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不安が残る中の自粛解除
5 月 25 日に 1 か月半以上続いた緊急事態宣言の
解除が発表されました。
5 月 6 日までの期限が延長された時は、あきら
め感といつまで続くのかという不安や疲労を感じ
ました。延長期間が短くなったのも唐突感もあり
ましたが、ほっとした感覚でいます。
しかし、特効薬ができたわけでも新型コロナウ
イルスがなくなったわけではありませんので、不
安が残る中での自粛解除というところです。
今後も手洗いや消毒、マスクの着用、咳エチケッ
ト、ソーシャルディスタンスなどを守ることが必
要です。また、医療崩壊を招かないようにベッド
数の確保、医療従事者が安心して働けるようにす
るなど、医療体制の強化が求められます。

5 回目の申し入れをしました

左：知事室長、5 人の共産党県議団、右：あさか由香党県委員

日本共産党神奈川県議団は、新型コロナウイル
ス感染症対策について 2 月 17 日に最初の申し入
れを行いましたが、5 月 13 日に緊急事態宣言が延
長されたことを受けて、68 項目に及ぶ要望書を
知事に提出しました。

新型コロナウイルス感染症が拡大してから、こ
の間、多くの方からさまざまな意見や要望などが
寄せられました。
特に、飲食店をはじめ個人事業主や中小業者な
どからは売り上げの減少から悲鳴のような声が寄
せられました。また、病院や診療所からは、患者
の減少などによる経営難、介護事業所や障がい者
のサービス事業所、保育園や学童保育などからは、
感染の不安の中で事業を継続することの課題など
が寄せられました。
その声をまとめて要望書として提出しました。
緊急事態宣言が解除されてもこれまでの生活を
取り戻すにはまだまだ時間がかかります。
県民・市民が安心して生活できるようにみんなの
声を届けるように頑張ります。

新型コロナ拡大防止協力金
神奈川県議会は、新型コロナウイルス感染症対
策として、3 月 25 日、4 月 24 日、5 月 20 日と 3
回の補正予算を可決しました。
この中には、政府からの交付金を財源として、
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力
金が創設されました。
第 1 弾は、4 月 24 日から 5 月 6 日まで休業要請
を受けて休業した事業所、また時短営業をした飲
食業者を対象として最大 30 万円の協力金を出す
ものです。
4 月 24 日から受付を始めましたが、5 月 25 日
現在、申請が 3 万 1000 件、支給決定が 3000 件、
書類の不備などによる保留が 1500 件とのこと。
県職員 35 名と委託業者 200 名で作業しているよ
うですが、支給業務の迅速化が必要です。
また、緊急事態宣言の延長を受け、協力金の第
2 弾が決まりました。今回は、県からの休業要請
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がされていな
い業種でも自
主的に営業自
粛をした中小
事業者全てが
対象で、一律 1
0 万円が支給さ
れます。
申請の受付
は、6 月 8 日か
ら 7 月 14 日ま
でです。
詳しくは県
のホームペー
ジを参照して
ください。
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国際文化観光・スポーツ常任委員会は、文字通
り、観光や文化、スポーツのことを論議する委員
会ですが、新型コロナウイルス感染症の影響でど
の分野も大きな打撃を受けていますので、しっか
りと論議したいと思います。
共産党県議団の委員は左の表の通りです。
また、6 月 11 日からは第 2 回定例会の後半が始
まります。
日程は以下の通りです。
インターネット中継もご覧になれます。

第 2 回定例会の主な日程
6/11(木)

協力金第 2 弾の案内チラシ

第２回定例会が開会
議会での役職が決まりました
県議会第 2 回定例会が 5 月 15 日から始まりま
した。
前半の日程では、常任委員会や特別委員会の新
たな選出や議長・副議長をはじめ各役職、議会外
委員の選出などを行いました。
私は、国際文化観光・スポーツ常任委員、議会
運営委員、政務活動費連絡会委員、議会外では環
境審議会委員となりました。

常任委員会
環境農政常任委員会
大山 奈々子
厚生政常任委員会
石田 和子
産業労働常任委員会
君嶋ちか子
建設・企業常任委員会 上野 達也
国際文化観光・スポーツ 井坂 新哉

議会運営委員会
10 時半～
本会議 知事提案説明
13 時～
6/16(火) 本会議 代表質問 1 日目 13 時～
6/17(水) 本会議 代表質問 2 日目 13 時～
6/18(木) 本会議 代表質問 3 日目 13 時～
6/22(月) 本会議 一般質問 1 日目 10 時半～
6/23(火) 議会運営委員会
10 時半～
本会議 一般質問 2 日目 13 時～
6/25(木) 総務政策、防災警察
10 時半～
国際文化観光・スポーツ、環境農政
6/26(金) 厚生、産業労働
10 時半～
建設・企業、文教
7/2 (木) 特別委員会
10 時半～
7/6 (月) (予算委員会：未定)
10 時半～
7/7 (火) 全常任委員会
10 時半～
7/9 (木) 議会運営委員会
10 時半～
7/10(金) 議会運営委員会
10 時半～
本会議 議案の採決
13 時～
※ 日程はすべて予定です。詳しくは議会局まで。

新型コロナウイルスの関係、その他について、

なんでも相談してください。

特別委員会
ともに生きる社会かながわ推進 上野
子ども・子育て・高齢社会対策 大山

達也
奈々子

井坂事務所へ相談を
住所

横須賀市野比 2‐1‐2
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井坂

新哉
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