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要 望 書 

 

 

新型コロナウイルス感染症については、1 月に国内で初めて陽性

患者が確認されて以来、医療従事者の皆様の懸命なご努力と、外出

や営業の自粛など多くの県民の方々の取組等により、5 月 25 日に改

正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」

が全面的に解除された。 

一方で、この間の外出や営業の自粛、学校の臨時休業等により、

地域経済や住民生活、子どもたちの教育環境などに甚大な影響が生

じている。 

本県においては、大震災・原発事故からの復興のさ中であり、又

昨年の台風 19 号の痛手が癒えない中で、二重三重の厳しい現実を

突きつけられている。この事態にあたって最も基本とすべきは「一

人も置き去りにしない」との強い信念と行動ではないだろうか。内

堀知事にあっては、進行形の新型コロナウイルス感染症の拡大防止、

地域の医療提供体制の確保はもとより、雇用と県民の生活を守りき

るとの強い決意のもと、県内経済及び住民生活の支援、子どもたち

の教育機会の確保に全力で取り組んで頂き、感染拡大防止と社会経

済活動の維持両立を目指し、果断に県政運営に臨まれん事を心から

願い以下要望する。 

  



 

- 1 - 

 

新型コロナウイルス感染症感染防止対策等を踏まえた 

県地域防災計画の修正について 

 

今般、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、防災基本計画が修

正された。避難所の密閉、密集、密接の「３密」を避けるため避難先

としてホテルや旅館の活用、また、避難所で感染症患者が発生した場

合の対応を検討するなど、感染症対策を推進することが新たに明記

された。 

 令和元年台風19号による水害で大きな被害が発生した本県におい

ては、これから出水期を迎えることになり、早急に見直しが求められ

る。さらには、今回の台風被害を受けて有識者を交えた検証委員会が

設置され、これまでの対応を丁寧に検証し、県庁の総合力と関係機関

との強固な連携による災害対応に強い福島県の体制づくりに取り組

んでいると認識している。これら検証委員会の提言も踏まえた減災

対策に早急に取り組まれるよう要望する。 
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地域経済のⅤ字回復に向けた地域振興券の交付について 

 

新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が解除され、第２波に

警戒・注意しながら、特に売り上げが落ち込んだ飲食業や観光業、民

間交通等での消費刺激策を講じなければならない。 

福島県が独自に取り組んでいる飲食店の事業資金確保のため県が

プレミアム分を助成する「飲食店応援前払利用券発行支援事業」や、

県を跨いだ移動が自粛されている中で、県民の県内の温泉旅館やホ

テル利用を促すための「県民限定の宿泊割引支援制度」等の制度の県

民への周知徹底と利用しやすい環境づくりを推進すべきである。 

また、一人１０万円の特別定額給付金の申し込みと支給が始まっ

ており、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が落ち込んだ方の

生活資金や先行きの不安による貯蓄等、国民生活の安心につながっ

ていると実感している。 

同時に、県独自の地域振興券を特別定額給付金のように県民一人

ひとり全員に交付し、期限を設けて県内での買い物や飲食、宿泊、移

動等に広く使用できるようにして、福島県の経済効果を生み出す施

策を講じるように強く要望する。 
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【新型コロナウイルス対応】  

タクシー業や運転代行業の振興について 
 

 飲食店等の休業や観光客の激減等により、タクシー業や運転代行業

においても経営が大きく悪化している。各種事業者支援策を活用し

ながら、多くの事業者が雇用維持に努めていただいている。 

 他方、新型コロナウイルス感染症の影響によって、社会活動のあり

方が大きく変容しようとなる中、国の規制緩和を踏まえ、飲食店等の

飲食料品などの配送を有償貨物運送として請け負う新サービスを提

供するなど、各地方自治体とも連携しながら社会生活の基盤を支え

るために懸命な経営努力を重ねていただいている。しかし、新たな収

益源として経営を安定させるほどの事業とは言えないのが実態であ

る。 

 タクシーや運転代行は県民生活に欠かすことのできない交通サー

ビスであり、飲食店等とともに事業を支えていく必要があることか

ら、自動車税等の負担軽減や新たな需要喚起策として利用代金の補

助制度を創設するなどの措置を講じることを要望する。 

 

