令和 2 年 5 月発行【討議資料】

衆議院議員 きかわだひとし活動報告【埼玉 3 区（草加市・越谷市）】

きかわだステーション
特別号外 新型コロナウイルス感染症発生に伴う支援策等

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛、
休業等で、DVが増加、深刻化しています。

国民の生活を守り、日本経済の再起を果たすため、1 日も早く第 2 次補正予算を！
⾃由⺠主党衆議院議員の⻩川⽥仁志です。 地域の皆様には、 新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣⾔の下、 活動の⾃粛にご協⼒いただきまして、 本当にあり
がとうございます。 加えて、 感染症対策の最前線で闘う医療や介護の関係の皆様、 ⽣活ゴミの収集や⾷料品販売、 保育、 物流関係、 公共交通機関、 電気やガス、
⽔道等、 私たちの⽣活インフラを⽀えていただいている皆様には、 ⼼より敬意と感謝を申し上げます。
私も皆様同様、 コロナ禍前の暮らしとは⼀変し、 毎⽇の⽇課であった朝の駅前あいさつ活動も⾃粛中です。 地域の皆様と直接顔を合わせ、 ⾊々とご意⾒を伺うことも難
しいことから、 お電話やインターネットを使って、 お話しさせていただいております。 皆様におかれましては、 様々なご⼼労をお掛けしていること、 ⼤変⼼苦しい限りですが、 今
しばらく、 活動の⾃粛にご協⼒いただきますよう、 ⼼よりお願い申し上げます。
さて、 緊急事態宣⾔下ではありますが、 国会は、 皆様の⽣活に係る重要なことを決めるため、 継続して開会中です。 委員会や本会議では、 各議員が当番制で会場に
⼊り、 それ以外の議員は各⾃議員会館の執務室でモニターを⾒て会議に参加しています。 採決のときだけは全員集まりますが、 短時間で終えるよう⼼掛けています。
4 ⽉ 30 ⽇に令和 2 年度補正予算が成⽴し、 新型コロナウイルス感染症対策が⼤きく動き出しました。 いわゆる 10 万円給付⾦や、 中⼩企業や個⼈事業主を対象とし
た持続化給付⾦の⽀給⼿続きが始まっています。 今号の裏⾯に、 現時点における経済⽀援策の⼀覧表を掲載させていただきました。 紙⾯の都合上、 少々字が⼩さ
く恐縮ですが、 ⾃分がどれに当てはまるか、 是⾮ともお⽬通しいただけますと助かります。 ⽀援策が多すぎてわかりにくいとの声もいただいておりますが、せっかくある⽀援策ですの
で、 積極的にご活⽤いただけますと幸いです。
ただ、 地域の皆様の声を聞いていますと、 コロナ対策はまだまだ必要だと痛感しています。 最前線の医療や介護の現場への⽀援、 地域経済を⽀える中⼩ ・ ⼩規模事業者
や個⼈事業主等への⽀援、 国⺠の皆様の⽣活に直結してコロナ対策に努めていただいている埼⽟県や草加市、 越⾕市等地⽅公共団体への⽀援、 増加傾向にある⽣活
困窮者に対する⽀援、 2 割以上が退学を考えているという⼤学⽣等への⽀援、 休校下での教育のあり⽅等、 取り組まなければならない課題が⼭積しています。
これらの課題に対処するため、 ⾃由⺠主党では、 岸⽥政調会⻑を中⼼に、 速やかな令和 2 年度第 2 次補正予算の編成に向け、 活発な議論が始まっています。 国会
でも、 第 2 次補正予算の審議に向けた動きが始まりました。 私は、 ⾃由⺠主党の若⼿議員中⼼の議員連盟 「⽇本の未来を考える勉強会」 の⼀員として、 政府や党幹
部に対し、 100 兆円規模のコロナ対策予算の⼤枠確保を訴えています。 100 兆円の根拠は、 コロナ禍で⽇本が失うと予測されるＧＤＰの喪失額です。 これを補うために、
特に、 事業の損失補てんや固定費等に⾃由に充てられる持続化給付⾦の⼤幅拡充と、 地⽅公共団
体に対する臨時交付⾦や感染症緊急包括⽀援交付⾦の⼤型追加交付を求めています。 また、⽀援
策の⼿続きのワンストップ化、 提出書類の簡素化も強く訴えています。
既に党幹部にも提⾔や決議を提出し、 党内先輩議員からもご賛同やご⽀援をいただいております。
⽇本経済の再起のためには、 まずは、 国⺠⽣活を全⼒で守ること、 政治がその姿勢を国⺠の皆様
にしっかりお⽰しすることが重要です。 政権与党、 責任政党の⾃由⺠主党の⼀員として、 全⾝全霊
で努めて参ります。 引き続きのご指導、 ご鞭撻の 程、 よろしくお願い申し上げます。

