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受注がなくなって取引先に支払いができない。売上が激減して商売が続けられない。コロナの
影響で雇止めになって学費が払えなくなった。収入が無くなり家賃が払えない。税金も公共料金
も払えない。金融の融資制度はないか、支援金は、助成金は。
現在、様々な支援策が実施されています。政府の対策はまだ充分とは言えない内容ですが、と
にかく今は、あらゆる支援策を駆使しても、皆様の生活と仕事を守ることが最優先です。どうぞ、
お気軽にご相談下さい。

休業要請 外 支援金

大阪府休業要請外支援金が申請受付中です。
４月末から実施された休業要請支援金の対象と
ならなかった事業者、個人事業主の方が対象で、
６月末まで受付けられます。
大阪府では他にも、金融機関を通じた制度融資
や、６月中旬から「換気で新型コロナ対策」と
して高性能換気設備の導入補助も始まります。
高槻市・島本町でも独自の支援策があります。
詳しくは、大阪府、市町村のホームページをご
覧下さい。
また事務所までお気軽にご相談ください。

中小企業

最大

その他法人

100 万円

今年 4、5 月の

50 万円

年 同 期 間 比

最大

個人事業主

平均売上が前
50％以上減少

６月３０日（火）受付〆切り

詳しくは大阪府休業要請外支援金ホームページ
休業要請外支援金コールセンター

0570-200-308（毎日午前９時〜午後７時まで）

編集後記
ののうえあい＊1977 年高槻生まれ

府議会議員としての活動が２年目に入りました。今年度は府民文化常任委
員会に所属します。大阪府へのカジノ誘致にかかる問題を議論する委員会で
す。新型コロナウイルスで世界は大きく変わりました。世界的にカジノ事業
も大きな曲がり角を迎えています。大阪への誘致活動は少なくとも一旦凍結
を。2025 年の万博も大きく考え方を変えていかなければなりません。
ゴールデンウィーク明けから２度目の” 大阪都構想” 住民投票への動きが止
まりません。維新・公明の推進派は１１月の住民投票実施に向けてまっしぐ
らです。しかし新型コロナウイルス対策で、前提となる財政状況
が大きく変わりました。未曾有の感染症対策に自治体職員が総力
であたっています。８月末にも大阪府・市議会で都構想の協定
書の議決が行われる見込みですが、都構想よりコロナ対策に
全力を、みなさんとご一緒に求めて行きます。

発行 ののうえ愛とあゆむ会

〒569-0071 高槻市城北町 1-5-23
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新型コロナで質問

大阪府の新型コロナウイルス支援策

阿 武 野 幼・小・中、三 島 高 卒。関 西
外大短大卒、龍大法を経て、 同志社大
院で住民投票条例を研究。
2003 年より高槻市議（4 期）。副議長、
監査委員などを歴任。若者の政治参加、
環境、交通政策、子育て支援や市民参
加などに取り組む。脱原発、安保法制
反対、大阪都構想反対運動など、平和・
非戦・自治をめぐる市民運動にも積極
的に参画。
2019 年、高槻・島本選挙区から大阪
府議に初当選。民主ネット大阪府議会
議員団代表、府民文化常任委員会所属。
現在、議員活動と２児の育児、親の介
護に奔走中。
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緊急事態宣言は解除され
ましたが、「新しい生活様
式」を踏まえつつ、事務所
運営や政治活動についても
これまでと違った対応が必
要になり、思案中です。み
なさんからのご相談も、直
接対面でなくても、お電話、
メール、オンラインでお気
軽にご相談下さい。

ポストコロナ / ウィズコロナ時代に向けて
2020 年、世界が未だかつてない感染症との
戦いに直面しています。日本でも多くの方がお
亡くなりになられ、今なお多くの方が闘病され
ています。お亡くなりになられた方のご冥福を
お祈りしますとともに、懸命に治療にあたって
おられる医療関係者をはじめあらゆる方々に敬
意を表します。
大阪でも、２月の末頃から新型コロナウイルス感
染症の陽性者が相次いで確認されるようになりまし
た。大阪府の対応について、本会議と健康福祉常任
委員会で質問に立ちました。質問時は、特に大阪で
感染が拡大する時期でした。PCR 検査の体制と課題、
大阪府における新型コロナウイルス対策の体制と専
門家の参画について質問しました。
大阪府では、大安研（独立地方行政法人大阪健康
安全基盤研究所）で新型コロナウイルスの感染の有
無を判断する PCR 検査が行われています。通常時
の検査能力は 40 検体 20 人分、これを段階的に拡大
して行くと答弁がありました。
あまり耳慣れない大安研という施設、これは全国