イベント関連産業の振興について 

 

 緊急事態宣言は解除されたが、すでに先々までイベントの中止が

決定されており、イベントを開催する事業者はもとより、会場提供や

関連備品等のレンタル、飲食物等の販売などの関連する事業者にお

いては、当面の間は売上機会が望めない絶望的な状態である。 

 今後、イベント開催のあり方も、三つの密を避けるための対策を講

じる必要があり、開催事業者にとってはその対策経費、また、関連備

品のレンタル事業者においては対策備品の準備など新たな経費が発

生する。 

 そこで、イベント関連事業者に対して、感染防止対策を講じるため

の新たな経費に対する補助や、感染防止対策を講じた新たな形式で

のイベント開催を後押しするためにイベント開催に伴う経費の補助

を行うなどの支援を要望する。 
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店子及びオーナーへの家賃支援について 

 

 政府は、「特別家賃支援給付金」を創設し、店子への支援が厚みを

増すこととなった。しかし、飲食店等の店子においては、緊急事態宣

言の解除によって急激に客足が戻ることは期待できる状況になく、

また、今後は感染防止対策が不可欠であることから客席を減らすな

どの措置は避けられない。「特別家賃支援給付金」によって、大幅に

飲食店等の事業者を支えることができるようになると想定されるが、

先述の状況を鑑みると売上が急激に回復する状況とは言えず、一層

の支援が必要と考える。 

 そこで、政府が検討している「特別家賃支援給付金」における自己

負担部分について、県においてさらなる負担軽減を図ることを要望

する。 

 また、ビル等のオーナーにおいては、社会的状況を鑑み、その多く

が家賃額の減免や支払い猶予に応じていただいている。「特別家賃支

援給付金」の詳細な制度設計によるところではあるが、ビル等のオー

ナーに対してもさらなる負担軽減を図るとともに、持続化給付金や

家賃減免額の損金算入、固定資産税等の軽減などの各種制度度の周

知を関係する業界団体と連携して強化することを要望する。 

 

エッセンシャルワーカーに対する手当について 

 

県民の社会生活の基盤を支えるエッセンシャルワーカーの皆様に

おいては、感染の拡大が広がる中、懸命にその維持に努めていただい

ている。政府は、医療従事者や介護・障がい福祉従事者に対する慰労

金を給付する方向であり、また、県においても医療従事者に対する慰

労金の給付を決定するなど、評価される取組みである。 

一方、幼稚園教諭や保育士、放課後児童クラブ職員、消防・救急隊

員などは、その職務の性質上、感染リスクを抱えながらも社会基盤の

維持のために、緊急事態宣言下も含め職務を遂行していただいてい

る。政府の施策の対象にならないエッセンシャルワーカーに対する

慰労金制度を構築することを要望する。 
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新型コロナウイルス感染症流行下における妊婦の PCR 検査 

について 

 