グラフ① 新型コロナウイルス感染症発生に伴う影響 電話調査の結果
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グラフ② 全国の新型コロナウイルス関連倒産の発生時期分布
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衆議院議員⻩川⽥仁志事務所では、 新型コロナウイルス感染症
発⽣に伴う影響を調査するため、 4⽉に地域の皆様 1,776 名に対
し、 電話によるアンケート調査を⾏いました。 ご協⼒いただいた皆様
には、 ⼼より感謝申し上げます。 皆様からの回答を グラフ①にまと
めました。 電話がつながり回答いただいた⽅約 1,400 名のうち、半
数近くの 659 ⼈の⽅々が、既に新型コロナウイルス感染症に伴う何
らかの影響を受けていると回答されました。
特に多かった相談や意⾒は、経営者からの事業経営に関するもの、
マスク等物資不⾜に関するもの、⽣活全般に関するもので 、マスク
等物資不⾜や⽣活全般に ついては、職業や年齢、 性別を問わず、
幅広い⽅から相談等がありました。
また、⼦育て世代の⽅々から、学校休校に伴う教育のあり⽅（⾃宅
学習のあり⽅等）や学校の対応（学校⾏事等）について多くの相談
等がありました。
最も相談や意⾒が多かった事業経営は、 特に、 建設⼟⽊業、
飲⾷店、 理美容業、不動産業の皆様からの相談が多く、休業に
伴う従業員の休業⼿当、 資⾦繰りの相談が⼤変多かったです。
電話調査には 3 週間を要したことから、 現時点で新型コロナウイル
ス感染症発⽣に伴う何らかの影響を受けている⽅は、 更に増えてい
ることは間違いありません。 現在も電話調査は継続中です。
株式会社帝国データバンクによると、 全国における 5 ⽉ 11 ⽇までの
新型コロナウイルス関連倒産の発⽣数はグラフ②のとおり、 凄い勢い
で増えています。 今後は特定の業種に限らず、 幅広い業種に影響
が出ると予想されます。
更に経済⽀援策を追加するため、 1 ⽇も早く、 令和 2 年度第 2
次補正予算を組むよう、 また新たな経済⽀援策は、 地域や現場の
声を反映された制度や⽅式にするよう強く訴えて参ります。
皆様からのご意⾒ ・ ご感想をメールにてお寄せくださいませ。
今後の⻩川⽥仁志の活動の参考にさせて頂きます。
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10

メールアドレス︓ toiawase@kikawadahitoshi.jp
●衆議院議員⻩川⽥仁志の⽇々の活動報告は
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公式 Facebook をご覧ください。 facebook.com/kikawada.hitoshi
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٥ɥầЭ࠰ӷஉൔỂᵓᵎήˌɥ
ถݲẲẺểẨ

ܖݱఄ˞ಅሁૅࣖݣੲίἧἼὊἻὅἋὸ
ᒬьࠊоಅᎍӼẬਤዓ҄ዅ˄
ᒬьࠊࡃሁἘỶἁỴỸἚὉἙἼἢἼὊ
ૅੲʙಅᙀя
ૼἅἿἜỸỶἽἋज़௨ၐཎК˄
ḤᡙьᙲˑỆợụܱឋМ܇Ὁਃ̬ᗡ