にある衛生研究所と呼ばれる施設の一つで、日々、
様々な感染症の動向に目を光らせ、あらゆる菌やウ
イルスの検査を行う機関です。多くの場合、都道府
県や政令市に設置されています。大阪では 2017 年
に、大阪府と市の衛生研究所が合併、地方独立行政
法人化し、全国で唯一、公営” でない” 衛生研究所
となっています。
合併当時、「西日本の拠点たる研究施設を目指す」
と高らかに謳われていた研究所ですが、通常時のあ
らゆる検査をほぼストップして、大阪の感染確認に
追われる事態が、今も続いています。一度感染症が
流行すると、大きな役割を果たさなければならない
衛生研究所です。民営化ではなく、人員体制の増強
や、役割の見直しこそ必要だ、と訴えました。
また「大阪モデル」の公表などで一躍全国区になっ
た大阪府知事。口癖の様に述べるのが「政治決断」
です。しかし言いっぱなしの政治判断ではなく、専
門家意見をどの様に検討したのか、検証できる仕組
みが必要です。政治の暴走ではなく、政治、行政、
専門家の調和した対策で府民の健康と安全を守るこ
とこそ重要です。

政策提案 PCR 検査
「PCR 検査」と言う言葉を耳にしない日はありません。
私も当初はナンノコッチャ状態でしたが、全国の実態な
どを調べるうちに課題が見えてきました。
日本では、世界各国と比べて検査件数が少ないことが
マスコミで取り上げられています。いかに検査件数を増
やすか、また何故増えないのか、そもそも検査数は増や
さなければならないのか、課題は山積です。
全国統一的な基準がない

例えば検査数の数え方一つとっても混乱が続いていま
す。検体数、陽性者数、のべ人数、色々な単位が混在し
ます。また各都道府県ごとに連日ニュースになる陽性者

数も、いつ陽性が確認された人か、退院のための陰性確
認が含まれるのか、３月下旬まで、厚生労働省の基準と
各地の都道府県の基準が混乱し、正確な検査数が数えら
れない状況が続きました。
国の役割、自治体の役割

今回の新型コロナウイルス感染症では、初めての緊急
事態宣言が出されました。こう言った国家非常事態とも
言える状況下では、全国統一的な患者 ID の管理を行うな
ど、国による管理が重要です。国と自治体の役割を明確
にして事態の解決にあたっていくことなど、現場で見え
てきた課題から、政策提言を行いました。

ののうえ愛活動報告

新型コロナをめぐる補正予算と会派要望

民主ネット議員団では、２度に亘り新型コロナウ
イルス対策に関する要望書を提出しました。
長引く自粛による生活、経済面への影響が深刻化で
す。緊急事態宣言に基づく、府の休業要請支援事業
者への支援金制度の柔軟な運用についてや、医療体
制の充実、学校や子ども達への支援や、ウイルス流
行下における災害対応の準備に取り掛かることなど
を要望しました。

・就職氷河期世代支援について

30 代半ばから 40 代半ばの就職氷河期世代は全国
で 1689 万人、うち正規雇用者は 54％に止まります。
この世代への国による３年間の集中支援プログラ
ムが公表されました。大阪府でも労働関係団体と連
携して取り組みを進めることや、大阪府や市町村で
の中途採用の拡大を求めました。

台湾視察

大阪府議会日華友好議員連盟の視察団の一員と
して１月 20 日から 23 日に台湾を訪れました。直
後に新型コロナウイルスの先進的な対策で話題に
なる、台湾の衛生福利部や、交通部などを視察し
ました。
台湾の健康保険システムは、日本のマイナンバー
制度のようなものと一体化した制度となっていま
す。その事が素早い新型コロナウィルス対策につ
ながったと世界的な評価につながりました。一方、
個人情報の問題なども横たわる個人番号制度の運
用には、政権や政策に対する国民の信頼感が大前
提である事も感じました。学生時代に学んだ中国
語が少しだけ役に立った視察でした。

