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令和 2 年度第２次補正予算の編成に向けた提言 

～ 感染拡大防止と社会経済活動を両立する「新たな日常」の確立のために ～ 

 

国民の皆様の努力と協力によって、新型コロナウイルスの新規感染者数は減少傾

向に転じ、42 府県で緊急事態宣言が解除され、事態は着実に収束に向かっている。 

しかしながら一方で、生活困窮者は増え、また、既に倒産件数は 170 件に達し、

上場企業の４社に１社が赤字に転落するなど業種や規模に関わらず多くの事業者

が窮地に立たされており、暮らしや経済に対する影響は深刻を極めている。また、

治療薬の開発や検査体制の拡充も含め、医療提供体制の整備が不十分なままでの宣

言解除に不安の声も大きい。あらゆる手立てを講じて迅速な支援を実現するととも

に、新たな課題や不安に直接応え得る追加の対策が求められる。 

さらに、今後は「新たな日常」の確立に向け、再流行の防止に万全を期しながら

社会経済活動の段階的な引き上げをめざし、あらゆる組織がコロナの教訓を踏まえ

た改革に挑むこととなる。これには長期戦になることも覚悟し、必要な対策を適時

適切に講ずることができるよう万全の備えを用意しておくことも重要である。 

公明党はこうした観点から、以下５つの柱に沿って、第２次補正予算で追加措置

すべき事項について取りまとめた。 

1. 事業継続と雇用を守り抜くさらなる支援策 

2. 暮らしを守り抜くさらなる支援策 

3. 医療および介護・障がい者福祉・保育サービスへのさらなる支援策 

4. 地方へのさらなる支援策 

5. 長期戦を見据えたさらなる備え 

政府におかれては、本提言内容を最大限に反映していただくとともに速やかな提

出を要請する。なお、中でも緊急的に必要な事項については予備費の活用もためら

わず速やかな執行を求める。  
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１．事業継続と雇用を守り抜くさらなる支援策 

(１) 事業継続支援のさらなる強化 

○事業継続のための家賃補助スキームの創設 

雇用を守り、企業・事業の継続を図るための固定費、特にテナントや駐車場、

資材置き場等の家賃負担に対する支援について、先般、与党として政府に要請

した「１、融資と給付のハイブリッド型の家賃補助制度の創設」「２、地方創

生臨時交付金の拡充と地方での独自の取組への支援」「３、賃貸借契約の維持

への取組強化」「４、金融機関への柔軟対応の要請」を踏まえ、十分な財源を

確保し、全国一律の家賃支援給付等のスキームを速やかに創設すること。 

 

○各自治体の家賃補助などへの国の支援拡充 

与党賃料支援 PT の提言を受け、テナントの事業継続のため実施する各自治

体の独自支援策など各自治体の実態に即した支援策について、国として支援で

きるよう地方創生臨時交付金の拡充を行うこと。この場合、事業継続支援の部

分については、別枠として１兆円規模が必要であり、事業所数などに応じて配

分するなど大都市部へのニーズに的確に応えるものとすること。また、早急に

対応することが求められており、予備費の活用も検討すること。 

 

○「持続化給付金」の増額 

緊急事態宣言の延長によって、外出自粛や各自治体からの休業要請が続いて

いること等により、売り上げの急減など甚大な影響を受ける事業者等がさらに

増加していることを踏まえ、特に大きな影響を受けている中堅・中小法人およ

び個人事業者・フリーランスが事業全般に幅広く使える「持続化給付金」の予

算の増額を十分に図ること。 

なお、「持続化給付金」の申請において、フリーランスの多様な所得申告に

迅速・丁寧に対応するため、士業を活用する等、審査・相談体制（申請サポー

トセンター）の強化を図ること。その際、一部、予備費の活用を含め、前倒し

の検討を行うこと。 

 

○農林漁業者に対する支援強化 

家賃支援策や持続化補助金等について、農林漁業者・食品関連事業者が確実

に支援措置を活用できるような仕組みとすること。また、茶・花き等の生産の

維持強化や原木保管の強化と林業の雇用維持、漁船漁業・水産加工業・流通業・

養殖業等への支援拡充、営業自粛に苦しむ飲食店と学校休校に窮する家庭や食

品卸業への支援強化をすること。 
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○NPO 法人の事業継続支援 

