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西田昭二は予算委員会分科会(国土交通省関連)・内閣委員会・内閣委員会の計３回質問にたちました
● 令和2年

3月6日

内閣委員会

新型コロナウイルス対策についての質問より一部抜粋

03

新型コロナウイルス感染症が全国に広がりを見せている中、風評被害による地方経済への打撃でありますが、
観光地や地域にとって大変厳しい状況であるのは間違いございません。現在、風評被害の影響は大きく、
地域に与えるダメージは徐々に大きくなってきております。石川県を代表する産業であります農林水産業、
観光産業にも大きな影響を与えております。
このような地域経済に与える影響に対して政府としてどのように
対策を講じていくのか。

新型コロナウイルス感染症につきましては、観光関連産業を始めとしまして、地域のさまざまな経済に相当な
影響をもたらしていると認識をしております。事業者の皆様をしっかり下支えするために、当面の措置として、
緊急融資、保証枠五千億円の確保によって中小企業や小規模事業者の皆様の万全の資金繰り支援を行うこ
と、
また、休業を行いました中小企業に休業手当を助成する雇用調整助成金の要件緩和、
こうしたことを講じ
ているところであります。
また、二千七百億円を超える今年度予備費を活用しました緊急対応策第二弾を速
やかに取りまとめて、強力な資金繰り支援も含めて必要な対応策をしっかり講じていくことにしております。

日本全体が新型コロナウイルス感染症によって未曾有の危機に懸命に戦い、2月から約６ヵ月が過ぎ去りました。
日本では非常事態宣言
が解除され、県外移動も自由になりましたが、まだまだ油断できないところであります。また、世界の感染状況を見るとアメリカやブラ
ジルを中心に感染拡大に歯止めかからず今もなお懸命に戦っています。我が国ではこれまでの外出自粛によって飲食業や旅行・観光
業を始め、人の集まる施設等が甚大な影響を受け、多くの経済活動に暗い影を落とし、日本経済の急激な悪化をもたらしております。
また医療の最前線を始め、物流インフラなどの産業で国民の生命と生活を守っておられる多くの関係の皆様に心から敬意を表する次
第です。政府・自民党として、第1次、第2次補正予算で様々な形で支援対策を行っていきますが、まだまだ行き届いていない皆様への
支給を急ぐと共に第2波第3波への予防対策を始め、V字回復に向けた経済活動支援にこれからも全力で取り組んで参りますので、
引き続き、皆様のご協力をよろしくお願いします。
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や新卒者の受皿となることも視野に、人材確保への支援についても必要である。
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束後をも見据え木材の生産や、山を守るため、引き続き山村で働いていただくためにも雇用の確保、維持は
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重要な課題。
自由民主党による
「令和二年度第二次補正予算の編成に向けて」、提言のとおり、主伐など木材
生産を行っていた素材生産者や森林組合の方々の雇用を緊急時に確保、木材生産を伴わない森林整備、
すなわち保育間伐や植林などの対策を講じる必要がある。

一次補正では、輸出について、保管費、腐食防止等について対策を致しましたが、国内で県間の移動も厳しい
状況の中にあっては、国内での木材の需要に対する支援も二次補正では必要。山においても、保育間伐、皆
伐によって植林がなされていない山があります、そういった山で働いていただく方の雇用の確保にも焦点を
当てて二次補正はやりたい。山に入って下草刈り、地ごしらえ、枝打ち、間伐、山の環境をよくすることに山の
方々の力をかりたいと思っています。二次補正で手当てができないか、最終的な調整に今入っているところで
ございます。
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新型コロナウイルス対策等ご質問がございましたら、
事務所までご連絡ください。

七尾事務所

〒926-0041 石川県七尾市府中町員外26番地
TEL： 0767-58-6140 FAX： 0767-58-6141

国会事務所
〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1衆議院第一議員会館523号室
TEL： 03-3508-7139 FAX： 03-3508-3439

地域・医療

を守る

地域医療体制のさらなる整備・感染拡大防止の推進

緊急包括支援交付金

２兆2,370億円

●重点医療機関の病床の確保
●医療・介護・障害福祉従事者等への慰労金支給
◆受入病院等の役割を設定された医療機関
実際に診療を行った医療機関の職員 20万円
それ以外の医療機関の職員 10万円
◆感染者が発生又は濃厚接触者に対応した
介護・障害福祉事業所の職員 20万円
◆その他の医療機関､
介護・障害福祉事業所の職員 5万円
●疑い患者受入れ救急病院等の院内感染防止対策
●医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援
等

