしながら、この厳しい夏を乗り越えましょう。
　一方、明るい話題として5月頃から順次ワクチン接種が進んでい
ます。私自身も7月に2回の接種を終えました。しかし、事情により
接種できない方がいるのも事実であります。私たちは様々な考えを
尊重し、差別など分断がない世の中にしなければなりません。

ワクチン接種に期待！m e s s a g e

議会図書室にて。様々な情報が集約されて
いることから常に活用しています。

経済労働委員会委員

キャッシュレス化の問題点を指摘

TO
PICS

1
経済労働委員会で一般質問をおこないました
　令和3年度は、経済産業局・労働局・観光コンベンション局・労働委員会事務局及び
企業庁を所管する委員会となり、さっそく一般質問をおこないました。

質問を通じて見えてきたこと
　コロナ禍により飲食店では会計時にお客様と非接触となるカード支払い等、キャッシュレス
を推進しているが、大手に比べ中小のお店の手数料は４％から７％とされ、現状、経営基盤が
弱体化している飲食店が大きな負担を強いられている。この問題は県特有ではなく、日本は
カード手数料が高いとされていることから国として対応策を講ずることが必要である。
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新型コロナウイルス感染症対策の克服について

ワクチン接種における医療従事者の確保の状況は？
また、無症状者及び軽症者となっている方々への対応について伺う。

医療従事者の確保では、本県が5月24日に開設した、名古屋空港ターミナルビル
と藤田医科大学の2か所の大規模集団接種会場において、合わせて1日3千人の規

模でワクチン接種を進め、県がんセンターをはじめ県看護協会・県歯科医師会にも協力をいただき対応。
更に名古屋市内と三河地域に新たに5か所大規模集団接種会場を開設し県内8か所の病院、民間の協力をいただき対応していく。
また、無症状者及び軽症者へは、宿泊療養施設の利用を促進するため、看護師が24時間常駐し、毎日の健康観察を実施するとと
もに、体調の急変時にも迅速な対応が可能であることなど、ご本人やご家族に施設の利点を丁寧に説明している。また、自宅療養者
へは、保健所による毎日の健康観察や血中酸素濃度を測定できるパルスオキシメーターの貸出しのほか、配食サービスによる生活
支援に加え、地域の医療機関や訪問看護ステーションと連携し、電話診療や往診、訪問看護などを提供できる体制を整備していく。

QQ
大村知事 答弁

代表
質問

代表質問する河合議員

質問1

ステーションAiにおける取組と行政手続きのオンライン化について
どのように進めていくのか伺う。QQ

アフターコロナを見据えた成長戦略について質問2

答弁する大村知事

ステーションAiは、Ａｉｃｈｉ-Ｓｔａｒｔｕｐ戦略の中核であり、世界のイノベーション創出
の中枢を目指し、PFIの事業者提案への助言のほか、「スタートアップ支援」、「パー

トナー企業とのオープンイノベーション推進」、「拠点施設の運営」の三項目に関し、本県の状況をス
テーションＦが調査・分析し、我々にアドバイスするとともに、様々な知見を、企業や大学、行政等の県
内関係者とも共有するプログラムを展開していく。また、行政手続きのオンライン化については、昨年
度策定した「あいちＤＸ推進プラン２０２５」において、２０２５年度までにオンライン化可能な手続の
１００％オンライン化を目指すため、5月に効率的・効果的にオンライン化を進めていくための指針とし
て、「行政手続のオンライン化に係る方針」を策定した。また、キャッシュレス決済の対応も進めていく。

大村知事 答弁

安全で安心な社会づくり、人が輝くあいちについて

過去の交通事故データを活用し、高齢歩行者関連の交通事故が多発してい
る地域における横断歩行者を妨害する違反等の取締りのほか、高齢者が多く居

住する地域におけるパトカーによる巡回広報等の交通街頭活動を推進していく。また、ドライバーに対
しては、横断歩道手前のダイヤマークと言われる道路標示を見たら減速するなど、横断歩道を横断しようとする歩行者がいれば停
止することが当然のルールであることを啓発している。今後は、携帯電話事業者が保有する人口動態データを活用し、利用実態
に応じた交通街頭活動を推進するとともに高齢歩行者の安全確保に向けた取組を推進していく。

横断歩道における歩行者の安全確保について、
どのような対策を講じていくのか伺う。QQ

警察本部長 答弁

質問3

答弁する警察本部長

補正予算

■ 中小企業のテレワークを促進するため、
　モデルオフィスを開設！

その他の議案

補助対象者

補助率

補助限度額

市町村（14から36市町村に拡大）

1/2以内
政令指定都市：8億円
中核市　　   ：2,800万円
その他　      ：1,400万円

　県内中小企業等
へのテレワークの
早期導入を促進す
るため、テレワーク
の体験や個別ワー
クスペース設備の
展示などをおこな
うモデルオフィスを
新たに開設します。