NPO の事業について、持続化給付金の活用、地方創生臨時交付金の活用、

指定寄附金制度の活用、休眠預金活用制度におけるコロナ緊急対応枠の創設等

を進めること。 

 

○支援を必要としている人を支える民間支援団体への支援 

生活者が受ける支援の社会資源を確保する観点から、行政の支援の充実に加

えて、民間団体の事業運営を支えるための大規模な財政支援を実施すること。 

 

○事業再開に向けた新たな補助金の創設 

小規模事業者持続化補助金を最大 150 万円まで拡充するなど、中小・小規

模事業者が事業再開に向けて必要となる対策を講ずること。 

 

○文化芸術・スポーツイベントの中止等に伴う支援 

文化芸術家等の修練・稽古等に係る経費、文化芸術団体等の維持・継続、今

後の公演等の準備等に係る経費への支援（約 500 億円）を行うこと。 

 

○ライブエンターテインメント業界へのさらなる支援 

 

○公共交通の維持に対する支援 

 

○中小企業等への法的支援 

 

○賃料問題の ADR（裁判外紛争解決手続）等相談窓口の周知徹底 

 

(２) 雇用を守り抜くためのさらなる支援 

○雇用調整助成金の拡充等 

① 現在 8,330 円となっている雇用調整助成金の１日当たり支給上限額につ

いて、一般財源を投入することにより、特段の条件を付けることなく 15,000

円（月額 33 万円）程度の水準とするとともに、申請手続きの簡素化と支給

の迅速化等を一層強力に進めること。 

② 休業手当の支払いに係る企業の対応によって労働者の待遇に差が生じて

いる状況を打破するため、一般財源を投入し、労働者自身が容易に申請し、

休業前賃金の８割相当額を受給できる簡便な仕組み（新型コロナ対応休業支

援金（仮称））を創設すること。上限額は雇用調整助成金とあわせ、月額 33

万円程度となるようにすること。なお、雇用保険の被保険者以外についても、

簡素な仕組みによって対象とすること。 
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③ 上記の特例措置は、4 月 1 日まで遡るとともに、その特例措置の終期につ

いても、緊急事態宣言の解除後、事業再開に要すると考えられる一定期間も

支えることができるよう十分な期間を確保すること。 

④ なお、大幅な収入減等の中にあっても公共交通や物流等を支えているバス、

タクシー等の旅客運送業、トラック運送業、旅客船・フェリー、鉄道、航空

事業や、売り上げが急減している宿泊業等の各企業・事業者についても、上

記の特例措置の着実な適用を図るとともに、利用客の急減で経営が悪化しつ

つも運行継続を求められている公共交通機関の事業者等に、休業手当全体の

助成率 100％の特例措置を適用すること。 

 

○制度の周知徹底等 

各種制度の周知徹底、丁寧かつわかりやすい説明に努めるとともに、コール

センターや相談窓口を設置する等、支援に必要な行政体制の整備に万全を期す

こと。 

 

○公共交通や物流等を支える労働者支援のさらなる強化 

公共交通や物流等を支えるドライバーの感染リスクに対する特別手当制度

の創設を検討すること。 

 

○妊婦の休業補償のための新たな制度創設 

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により休業が必要な

働く全ての妊婦の方が、安心して休むことができるよう、新たな仕組みを創設

すること。 

 

○働きやすい環境整備、再就職支援と新たな雇用機会の創出 

新型コロナウイルス感染症対策が講じられる中で、雇用を守り、働きやすい

環境を整備するとともに、失業した際の再就職支援に万全を期すこと。また、

地方創生臨時交付金等を活用し、就労の機会が奪われた方に対して、就労意欲

低下を防ぎつつ、雇用状態が回復するまでの期間、減収分を補うことができる

新たな雇用機会を創出・提供すること。 

 

○オンラインによる就業支援 
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(３) 資金繰り支援のさらなる強化 

長引く自粛によって、中小・小規模事業者のみならず、足下ではモノづくり企

業をはじめとする中企業などにも影響が顕在化している。この間も、社会イン

フラや国民生活に不可欠な事業者をはじめ全ての事業者の事業継続を守り抜か

ねばならない。事業の本格的な再開までの道のりが長期に及ぶことを鑑みれば、

中堅・大企業や地域の中核企業に対する資金繰りにも万全を期すべきである。 

こうした観点から、十分な資本性（長期劣後ローンや優先株など）を確保でき

るよう、少なくとも 30 兆円の事業規模で、企業規模やニーズに応じた多様なメ

ニューを用意し、今後の資金繰りに万全を期すこと。 

 