ワクチンの開発強化・早期実用化に向けた体制整備

治療薬･ワクチンの開発

2,055億円（１次補正では751億円）

生活・家計

を守る

売上急減に直面する事業者の方

一世帯５万円

●月額上限額
（法人）100万円 （個人）50万円
●給付金（月額） ６カ月分

臨時特別給付金

※第２子以降１人につき３万円を加算
※収入が減少した場合：一世帯５万円加算

子供の小学校休校への対応

小学校休業等対応助成金・支援金

雇用

を守る

従業員を休業させている雇用主の方

雇用調整助成金

●日額上限が引き上げられます
8,330円 → 1万5,000円 月額33万円
●解雇等を行わない中小企業の助成率
10分の10に引き上げられます
事業主から休業手当を受け取っていない方

休業支援金（直接給付金）

月額賃金の８割（上限33万円）

持続化給付金

※就業できなかったフリーランス向け
●支援金 日額が引き上げられます

●新規創業者
▶本年３月までに創業した方

8,330円 → 1万5,000円
4,100円 → 7,500円

無利子･無担保等の危機対応融資の拡充

２兆円（１次補正と合わせて総額３兆円）

フリーランス・新規創業者

●フリーランス
▶収入を雑所得や給与所得として
申告し、事業を行っている方

家庭から自立し、アルバイト収入により
学費等を賄っている学生の方

地方創生臨時交付金

家賃支援給付金

※従業員に有給休暇を取得させた事業者
●助成金 日額上限が引き上げられます

子供たちの生活｢学び｣を支援

地方におけるさまざまな対応・取り組みを支援

を守る

収入が少ないひとり親世帯の方

コロナ対応を行う医療機関等への資金繰り支援

福祉医療機構

事業

学生支援緊急給付金（予備費）
10万円が支給されます

※住民税非課税世帯の学生：20万円

家計が急変した学生の授業料等を支援

授業料等減免

153億円（１次補正では７億円）
※国立大学
※私立大学

約1.2万人 補助率10/10
約5.3万人 補助率2/3

すべての小中学校･高校･特別支援学校等

学校の再開支援
感染症対策と学びの保障

100万円〜300万円

一校当たり

（感染状況等に応じて加算あり）

最大100万円が支給されます

（法人）最大 200万円
（個人）最大 100万円

農林漁業者の方

経営継続補助金

最大150万円が補助されます
芸術家・アスリート(個人･団体)の方

緊急総合支援パッケージ

最大150万円が補助されます（フリーランス・団体等）

※簡易な手続きの場合 20万円程度を支援
文化芸術団体の収益力強化

１事業 150万円〜2,500万円
地域公共交通事業者の方

感染防止対策補助金
補助率１／２

（100万円までは定額で補助）

お問合せ先一覧

※内容は随時更新します

資金繰り対応が強化されます
＜無利子･無担保融資＞

政策金融公庫等・商工中金

・国民生活事業
（融資限度額）6,000万円 → 8,000万円
（無利子枠） 3,000万円 → 4,000万円
・中小企業事業
（融資限度額） 3億円 → 6億円
（無利子枠）
1億円 → 2億円

民間金融機関

3,000万円 → 4,000万円

・無利子枠

大企業・中堅向け融資（シニア）

政策投資銀行・商工中金

・中堅企業には ▲0.5％利下げ（当初3年間）
＜無利子･無担保等の危機対応融資＞

福祉医療機構

・貸付限度額の引き上げ（減収額に応じた拡充）
病院：7.2億円〜 診療所：4,000万円〜
・医療機関の無利子・無担保枠（減収額に応じた拡充）
病院：１億円〜 診療所：4,000万円〜
＜資本性資金による支援＞

劣後ローン
大企業・中堅

○政策投資銀行・商工中金

・中堅企業には ▲0.5％利下げ（当初3年間）
中小・小規模

○政策金融公庫等・商工中金

・当初３年間の金利（0.5％または1.05％）
その後▲２％程度利下げ（既存商品比）

新型コロナ
あなたの支援
（自民党特設ページ）