 本県では、新型コロナウイルス感染症の陽性患者は 5月 8日以降、

確認されていない。この間、８１人の患者が確認されたが県民の協力

によって今のところ蔓延拡大が抑えられ、ウイルスによる院内感染

を防ぐため医療機関が発熱などの症状がある患者を一般外来と区別

して診察する発熱外来も県内各地に開設が進んでいるところである。 

新型インフルエンザ対策行動計画では、発生段階に従い各段階別

に医療機関等における対応を定めている医療体制に関するガイドラ

インで都道府県は、新型インフルエンザ以外の疾患の患者に対する

医療を破綻させないため、例えば透析病院、がん専門病院、産科病院

等を都道府県の判断により新型インフルエンザの診療を原則行わな

い医療機関等に定めることができるとされているが、本県でこうし

た判断に基づいて指定された医療機関はない現状にある。 

こうした中、特に少子化等の影響で減少が続いている産科病院等

に勤務する産科医師からは、出産の際には医師や看護師等が 3 密（密

閉・密集・密接）な環境で出産にあたることから感染するリスクが非

常に高まっていると指摘している。そして、万が一にも妊婦が新型コ

ロナウイルス感染症にり患していた場合、医師や看護師に感染が拡

大して施設が閉鎖される可能性がある。 

産科病院等の減少で非常に厳しい状況にある本県で、ひとつでも

産科医療施設が閉鎖されることになれば、他の産科医施設にしわ寄

せが及ぶことになり、妊婦が安心して出産できる施設がなくなり、ひ

いては産科医療の崩壊が危惧されるという危機感が高まっている。 

こうした危機感から現在の通常国会で、わが公明党国会議員が取

り上げ、妊婦が安心して出産に臨めるよう、ＰＣＲ検査実施など支援

策の充実を訴えてきた。今回、国は希望する出産間近の妊婦に全額補

助して PCR 検査を実施する方針を示したところである。 

そこで、県においては、新生児の感染リスク低減及び、県内の産科

医療崩壊を防ぐ意味合いも込めて出産間近のすべての妊婦に対して

PCR 検査を実施する体制を構築するよう強く要望する。 
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新型コロナウイルスに対応した小・中・高・特別支援学校再開後

の生徒指導留意事項について 

 

５月２５日に緊急事態宣言が解除され、小学校、中学校、高等学校

及び特別支援学校など教育活動が再開されつつあり、本県において

も６月１日より通常の教育活動となった。文部科学省は５月２７日

通知を発信したが、児童生徒に対する生徒指導について、自殺予防や

不登校、虐待、差別、偏見といった点に留意し、感染予防対策を徹底

した上で、必要な措置を行うよう求めている。自殺予防については、

学校に対して、保護者、地域住民、関係機関などと連携し児童生徒の

自殺予防に向けた取組みを積極的に実施するよう求めており、不登

校については、学校担任や、養護教諭などを中心としたきめ細かな健

康観察やストレスチェックなどを行ない、児童生徒の状況を把握す

ること。スクールカウンセラーの支援、校長のリーダーシップ等組織

的な支援体制を要請している。 

 児童虐待についても、きめ細かな健康観察などにより、児童生徒の

状況を的確に把握し、スクールソーシャルワーカーや関係機関など

による支援に確実につなげることが重要として、特に、新入生や転入

生への特段の配慮を求めている。又、新型コロナウイルス感染症に関

連し、海外帰国児童生徒、外国人生徒、感染者、濃厚接触者、医療従

事者などと、その家族に対する偏見や差別行為は許されないとして、

その対応を求めている。取分け、原発被害で苦しい思いをした本県に

おいては、あってはならない事である。 

 そこで、本県における、学校再開後の感染防止策と合わせて、長

期にわたる休業からの再開という児童生徒の心の不安定に対して、

すべての関係者が一体となって、未来ある児童生徒達の発する声に 

しっかりと耳を傾け、心の叫びに気付いていけるよう教員の意識向 

上を初めとした環境整備に取組む事を強く要望する。 
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日本海溝巨大地震を想定した東京電力福島第一原子力発電所の 

防護について 

 

内閣府の有識者会議によると、三陸沖から日高沖の日本海溝・千島

海溝沿いでマグニチュード９クラスの巨大地震が発生した場合、福

島第一原発北側に１３．７ｍの津波が押し寄せ、１～４号機原子炉建

屋の敷地が最大３．３ｍ浸水する恐れがある。海抜１１ｍの防潮堤を

建設中だが、それでは防ぎきれない。 

津波が押し寄せれば、汚染水の増大や流出、廃炉作業への支障など

が懸念される。日本海溝巨大地震を想定した福島第一原発の防護を

国と東電に求めるとともに、最悪の事態を想定した県民の命と県土

を守る対策を早急に講じるよう要望する。 
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新エネ社会構想の更なる推進について 

 