①緊急融資のさらなる強化 

○無利子･無担保･据置５年の緊急融資の積み増し 

日本政策金融公庫、あるいは民間金融機関を通じた無利子･無担保･据置５年

の緊急融資については、既に多くの企業に利用されているところであるが、今

後も希望する企業が確実に融資を受けられるよう、原資の積み増しを行うこと。

また、農林漁業者向けの融資枠を拡大すること。 

 

○政投銀、商工中金による危機対応ツーステップローンの積み増し 

財政投融資からの貸付けにより、日本政策投資銀行（DBJ）と商工中金が危

機対応業務を実施している。現在、５兆円の事業規模が用意されており、利子

補給は行われないが、政府から公庫への貸付利率を踏まえた低利での貸付けと

なっている。今後の中堅・大企業の資金繰りに万全を期すため、財政投融資の

積み増しを行うこと。 

 

②資本性資金の供給 

○日本政策金融公庫「長期資本性ローン」の拡充 

日本政策金融公庫には、民間金融機関と協調融資を行う「企業再建型」の資

本性劣後ローンが運営されている。資金繰りに重きを置いている中企業にとっ

ては、財務基盤を強化し、地域金融機関からさらなる融資を引き出す呼び水と

しての意義も重要であるため、東日本大震災時の措置※を参考に同制度を拡充

し、長期の低利融資となるよう国費を投入すること。また、債務超過リスクに

直面する農林漁業者や外食産業等にも資本性ローンの特例措置を講ずること。 

 

※東日本大震災時、「震災型資本性ローン」として一社当たりの限度額を７億２千万円に拡

大、利子も 0.4％～3.6％と低利に設定し、10 年の期限一括償還として提供された。 
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○危機対応ツーステップローンの「長期資本性ローン」の創設 

中堅・大企業への資本性資金を供給するため、日本政策投資銀行（DBJ）と

商工中金による危機対応ツーステップローンについて、東日本大震災時の措置

を参考に、劣後も含め長期資本性ローンを創設すること。その際、企業にとっ

て利用しやすい低利な制度設計にすること。 

 

③官民ファンドによる資金供給 

○地域経済活性化支援機構（REVIC）を活用した出融資 

新型コロナウイルスの影響で財務基盤が一時的に悪化し事業再生が必要な

地域経済の中核を担う中堅・中小企業の経営改善を支援するため、REVIC を

活用し、地域金融機関と共同でコロナに対応できるファンドの整備を早急に進

めること。 

その際、REVIC の政府保証枠の拡大や、人員強化を図るなど REVIC の体制

を早急に強化するとともに、中小企業再生支援協議会等とも密接に連携をとっ

て推進すること。また、現行法では令和３年３月末に新規支援・出資期限が到

来するため、期限延長のための法改正を行うこと。 

 

○中小機構のファンドへの積み増し 

中小機構が出資する「中小企業再生ファンド」は、各都道府県単位でファン

ドが設置されており、地銀や保証協会などと連携して事業再生にあたっている。

第１次補正予算では、「中小企業経営力強化支援ファンド」が創設されるなど、

再生後の成長までも視野に入れたメニューも用意されている。 

中小機構のファンドには国費投入があり、金融市場のみで資金調達を行う

REVIC と比較すると、一般的に中小企業にとっては使い勝手が良いため、こ

うしたファンドに積み増しをしておくこと。 

 

○産業革新投資機構（JIC）のファンドの強化 

産業競争力強化法の改正を受け、JIC は Society5.0 や大規模事業再編、ユニ

コーン企業への直接投資を行う機構として、投資体制を構築中である。政府保

証と財政投融資の組み合わせで資金調達を行い、主に大企業の企業再編や、テ

ック系ベンチャーに対する投資が中心的な業務となる。コロナ支援を同機構の

所掌に組み込み、支援を強化していくこと。 

 

④民間金融機関による融資の促進 

○金融機能強化法の改正 

現在の日本の金融システムの健全性に問題はないものの、特に地域の民間金

融機関に対して国が資本参加できる制度を維持・強化し、民間金融機関による
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資金繰り促進に万全を期すため、金融機能強化法について、コロナの影響に対

応できるよう措置するとともに、法律の期限延長を行うこと。 

 

 