ጮụỉẺỜᗡửӖẬẺẟ

ૼἅἿἜỸỶἽἋݣሊἰἽኺᗡίਘΪὸ
ḤᡙьᙲˑỆợụܱឋМ܇Ὁਃ̬ᗡ


ἍὊἧἘỵἕἚ̬ᚰᵒӭὉᵓӭẆүೞ᧙ᡲ̬ᚰ

˄
␄Ầ   ␅

ẔྚؖჄϋỉʙಅᎍݣᝋẕ
ጮụỉẺỜᗡửӖẬẺẟ

ྚؖჄૼἅἿἜỸỶἽἋज़௨ၐࣖݣ
Ḥൟ᧓ᗡೞ᧙ỂỉܱឋМ܇ਃ̬ᗡ

ྚؖჄɶ˖ݱಅСࡇᗡૼἅἿἜỸỶἽἋ
ࣖݣਃ᠉ถኺփẝỮẲỮ
Ẕᒬьࠊϋỉʙಅᎍݣᝋẕ
ጮụỉẺỜᗡửӖẬỦᨥỉ
̮ဇ̬ᚰ૰ỆݣẴỦᙀя

ᒬьࠊἍὊἧἘỵἕἚ̬ᚰМဇૅੲᙀя




ᵓ உ ᵏᵏ ଐໜỂ̅ảỦСࡇỉɟᢿỂẴ

ዅ˄ɥᨂ᫇ᲴɶݱඥʴሁᵐᵎᵎɢόẆ̾ʴʙಅɼሁᵏᵎᵎɢό
 ݣᝋᲴ٥ɥƕЭ࠰ӷஉൔưᲟˌɥถݲƠƯƍǔʙಅᎍ
Ტ̾ʴʙಅɼŴȕȪȸȩȳǹŴҔၲඥʴŴᅈ˟ᅦᅍඥʴŴ021ඥʴሁǋӧᲣ
èݦဇțȸȠȚȸǸƔǒƷဎᛪዓƕ࣏ᙲưƢŵ

ਤዓ҄ዅ˄ʙಅǳȸȫǻȳǿȸ ųųųųų
Ტ᳸ŴஉȷஉƸଐŴஉ᳸உƸ˞୴םᲣ
èǤȳǿȸȍȃȈƕᒊƳ૾ሁǛݣᝋƱƠƨǵȝȸȈǻȳǿȸ
ƕᒬьࠊŴឭࠊӲȵᚨፗƞǕǔʖܭ

ૅዅ᫇Ჴᵐᵎɢό ᲢჄϋƷᙐૠʙಅǛ˞ಅƠƯƍǔئӳ ᵑᵎɢόᲣ

 ݣᝋᲴɶ˖ݱಅǇƨƸ̾ʴʙಅɼᲢҔၲඥʴŴᅈ˟ᅦᅍඥʴŴ021ඥʴሁƸݣᝋٳᲣ ྚؖჄɶ˖ݱಅૅੲႻᛩᆸӝ
ǇƨƸ
ᙲ ˑᲴஉଐ᳸உଐƷ᧓ƴଐˌɥʙಅǛ˞ಅሁƠƯƍǔƜƱ

èփಅ᧓ჺǍȇȪȐȪȸȷȆǤǯǢǦȈƷǈփಅƷئӳƸଐ੭ም
я᫇Ჴіᎍʴଐόɥᨂ
яྙᲴɶ˖ݱಅŴ˖ٻಅ
ȏȭȸȯȸǯᒬь ųųųųųųųųųųųų
èɶ˖ݱಅƸяྙƕƱƳǔཎ̊ƋǓ
ȏȭȸȯȸǯឭ ųųųųųųųųųųųų
 ݣᝋᲴܖఄሁƷ˞ಅưіᎍƕ̓܇Ʒ᩿͂ǛǈǔƨǊƴஊዅ˞ୗǛӕࢽƠƨئӳ
я᫇ᲴіᎍʴଐόɥᨂưႻ࢘᫇Ǜя
ܖఄሁ˞ಅяȷૅੲӖ˄ǻȳǿȸųųų
Ტ᳸ŴםଐȷᅔଐԃᲣ
 ݣᝋᲴܖఄሁƷ˞ಅưȕȪȸȩȳǹưƘ૾ƕ̓܇Ʒ᩿͂ǛǈǔƨǊƴڎኖƠƯ
ƍƨˁʙƕЈஹƳƘƳƬƨئӳ
я᫇Ჴଐ࢘ƨǓό
ዅ˄᫇Ჴʙಅᎍ࢘ƨǓɟࢷɢόᲢඥʴŴ̾ʴƱǋᲣ
 ݣᝋᲴƷਤዓ҄ዅ˄Ʒዅ˄ݣᝋƱƳǒƳƍᒬьࠊϋƴɼƨǔʙಅǛஊƢǔ
ɶ˖ݱಅᎍŴ̾ʴʙಅɼ
èɼƳᙲˑሁᛇኬƸᒬьՠ˟ᜭƴᄩᛐᫍƍǇƢ