福島新エネ社会構想(2016 年 9 月策定)は、福島県内を中心に幅広

く水素利活用することで、水素社会の実現に向けた取組みの強化を

図り、再エネの最大限の導入拡大を図るとともに、再エネから水素を

「作り」、「貯め・運び」、「使う」、未来の新エネルギー社会実現に向

けたモデルを福島で創出することを目指すとしている。 

この構想は、来年度から第 2 フェーズ期間となるため、先般、福

島新エネ社会構想実現会議が開催され、今後の方向性について議論

された。 

 本年３月に竣工した「福島水素エネルギー研究フィールド」は、水

素イノベーション拠点として重要な役割を果たす一方、製造される

水素の利活用が課題であり、戦略的な需要拡大が急務である。燃料電

池モビリティの導入を進めるとともに、県有施設などにおける水素

利用、水素ステーション等の供給体制強化をエリア一体的に進める

必要がある。既存の社会インフラを生かしつつ、広域的な水素産業都

市圏の形成に県が主体的に取り組むことを要望する。 

又、水素を用いたエネルギー貯蔵・利用（Power to Gas）は、出力

変動が大きい再エネを最大限活用するための電力系統需給バランス

調整機能だけでなく、水素需給予測に基づいたシステムの最適運用

機能の確立とで、ディマンドリスポンスの開発が進められている。 

  そこで本県においては、ポストコロナ対策として新エネ社会構想

の更なる推進、取分け前述の水素利活用社会の拡大と共に、水素エ 

ネルギー運用システムの早期実現に、より強力に取組むよう要望す

る。 

更に、本県における風力発電開発が大規模に計画されているが、部

品調達やメンテナンス、建設土木工事など、地域の事業者が参画でき

る体制づくりや運搬に係るインフラ整備に取り組むことを要望する。 
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 福島県保健福祉部直属の介護職員の増員・確保を求める 

 

 ９年前の東日本大震災と原発事故後、さらには現下の新型コロナ

ウイルス感染症の蔓延に際して本県の医療資源の窮乏と少子高齢化

社会の中で介護サービスを提供する人材の不足に困難を極めている

現状にある。 

 こうした中、先般、新型コロナウイルス感染症の第二波に備えるた

め県は、高齢者福祉施設でクラスターが発生した場合に他の施設か

ら介護職員を派遣する仕組みに着手するという報道があった。 

 高齢者介護サービスと併せて２４時間見守りが必要な重度心身障

がい者や難病患者を含めた介助についても高齢者介護サービスを提

供している事業者の職員が担っていることから、介護職員の人材確

保は喫緊の課題である。 

しかし、本県では以前から介護サービス提供の人材不足が叫ばれな

がら様々な事業を展開してきたが十分な人材確保に至っているとは

言えない状況である。 

 そこで、新型コロナウイルス感染症の第二波に備える意味から、サ

ービスを待つ人はいるが、人手不足で提供する人が足りないという

「介護崩壊」を防ぐため福島県保健福祉部の会計年度任用職員とし

て一般の任用職員よりもさらに待遇面での条件を充実させたうえで、

高齢者介護サービスと重度心身障がい者等の介助サービス提供が維

持できるよう県が直接、必要な人員を確保し、介護職員を施設へ派遣

する仕組みを構築するよう要望する。 
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在宅レスパイトの支援拡充を求める 

 

 「在宅レスパイト」とは、在宅生活を送っている医療的ケアの必要

な重症心身障害児（者）等をケアする家族の休息を目的として、訪問

看護師が自宅等に出向き、家族が行っている医療的ケア等を一定時

間代替するサービスである。 

現在、本県では在宅重症難病患者が介護者の休息（レスパイト）等

の理由により、一時的に在宅で介護を受けることが困難となった場

合に、適切な医療機関へ一時的に入院できるよう入院受け入れ体制

を整備することを目的とした「在宅重症難病患者一時入院事業」を行

っているが、入所施設が十分に整っているとは言えないことや、ケア

が必要な障がい児（者）の体調が不安定なため外出が困難な場合もあ

ることから介護する家族が休息できる時間を確実に確保できる体制

を整備する必要がある。また、医療的ケアが必要な県内の重度心身障

がい児は、平成３０年現在１６６人だが、養育する家族が病気になっ

たり、一時的な休息をとる際に利用する障がい福祉サービスである

障がい児の短期入所は、その利用件数が年々増加傾向にある。 

 そこで、重度心身障がい児（者）を在宅介護する家族の負担を軽減

するため、訪問看護師が自宅に出向いて介護者が一時的に休息でき

るようにする「在宅レスパイト」事業を早急に実施するよう要望する。 
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作業機付きトラクターでの公道運転のための大型特殊免許取得の 