(４)「新たな日常」への変革に向けた支援策 

○宿泊・観光業等への支援 

宿泊・観光事業者の事業継続・再開に当たり、各事業者におけるガイドライ

ンに基づく計画策定、従業員教育等の取組が適切に準備・実施されるよう、支

援を行うこと。また、学校休校やイベント自粛等で中止となった修学旅行等、

イベント輸送、地域行事等の延期開催を促進するため、地方創生臨時交付金の

拡充・活用を含め、必要なスキームの構築を進めること。 

 

○継続的な経済・教育等活動に向けた通信インフラの整備促進 

  新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取り組みつつ、経済・教育等の継

続的な活動に向けて、通信インフラ整備を加速化すること。特に、光ファイバ

ーが整備されていない地域においては特段の支援を講ずること。 

 

○感染拡大防止等に向けたオンライン行政の強化 

  マイナンバーカードの活用促進・給付業務の効率化に向けて、窓口業務の

円滑化・混雑解消を図るとともに、電子証明書関係手続のシステムを増強す

ること。 

 

○新たな生活様式を確保するためのハード・ソフト両面の取組 

小中高、スポーツ・文化等あらゆる社会的イベント・会合の「新たな生活様

式」の下での再開等に必要なハード面の取組を進めるとともに、行政手続きの

スマート化や教育現場への支援のための事業費を確保すること。 

 

○物流の生産性向上に向けた支援 

 

○正常時・非常時のいずれにおいても適切に行政機能を発揮するためのネット

ワーク環境の再構築の加速化 

 

○スマートライフ実現のためのＡＩシミュレーション 

 

○テレワーク、時差出勤、自転車通勤・通学の推進 
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２．暮らしを守り抜くさらなる支援策 

(１) 学生等への支援 

○家計が急変した生徒・学生等に対する支援 

新型コロナウイルス感染症による影響で家計が急変した生徒・学生等が学業

を断念することがないよう、 

－経済的に困難な大学生等の授業料等の軽減措置や「学生支援緊急給付金」を

含む経済的支援の拡充により、中退の抑制、防止を支援すること。 

－文科省以外の省庁所管の教育機関（職業能力開発大学校、看護・農業・林業・

水産大学校、海上技術短期大学校など）の学生への支援をすること。 

－私立高校授業料の実質無償化（世帯年収 590 万円以下を目安）の対象とな

っていない生徒に対する授業料の軽減措置を支援すること。 

－保護者の失職等に伴う学生や高校生等の家計急変世帯に対する私立大学等

や都道府県が行う授業料減免への支援について、現状 1/2 から 3/4 への補

助率の嵩上げも含めて支援を大幅に拡充すること。 

－以上の支援を行う際、大学生や高校生等への周知や相談窓口の構築など、き

め細かな対応を図ること。 

あわせて、「奨学金返還期限猶予制度」を上限（10 年）まで利用された方の

うち厳しい経済状況が続いている場合は、猶予の上限を１年延長すること。 

 

○在外邦人等に対する給付等の支援 

留学生など在外邦人について、今回の支援策では給付の対象外となっている

ことはやむを得ない面もある。今後の課題として、マイナンバーカードの活用

等による給付等の支援を検討すべきである。また、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大の懸念やメンタルヘルス等を含め、在外邦人が抱える健康不安を遠

隔で相談できるための施策を行うこと。 

 

 

(２) ひとり親家庭への支援 

○ひとり親家庭への支援 

生活に困窮している児童扶養手当受給者等に対して、早期に臨時特別給付金

を支給すること。その際、新型コロナウイルス感染症の影響により減収し、児
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童扶養手当受給基準となったひとり親家庭も対象となるよう配慮するととも

に、非課税扱いとし、差押禁止とすること。 

 

 

(３) 生活困窮者等への支援 

○緊急小口資金・総合支援資金の強化 

  緊急小口資金のオンライン申請を可能にするとともに、緊急小口資金・総

合支援資金について、地域に密着した身近な拠点に受付窓口を設置・充実す

るなど申請の容易化・窓口体制の強化を行い、貸付をより迅速化すること。ア

ルバイト収入の減少により生活の維持が困難な学生について、必要な場合に

は貸付を受けることができるよう、窓口や大学等に周知・徹底し、支援を受け

られる環境を整備すること。貸付の原資については、十分な予算額を確保す

ること。 

 