■ 「名古屋コーチン」の販売を支援
　消費が低迷して
いる名古屋コーチ
ンについて、加工
販売業者による新
たな商品開発及び
販売を促進し、ブ
ランド力の向上と
消費の拡大につな
げるための取組を
支援します。

　冷え込んだ県内の消費を喚起するため、商店街の
活性化に向けて市町村が実施するプレミアム商品券
発行事業に対する支援を拡大します。

■ 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける
　商店街の支援を拡大！

　新型コロナウイルス感染症の拡大等に伴うイン
ターネット上の不当な差別、誹謗中傷等を防止するた
めの対応を検証するため、差別を助長する書き込み
のモニタリングを試行的に実施します。

新型コロナウイルス感染症、同和問題（部落差
別）、外国人及び障害者に関連した差別的な
書き込み状況をチェックします。

■ 新型コロナウイルス感染症の拡大等に伴う
　インターネット上の人権侵害に対する
　モニタリングを実施

〈モニタリングの対象〉

個別ワークスペースイメージ

名古屋コーチン
加工販売者に100g当たり195円以内

■ 工事請負契約の締結
　ジブリパーク演示工事／ジブリパーク整備工事公園緑地整備事
業愛・地球博記念公園整備工事合併工事／ジブリパーク関連公園
整備事業愛・地球博記念公園整備工事
※2022年秋の開業に向け、本体及び周辺整備をおこないます。

■ 愛知県都市公園条例の一部改正
　老朽化した「大高緑地公園の水泳場」を廃止（2021年9月より）
※1971年に開設し50年が過ぎ、利用者減少と老朽化により廃止します。

　6月議会では、670億余円の補正予算をはじめ27議案を可決成立させ、
退任された青山副知事に代わり、佐々木奈々子副知事を選任しました。

令和3年6月定例議会
TO

PICS

2 ワクチン接種を加速させ、アフターコロナを見据えた世の中を議論！
　6月定例議会が6月17日（木）～7月6日（火）までの
会期で開催され、自由民主党・新政あいちの2会派が代
表質問をおこない、新政あいち県議団からは、総務会
長である河合洋介議員（知多郡第1選挙区選出：3期）
が登壇し、県政諸課題について県の考えを質しました。

一部の議案を紹介します。



16 金
4/

日々の活動

新政あいち県議団有志で
（株）アペックスを視察
愛知県の補助を受け、医療機関
や高齢者施設に提供している誤
嚥防止の「とろみ自動調理機」に
ついてヒアリング。

10 月
5/

連合愛知豊田地域協議会
幹事会にて県政報告
コロナ禍への対応を中心に愛知
県の取組を報告しました。

17 土
4/

豊田市戦没者春のみたま
祭（まつり）に出席
戦没者へ敬意と感謝を込めて献
花をさせていただき平和の尊さ
を再認識しました。

30 日
5/

半田市議会議員補欠選挙
に激励
市長選挙とのダブル選挙の中、連
合愛知が推薦する「中村かずや」
さんが見事、当選を決めました。

9 水
6/

ユタカクラブ議員協議会50
周年プロジェクト会議を開催
2022年5月の結成50周年に向
け各幹事の方と進め方について
打ち合わせを実施。

14 月
6/

西尾市議会議員選挙に激励
デンソー労組出身の「犬飼かつ
ひろ」さんが見事トップ当選を果
たし、V2を達成しました！
（写真は事務局長の鶴川さん）

さんを紹介します！

【略歴】 トヨタ自動車（株）出身／みよし市在住
／自動車総連顧問／全トヨタ労連顧問／
トヨタ自動車労働組合顧問
【参議院】
国土交通委員会理事／災害対策特別委員会委員
／予算委員会委員／情報監視審査会委員
【国民民主党】
企業・団体委員長／愛知県連副代表

現在の活動では…
　参議院議員として多忙な中、国の情報を常にタイムリーに届けていただいていま
す。（左下部写真は、桜井事務所にて国の動向を伺った際の場面）
　2月議会では、高速道路料金にかかる「償還主義の廃止」について事前にレク
チャーをいただき、質問に臨むことができました。また、自動車のカーボンニュートラ
ルを実現する法案など、適時意見交換をさせていただいています。

　『はまぐち誠』参議院議員をみんなで応援しましょう！！
「働く者」の代表として日々奮闘する姿や取組を紹介していきます。

 

はまぐち誠 プロフィール

参議院議員

　トヨタ自動車労働組合の生産担当副委員長を務められていた時代に、執行委員として一緒に仕事をさせていただいたのが最初の出会いです。
　当時から多くの事を学ばせていただきました。

はまぐち　　 まこと

我々のなかま

はまぐち誠　議員 検索

はまぐち誠 公式サイトは
こちらで検索
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