補助について 

 

道路交通法により、ロータリー等の直装型作業機を装着した状態

のトラクターが、一定の条件を満たした場合に公道走行が可能とな

った。トラクターの公道運転には普通自動車運転免許が必要だが、全

長４．７ｍ以上、高さ２．８ｍ以上、幅１．７ｍ以上、最高速度１５

㎞/ｈのどれかに当てはまる場合は大型特殊免許が必要となる。 

トラクターに取り付ける代掻き用のロータリーなどは幅１．７ｍ

以上のものが多いが、大型特殊免許を自動車教習所で取得する場合、

９万円以上かかり、農家の経済的負担は大きい。 

そこで、作業機付きトラクターの安全運転の意識の向上と、灯火器

類等の車両整備、交通事故防止のため、ＪＡ等とも連携を取りながら、

大型特殊免許取得費用の県独自の補助制度を設けるよう要望する。 
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幼児教育のさらなる充実について 

 

 幼児期における教育が、幼児にとって将来にわたる人間形成の基

礎を培う重要な役割を担っていることは言うまでもない。地域の未

来を担う子どもたちの健全な育成は、保護者のみならず多くの県民

が、そのさらなる充実を望むものである。 

 幼児教育を担う施設には、幼稚園や保育所、認定こども園などがあ

るが、制度の性質上、それぞれの行政所管が分かれ、さらに、公立か

私立かによっても所管が分かれる。各施設の設置者が、その特性を生

かしつつ幼児教育にあたることが重要ではあるが、他方、地域の幼児

教育そのものが全体として向上を図ることも重要と考える。また、小

学校や家庭等との連携も必要である。 

そこで、文部科学省がこれまで取り組んできた「幼児教育の推進体

制構築事業」の成果を踏まえ、各施設等を巡回して助言等を行う「幼

児教育アドバイザー」の育成・配置に取組むとともに、幼児教育の拠

点となる「幼児教育センター」を設置し、幼児教育のさらなる向上を

要望する。 
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復興住宅におけるＩＣＴを活用した孤独死対策の充実について 

 

先月 13 日、浪江町から南相馬市原町区の災害公営住宅に避難した

60 代の男性が、約 2 カ月間誰にも気付かれないまま部屋で孤独死し

ていた。男性と連絡がとれないと親族が警察署に相談して発覚した。 

当該、災害公営住宅では、自治会はなく県の依頼で住民への声掛け

などを行う管理人を決めて運営しているが、新型コロナウイルス感

染症の影響で管理人を選ぶ話し合いが開かれず、年度が替わった 4

月から管理人が不在の状況が続いていたという。 

浪江町社会福祉協議会の生活支援相談員も、月に 1 回程度入居者

の見守り訪問をしていたが、感染拡大で 2 月中旬から電話などによ

る安否確認に変更しており、死亡した男性は 3 月 4 日の電話に「変

わりない」と答え、その後は連絡が取れなくなったという。 

管理人が選定され、社協の見守り訪問が再開しても、多くの高齢者

を孤独死から防ぐのは限界があり、人的見回りとあわせてＩＣＴに

よる見守りシステムを構築する必要がある。 

例えば、SIM カードがついた LED 電球をトイレに設置した見守り

システムの実証実験がむつ市で行われている。家にカメラを取り付

けると見守る方も見守られる方もストレスを感じる。トイレの電気

の点灯・消灯だけで様々なことがわかる。一度も電気がつかなければ

倒れているかもしれない。夜中に何度も電気が点けば体調不良が予

測される。点けっ放しが多ければ軽度認知障害かもしれない。電気の

点け消しで様々な情報がとれ、家族や見守る側のスマートフォンに

警告メールが届くようにすれば家族も安心だ。あわせて、高齢者死亡

事故の 1 位がお風呂での溺死であり、お風呂の電気にもとりつけれ

ば、より早く異常を察知することができる。こうした独居高齢者の異

変をいち早く察知するシステムを復興公営住宅でも導入するよう要

望する。 

 

 