○住まいの確保 

  休業者や失業者等の住まいを確保するため、生活困窮者自立支援制度の「一

時生活支援事業」による支援を行うこと。その後の住まいの安定につながる

よう、住宅セーフティネット制度における家賃低廉化補助制度による当面の

重点的な支援や適用地域の拡大等住まいの確保対策を充実すること。住居確

保給付金についても、十分な予算額を確保すること。 

 

○居場所づくりや見守り等への包括的な支援 

  「子どもの見守り強化アクションプラン」の着実な実施のため、民間団体の

活動を支援すること。 

 

○配偶者暴力を含む様々な困難を抱えている女性への支援 

貧困や DV を含む暴力等の様々な課題を抱えている女性に対し、SNS 等を

活用した相談支援体制を強化・拡充し、「DV 相談プラス」の実施期間の延長

を行うとともに、安心できる居場所や一時的に保護できる場所を確保すること。

また、その際、医療機関との連携を支援すること。 

 

○生活困窮者自立支援制度の相談支援体制の全額国費負担による抜本的強化 

 

○学校をプラットフォームにした子ども支援の促進 

 

○オンラインを活用した相談員等支援者の支援 
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○妊産婦、乳幼児への母子保健サービスの充実 

 

○家族が感染した場合等における児童養護施設等の医療連携等の体制強化 

 

○生活困窮世帯のためのフードバンク支援の強化 

 

○JICA 海外協力隊員の事業復帰までの生活支援等 

 

 

(４) 子どもたちの学習支援 

○学校教育活動の再開への支援 

学校を再開するに当たり、校舎の消毒費等の感染症対応等に必要な経費など

に使途を制限せず柔軟に活用できる学校教育活動再開支援経費（１校当たり最

大 300 万円程度）を交付すること。 

 

○子どもたちの学びの保障に必要な人的体制の確保 

今後、一定期間にわたって休校、再開を繰り返す可能性があることを踏まえ、

各学校の状況に応じた指導体制を確保するため、教員の加配等、学校のマンパ

ワーを抜本的に強化すること。 

 

○初等中等教育から高等教育に至るオンライン教育の実施・充実のための環境

整備 

 

○夏期休業期間中の授業実施を見据えた学校施設・設備の整備 

 

○日本人学校・補習校に対する支援 

 

 

(５) 避難所の感染防止対策 

○避難所における感染防止対策の強化等 

地域住民が安心して避難所を利用できるよう、地方創生臨時交付金の限度額

の算定に「災害時の新型コロナウイルス等の感染症対応分」を加え、避難所に

おけるマスク、体温計、消毒液等の資材確保をはじめ、感染防止対策として必

要な段ボール間仕切り、段ボールベッド、パーテーション等の備蓄や整備支援

を強化すること。さらに、旅館やホテル等を活用した分散避難体制も速やかに



 

12 

構築すること。その際、梅雨期が迫っていることに鑑み、一部、予備費を活用

した前倒し実施を行うこと。 

加えて、災害ボランティアが安全に被災者支援に携われるよう環境整備を行

うとともに、災害ボランティアセンター設置・運営等に係る費用を災害救助法

の応急救助費等で支援すること。 

 

 

(６) 暮らしの安全・安心 

○給付金詐欺防止等の対策強化 

給付金を狙った詐欺被害を防ぐため、テレビ、ラジオ、新聞等を活用した広

報活動を強化し、消費者に正確でわかりやすい情報を届けるとともに、高齢者

等の見守り・相談体制の強化を行うこと。 

あわせて、警察における感染症対策を強化するため、犯罪捜査活動や留置管

理業務等における感染予防措置の徹底や非接触型の警察業務を推進すること。 

 

○在外公館における安全対策の強化 
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３．医療および介護・障がい者福祉・保育サービスへのさらなる

支援策 

(１) 医療提供体制、感染防止対策の強化 

○新型コロナ緊急包括支援交付金の抜本的拡充 

新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制を確保するため、１次補

正で創設した新型コロナ緊急包括支援交付金について、全額国庫負担とすると

ともに、大幅な予算の増額や対象の拡大を行うこと。 

 

○医療提供体制、宿泊療養体制、検査体制の強化等 

新型コロナウイルス感染拡大の第２波や再流行に備えて、医療提供体制、宿

泊療養体制および検査体制の強化にさらなる財政上の支援を行うこと。人員の

確保だけでなく医療機器、医薬品、検査試薬、防護具、綿棒等の確保など医療

提供に必要な財政上の支援を行うこと。 

 