台湾の一大輸出産業” E-bike” の工場
を視察。お洒落な電動自転車には日本
製のユニットが採用されていました。

台北市政府情報通信局にて

会

国会議員が逮捕される事件が起こりました。IR 誘致
に対して厳しい世論が広がっています。国の基本方
針が未だ定まらない中、大阪府だけが前のめりで手
続きを進めて行くことに大きな危機感を持っていま
す。さらに新型コロナウイルスの流行、IR 誘致手続
きは一旦ストップさせることを訴えました。６月に
事業者選定が予定されていましたが、世界的な経済
の退潮傾向の影響も受け、大阪府の手続きが延期さ
れることになりました。

ホワイトボードを
活用した意見交換

昨年末、カジノを含む IR をめぐる汚職事件で現職

１月９日、東京電力福島第一原子力発電所へ
視察に行きました。
原発事故から間もなく９年。今も立ち入り禁
止区域が残り、帰還出来ない住民が多くいます。
廃炉作業は未だ道半ばで、連日 4000 名程度の
作業員が防護服に身を包み作業に当たっていま
す。汚染物質の最終処分場も決まっていない中、
国は原発再稼動や、輸出政策を諦めず、また大
阪では市長がいたずらに「汚染水を受け入れれ
ばいい」と発言をしています。
廃炉作業中の原子炉の間際までバスで近づ
き、日常生活では目にしない高い線量を経験し
ました。まだ原発事故は終わっていないことを
強く実感しました。

活動報告

・大阪府森林環境税について

・カジノ、IR 誘致は一旦凍結を

原発廃炉資料館で説明をうける

額を負担させたり、制度が公表された前日までに休
業が完了していなくてはならない、支援金を受けた
事業者名は公表されるなど、他都府県と比べても酷
い制度設計になっています。

一般質問

大阪府民は一人あたり年間 300 円の森林環境税を
払っています。今後 4 年間で 30 億円を森林環境整
備に、15 億円をかけて駅前などへのドライミスト設
置を行う予定です。しかし一昨年の台風被害からの
復旧は未だ道半ばです。高槻の樫田地域なども今後
数十年をかけた復旧作業が必要になります。こう
いったところにこそ森林環境税をあてるべきだと訴
えました。

原発視察

水素爆発を起こした３号機は
かまぼこ型の屋根が設置され︑
その下で廃炉作業が進む

また４月末には臨時議会が開かれ、再び巨額の補
正予算が組まれました。大きな議論となったのが大
阪府の休業要請支援金です。緊急事態宣言に基づく
府の自粛要請の対象となった事業者に最大 100 万円
を支給する事業ですが、市町村に事前の同意なく半

申入書を渡す︑野々上︵中央︶と
同会派の山田府議︵右︶

新型コロナウイルス対策として、大阪府では度重
なる補正予算を組みました。
3 月中に行われた 3 回の補正予算はいずれも「専
決処分」、つまり議会での承認を後回しにして、知
事が独断で予算を通すことが出来る制度が取られま
した。100 年に一度ともいわれるパンデミックが進
行する中で、緊急的に予算を組んでいくことも重要
ですが、他方、議会のチェックを経ないと本当に妥
当な使い道かチェックがなされません。
合計２１４億円に上る３度の専決補正の内容は、
医療体制の強化や、軽症者の療養のためのホテルの
借り上げ、福祉の現場への補助など必要なものも多
くありましたが、一方で、府内の幼稚園から高校生、
また後から保育園児も加えて 2000 円の図書カード
を配る事業に 23 億円が支出されました。配りっぱ
なしの図書カードよりも、オンライン授業の環境整
備などに使えたのではないかと考えています。

２月２日、ののうえ愛
府政活動報告会、ののう
え愛とあゆむ会総会、そ
してののあい cafe の３部
立てのイベントを行いま
した。多くの皆さんに足
をお運びいただきまして
ありがとうございました。
特に cafe では多くのご
意 見 を い た だ き ま し た。
今後の活動に活かして参
ります。