ᒬьՠ˟ᜭ ųųųųųųųųųųųųų

ӋьӖ˄᧓Ჴʻ࠰Ʒஉଐ᳸உଐ
ʙಅ᧓Ჴʻ࠰Ʒஉଐ᳸உଐ
 ݣᝋᲴࡃŴਤƪ࠙ǓȷᣐᢋǵȸȓǹಅŴ૰Լݱ٥ಅǛփǉᒬьࠊϋ
ᒬьࠊࢫᐯ૨҄ᢿငಅਰᐻᛢ ųųųųų
ƴփಅਗໜƷƋǔ̾ʴʙಅɼӏƼӷࠊϋƴஜࡃǇƨƸૅࡃƷƋǔɶ˖ݱಅ
ᙀяɥᨂ᫇ᲴࡃᑄƴƭƖžࡃſƸɢόŴžࡃˌٳſƸɢό
ᙲ ˑᲴ٥ɥ᭗Ჟถݲ
ਃ ̬Ჴਃ̬
˄᧓Ჴᚨͳ࠰ˌϋŴᢃ᠃࠰ˌϋ
Əƪੁፗ᧓Ჴ࠰ˌϋ
ଐஜሊᗡπࡉឭૅࡃ ųųųųųųųų
ᗡᨂࡇ᫇ᲴɶݱʙಅΕόŴൟʙಅɢό
ᗡМྙᲴɶ˖ݱಅʙಅᲟŴൟဃʙಅᲟų࢘И࠰᧓ƸؕแМŢᲟ
Мɦƛᨂࡇ᫇ᲴɶݱʙಅΕόŴൟʙಅɢό
 ݣᝋᲴՠ˟ᜭƷਖ਼ᕟƕƋǔᙹݱʙಅᎍ
ᙲ ˑᲴ٥ɥ᭗Ჟถݲ
ਃ ̬Ჴਃ̬
̬ᚰʴᲴɧᙲ
˄᧓Ჴᢃ᠃࠰ˌϋŴᚨͳ࠰ˌϋ
Əƪੁፗ᧓Ჴᢃ᠃࠰ˌϋᚨͳ࠰ˌϋ
ᗡᨂࡇ᫇ᲴКɢό
ᗡМྙᲴኺփોծМྙᲟŴ࢘И࠰᧓ƸŢᲟ
 ݣᝋᲴɶ˖ݱಅᎍ
ᙲ ˑᲴӭƸ٥ɥ᭗ᲟˌɥถݲŴӭƸ٥ɥ᭗ᲟˌɥถݲŴүೞሥྸ̬ᚰƸ
٥ɥ᭗Ჟˌɥถݲ
ϋ ܾᲴᡉฎᩊƳئӳŴჄ̮ဇ̬ᚰң˟ƕͺѦǛᏅˊǘǓ
 ݣᝋᲴǻȸȕȆǣȍȃȈ̬ᚰӭȷӭŴүೞ᧙ᡲ̬ᚰƷƍƣǕƔǛဇƢǔ
̾ʴʙಅɼŴݱȷɶᙹʙಅᎍ
ᙲ ˑᲴᡙьᙲˑƴǑǓܱឋМ܇ȷਃ̬ᗡƱƳǔئӳஊ
ᗡɥᨂ᫇Ჴɢό
ᗡ᧓ Ჴ࠰ˌϋᲢƏƪੁፗ᧓࠰ˌϋᲣ
ਃ ̬ Ჴਃ̬
̬ᚰʴ ᲴˊᘙᎍƸɟܭᙲˑǛƨƤƹɧᙲᲢˊᘙᎍˌٳƷᡲ̬࠘ᚰʴƸҾЩɧᙲᲣ
 ݣᝋᲴ٥ɥ᭗ሁƕЭ࠰ӷƱൔǂถݲǇƨƸถᙸݲᡂǈƷʙಅᎍ
ᗡМྙᲴ࠰ˌϋ
ᗡᨂࡇ᫇ᲴΕό
ᗡ᧓Ჴஇ᧓࠰ٻ
Əƪੁፗ᧓Ჴ࠰ˌϋ
̮ဇ̬ᚰ૰Ჴ࠰᳸Ჟˌϋ
̬ᚰʴᲴ̾ʴʙಅɼƸҾЩɧᙲŴඥʴƸҾЩˊᘙᎍˌٳƷᡲ̬࠘ᚰʴɧᙲ
ਃ ̬Ჴᗡೞ᧙ȷ̬ᚰң˟ƱƷңᜭƴǑǔ
Ӗ˄᧓Ჴˋԧ࠰உଐ᳸ˋԧ࠰உଐ
 ݣᝋᲴᒬьࠊϋƷɶ˖ݱಅᎍưŴˋԧ࠰உଐˌᨀŴǻȸȕȆǣȍȃȈ̬ᚰӭᛐ
ųܭǛӖƚŴྚؖჄኺփܭܤǇƨƸྚؖჄૼǳȭȊǦǤȫǹज़௨ၐࣖݣ
ųƷᗡƴˤƍŴ̮ဇ̬ᚰ૰ǛૅƬƨ૾ŵࠊᆋሁ๛ኛƕƳƍ૾ŵƷ̮ဇ̬
ųᚰ૰Ʒถβਜ਼ፗƕᢘဇƞǕƯǋਃƢǂƖ̮ဇ̬ᚰ૰ƕႆဃƠƨ૾ŵ
ᙀя᫇Ჴᗡڎኖˑ࢘ƨǓɢόɥᨂ