○院内感染・施設内感染の防止対策 

院内感染・施設内感染を防止するための財政上の支援を行うこと。特に、耳

鼻科、呼吸器科、心臓血管外科、脳外科、歯科など新型コロナウイルスの感染

リスクが高い手技に当たる医療機関の換気やパーテーション等の設備に十分

な財政上の支援を行うこと。 

 

○検査法、治療薬および治療法の開発支援 

厚生労働科学研究費を積み増しして有効性・安全性を確認した適応外薬およ

び質の高い抗原抗体検査を医療現場に提供すること。 

 

○新型コロナウイルス感染症対策のための大学・学術研究の加速 

治療薬・ワクチンや感染症対策等の研究開発の加速に向けた研究基盤の強化

や先端的研究施設等の活用など、大学・国立研究開発法人における新型コロナ

ウイルス感染症対策のための研究開発を一層加速するとともに、新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響を受けた研究現場への支援を行うこと。 

 

○大学病院への支援の抜本的な強化 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大や現下の厳しい状況において高度医

療対応を進める大学病院について、人工呼吸器、簡易陰圧装置等必要な医療機

器等の整備や、医療物資の確保、潜在看護師等の臨時医療従事者の確保をはじ

めとする支援を抜本的に強化するとともに、弱体化した大学の経営基盤が破綻

しないよう支援すること。 
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○医療機関への財政上の支援 

新型コロナウイルス感染症の診療に当たった医療機関が減収とならないよ

う財政上の支援を行うこと。また、救急等の政策医療を担う、または地域医療

計画に位置付けられた医療機関が医療機能を維持するために必要な財政上の

支援を行うこと。 

 

○医療機関等の資金繰り支援 

医療機関等の資金繰り支援のため、診療報酬の払い込みと支払いを前倒しす

るとともに、福祉医療貸付制度において、無利子・無担保を含む、現在 7.2 億

円の貸付限度額について、減収額に応じて拡充すること。 

 

○医療従事者に対する支援 

厳しい勤務が続く医療従事者個人に対する応援金を支給すること。 

 

○非接触型のサービス構築 

感染者が療養する宿泊施設において、自動受付などの非接触型のサービス構

築を進めることができるよう支援すること。 

 

○司法解剖を行う法医学教室でのコロナ感染予防策のための設備整備推進 

コロナに感染した遺体を解剖する体制を整え、法医学教室が設置された大学

において、感染を防ぐための特別な解剖台や空調装置など、コロナ感染予防策

のための設備整備を推進すること。 

 

○「トレーラーハウス」の活用 

同居家族等の感染リスクによる接触の機会を減らすための感染症対策とし

て、災害時に仮設住宅に活用された「トレーラーハウス」を一定量、自衛隊等

が買い取り、平時には、自衛隊病院などへの設置や、必要な都道府県への貸し

出しなどに活用するとともに、新型コロナウイルスが収束した際には、災害対

策に活用すること。 

 

○自衛隊病院の空床の活用等 

空床率約 7 割（一般病院は 2 割程度）の全国の自衛隊病院の空床 1600 床を

「重症化病床」として活用するとともに、人工呼吸器・ECMO を装備し、医

官、薬剤官、看護官の訓練を行うこと。また、新型コロナウイルスの収束後は、

自衛隊病院の空床を、国内災害時に活用するとともに、国際緊急援助隊として、

治療体制が不十分な途上国に、人工呼吸器・ECMO の装備とともに派遣する

こと。 
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○自衛隊の感染症対処能力のさらなる向上 

 

○自衛隊における感染拡大の予防 

 

○新型コロナウイルス感染症拡大防止のための国際協力の推進 

 

 

(２) 介護・障がい者福祉・保育サービスへの支援 

○「介護・障がい福祉包括支援交付金」（仮称）の創設 

介護・障がい福祉サービスの事業所等に対する「サービス継続支援事業」を

抜本的に拡充し、「介護・障がい福祉包括支援交付金」（仮称）を創設すること。

同交付金により、感染発生の有無にかかわらず、感染予防の取組を行いつつ弾

力的にサービスの提供を継続する介護・障がい福祉施設・事業所に対する支援

事業を拡充すること。本事業が各自治体における財政状況にかかわらず実施で

きるよう、全額国庫負担により行うこと。 

 

○施設・事業所従事者の特別手当支給、衛生資材・防護機材の確保等の支援 

「介護・障がい福祉包括支援交付金」により、特に、介護・障がい福祉施設・

事業所において、サービスの弾力的提供を認めながら、①従事者の特別手当（濃

厚接触による感染防止のための負担の代償）等の処遇確保、②人材確保のため

の費用、③マスク、手袋、消毒液等の衛生資材・防護機材の確保、④オンライ

ン面会等のための ICT 機器の整備等、感染発生の有無にかかわらず、感染防

止のためのかかり増し経費に対する支援事業を拡充すること。③は、基礎自治

体だけで確保できない場合は国・都道府県も関与する仕組みを構築し、確実な

提供体制を整備すること。 

 

○施設・事業所における感染予防対策の拡充 

各サービス内容や場面に応じた感染予防のための実践的なガイドラインの

整備や動画の作成を国が主導して行い、自治体を通じて現場に展開、徹底する

こと。 

 

○高齢者・障がい者の施設・事業所でのサービス利用再開支援 

今後の状況に応じて、介護・障がい福祉施設・事業所において、従前の利用

者がサービス利用を安心して再開できるよう、施設・事業所が事前に利用者の

健康状態、配慮すべき事項等の確認など、本人や家族とのきめ細かな相談、行

政等との連携等を行えるよう支援すること。 
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○高齢者・障がい者の自治体による住民サービスへのつなぎ直し 

今後の状況に応じて、自治体が、孤立化、健康状態の悪化が懸念される在宅

の高齢者や障がい者の見守り、訪問の活動を再開し、医療・福祉分野と連携し

つつ、本人・家族とのきめ細かな相談の上、健康維持、リクリエーション等の

地域の住民サービスへのつなぎ直しを行うこと。また、住民サービスの再開に

当たって、感染症の第２波以降への備えも念頭に、必要な人員確保、施設・機

材等の費用について支援を行うこと。 

 

○聴覚障がい者のオンライン診療の受診支援 

聴覚障がい者がオンライン診療を受ける際、手話通訳を活用できるようにす

るため、市区町村への財政支援も含め、全国の取組を進めること。 

 

○保育所等の感染防止対策など 

保育所や放課後児童クラブ等児童福祉施設における新型コロナウイルス感

染症拡大防止の観点から、衛生用品購入提供事業を継続するとともに、保育士

の処遇改善など人材確保策を進めること。 

 

○利用者・従事者の感染が疑われる場合の検査体制の整備 

 

○障がい福祉の就労系サービスにおける工賃確保支援 
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４．地方へのさらなる支援策 

○地方創生臨時交付金の増額 

第１次補正予算で積まれた地方創生臨時交付金については、特に地方創生の

配分をめぐって一般市、町村ではリーマンショック時と比べて半額以下となっ

ていると多くの不満の声がある。また、感染症対応分を含め、特定警戒都道府

県の都市部を中心に、「協力金」等の支援策に多額の予算を充当する必要があ

り、あまりにも交付額が少ないとの不満の声が出ている。今後、感染拡大防止

を図りつつ、地域経済の回復・活性化を実現するためには、こうした自治体の

声に応えて、さらに、家賃支援の別枠１兆円を含め、３兆円規模の積み増しを

行うこと。 

 

○地域の暮らしと経済の回復・活性化 

第１弾となる第１次補正予算の地方創生臨時交付金については、主に感染症

対応に比重を置き、各自治体に配分を行ってきた。第２弾では、地域公共交通

機関の高度化やリモート関係人口の創出・拡大など、暮らしと経済を立て直す

ための事業を優先した配分額とし、各自治体が守りから攻めに転じる好機とす

ること。 

 

○消防・救急隊への特別手当の支給 

人事院規則が改正されたことを踏まえて、新型コロナウイルス感染症に対応

する全国の消防・救急隊へ特別手当を支給できるよう推進すること。その際、

手当支給に当てる財源を確実に各自治体に配分できるよう、現状の体制把握を

実施し、地方創生臨時交付金を十分に確保すること。 

 

 

５．長期戦を見据えたさらなる備え 

○予備費の積み増し 

今後は「新たな日常」の確立に向け、再流行の防止に万全を期しながら社会

経済活動の段階的な引き上げをめざし、あらゆる組織がコロナの教訓を踏まえ

た改革に挑むこととなる。長期戦も見据え、必要な対策を適時適切に講ずるこ

とができるよう、予備費の思い切った積み増しを行うこと。 

 

以上 