ଐஜሊᗡπࡉឭૅࡃ ųųųųųųųų

ӕࡽƷƋǔᗡೞ᧙ǇƨƸஇ݃ǓƷᗡೞ᧙ų
ྚؖჄ̮ဇ̬ᚰң˟ବଐᢿૅࡃųųųųųųų

ӕࡽƷƋǔᗡೞ᧙ǇƨƸஇ݃ǓƷᗡೞ᧙

ᒬьՠ˟ᜭ
ឭՠ˟ᜭ

ųųųųųųųųųųųų 
ųųųųųųų ųųųų 

ᒬьࠊࢫᐯ૨҄ᢿငಅਰᐻᛢ ųųųųų

ḤӲᗡೞ᧙ỂỊẐଏࢮͺѦỉ͈ụ੭ảẑሁờӧᏡễئӳầẝụộẴẇଔỜỆӕࡽỉẝỦᗡೞ᧙ởấᡈẪỉᗡೞ᧙ỆắႻᛩẪẻẰẟẇ
␄ ị Ẵ ⑽ถ  Ẵ ␅

྅
ʖ
ở
ถ
β

ܭငᆋὉᣃࠊᚘဒᆋỉ྅ʖὉ᠉ถ
٥ɥầถݲẲᆋỉૅẟầᩊẲẟ
ᆋỉኛᆋ྅ʖίᆋὉ૾עᆋὸỉཎ̊
٥ɥầถݲẲ
ҽဃ࠰̬ᨖ૰ሁỉૅẟầᩊẲẟ

ᅈ˟̬ᨖ૰ỉ྅ʖСࡇ

 ݣᝋᲴɶ˖ݱಅȷᙹݱʙಅᎍᲢ̾ʴʙಅᎍǋԃǉᲣ
ኛᆋ྅ʖƷᙲˑᲴˋԧ࠰உ᳸ኛ˄ᨂǇưƷ˓ॖƷȶஉˌɥƷӓλƕЭ࠰ӷൔ ᒬьࠊኛᆋᛢᲢ྅ʖᲣųųųųųųųųųųų
ᒬьࠊငᆋᛢᲢ᠉ถᲣųųųųųųųųųų
ಒƶᲟˌɥถݲ
᠉ถȷβᨊƷᙲˑᲴˋԧ࠰உ᳸உǇưƷ˓ॖƷᡲዓƢǔȶஉƷʙಅӓλƕݣЭ ឭࠊࢫငᆋᛢ ųųųųųųųųųųų
࠰ถྙݲ᳸ᲟசƷئӳƸŴᲟˌɥถݲƷئӳƸμ᫇
Ƃᆋƃ߷ӝᆋѦፙ ųųųųųųųųųųų
ݣᝋᆋႸᲴؕஜႎƴƢǂƯƷᆋ
ឭᆋѦፙ ųųųųųųųųųųų
ݣᝋᎍᲴඥʴӓλᲢ٥ɥ᭗ᲣŴ̾ʴƷኺࠝႎƳӓλᲢʙಅ٥ɥሁᲣˋԧ࠰உˌᨀŴ
ƂჄᆋƃឭჄᆋʙѦ ųųųųᒬьਃ࢘ 
Э࠰ӷஉൔŢᲟˌɥưኛᆋƕᩊƳʙಅᎍ
ųųųųឭਃ࢘ 
྅ʖ᧓ᲴҾЩ࠰᧓
ƦƷ˂Ჴਃ̬Ʒ੩̓Ƹɧᙲŵ྅ʖ᧓ɶƷࡨ๛ᆋƸβᨊŵ Ƃࠊᆋƃᒬьࠊࢫኛᆋᛢ ųųųųųųųų
ឭࠊࢫӓኛᛢ ųųųųųųųų
ʙಅƷࡑഥǍ˞ഥŴᓸƠƍЈƕƋǔئӳŴኛ˄Ʒ྅ʖƕᛐǊǒǕǔئӳƕƋǓǇƢŵ
ឭ࠰ʙѦ ųųųųųųųųųųųųų
ǇƣƸƝႻᛩɦƞƍŵ

