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令和 3年神奈川県議会本会議第 2回定例会	 産業労働常任委員会	

	

令和 3年 6月 20 日	

西村委員	

	 ここまで様々質疑が展開をされていますので、できるだけ重ならないように、

また、確認や要望を添えながら質疑を行いますので、御了承いただきたいと思

いますが、まず初めに、前回の令和３年５月 31 日の質疑の折に、第９弾以降で

すか、前年あるいは前々年の収入とで算出をする場合、新規開店のお店はどう

なるのですかと質問をさせていただきました。交付の要件を満たしていれば協

力金の対象になりますと答弁を頂いたので、だったら分かるようにしてくださ

いとお願いをしたところ、早速ホームページの対象店舗の下のところに入れて

いただきまして、ありがとうございます。自分たちのお店が対象店舗になるか

もしれないと思えば、詳細、ＦＡＱにつながっていくし、申請もしてみようと

希望を持たれた方もいらっしゃると思いますので、早速に対応していただいた

こと、まず御礼を申し上げたいと思います。	

	 それから、要望していたことを実現ということで言えば、この協力金の再度

の申請受付も決断していただき、発表していただいて、本当にありがとうござ

います。とても具体的な例で恐縮ですが、私どもの会派や私にも、例えば、第

３弾、令和２年 12 月って頭のほうだったから、その月から休もうと 12 月１日

から休んだので対象にならなかったとの声を頂いているし、第７弾では、締切

りがゴールデンウイークの合間の令和３年５月７日でしたので、事務職員が休

みを取っていたり、連携が取れなくて申請できなかったというお店もありまし

た。一生懸命対応されていたのに、こういったことで対象にならなかった、申

請できなかったという方、声を頂いておりましたので、この情報の詳細が出た

ら見てくださいねとお伝えしましたが、喜んでいらっしゃいました。そういう

声も届けたいと思います。	

	 声といえば、今回このまん延防止の延長に伴って私のところに一番来たのが、

お酒出せるのはどういう条件なのかという話でした。もちろんこれはくらし安

全防災局が大いに関わっている要件の問題であることは承知の上で、県民の皆

様に、先行会派からもありましたが、いかに正しい情報を伝えていくかという

のはとても重要なポイントだと思いますし、相当数のお問合せが、私に限らず、

皆様のところに来ていると思います。	

	 そこで、先行会派から質問が出ている内容もありますが、気になったのが、

チェックの方法として、制限管理という言い方をされているのです。例えば、

滞在時間は 90 分までに制限管理、これは入店時に記載をして、保管をしてとい

うような御答弁もあったように思いますが、客商売でお客様に制限をかけたり

管理するという言葉は物すごい違和感があるのですが、どういう想定をされて

いるのですか。	

事業者支援担当課長	

	 事業者については、先ほども先行会派にて答弁いたしましたが、店先や店内

に県の要請として、今回の３つの制限の貼り紙をしていただいて、お客様には

これを守ってくださいとお願いしてもらうことを想定しており、例えば、90 分
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以内だという時間管理をしていただくことをお願いしておりまして、お客様向

けにどこまでかというのは非常に微妙な部分はございますが、まずはそういっ

たことを守ってもらえるようにお願いしていただくことを想定しております。	

西村委員	

	 お店の方もここまで本当に御苦労してこられているので、これ以上お店に要

求をするよりも、むしろ県民の皆様に意識を持っていただけたらと思います。	

	 また、４人以内または同居家族に限るとありますが、同居家族とはどう考え

ればいいのですか。	

事業者支援担当課長	

	 お客様が来られたときに、申告制により、このグループが同居の家族の場合

は４人の超過も可能だと認識しております。	

西村委員	

	 このことは、もうホームページでお知らせされているのですか。	

事業者支援担当課長	

	 酒類に関係する、よくある問合せについて、まさにこの土日に作業をしてい

るところでして、急ぎＦＡＱという形で出るように、少し準備を進めていると

ころです。	

西村委員	

	 これもＦＡＱじゃなくて、酒類提供の要件の中に同じような形で書かれたら

どうでしょうか。申請されるチェックシートのところが、まだ４人以内としか

なっていないので、お店の方は本当にそれだけ興味持っているから、調べてい

るのですよ。家族が５人だと入れない可能性が十二分にあるので、大丈夫です

よと、分かりやすくしたほうがいいと思います。	

	 産業労働局の話ではなく、今回の資料として、第 36 回新型コロナウイルス感

染症対策本部会議との記載がありますが、この同居家族に限るという項目はな

かったのです。だから今、ホームページにどこにもこのことが載っていなくて、

今私たちがもらった資料だけに記載があるのです	

	 こういう小さいことだが、お店で人数を確認するのはお店の方なので、やは

り早めに教えて差し上げないと、とても煩雑になるというか、そのことでトラ

ブルが発生する可能性がありますよということをあえて申し上げておきたいと

思います。	

	 それからもう一つは、大きなこととしてＭＡＳＫの４項目がありますが、中

でも重要なのは、ずっと言ってきましたが、換気の一つ基準というのが、どう

いうふうに考えているのか気になりました。せっかくＣＯ２濃度測定器とかサ

ーキュレーターとか貸し出しているのだが、これって十分に出回っているので

すか。	

産業労働局企画調整担当課長	

	 産業労働局として、アクリル板、ＣＯ２濃度測定器、サーキュレーターにつ

いては６週間の無償貸出しの事業を実施しているところです。これまでアクリ

ル板については、横浜市内のほか４つの県政地域総合センターで対応し、全県

域で借りられるようにしていました。ＣＯ２濃度測定器とサーキュレーターに

ついては、初めは横浜市内での受け渡しだけだったのですが、つい先日、県央
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と湘南と県西の各県政地域総合センターでも借りられるようになりました。横

須賀のセンターについては、置場の問題があって、今そこは順次調整をしてい

るところですが、そういった形で県内幅広く、近くでお借りできるようにした

ところです。そうした中で、定期的に取組書に登録してある事業者にプッシュ

メールをお送りして、できるだけ感染拡大を防止してください、そのためには

県から６週間無償で貸し出しますよという案内を行っているところで、結構お

問合せとかも頂いて、サーキュレーター、ＣＯ２濃度測定器についても順次、

件数が伸びておりますので、引き続き、こういうまん延防止が続いております

ので、事業者さんのほうにプッシュをして、できるだけ多くのお店に入れてい

ただいて、最終的には買い取っていただいて常時していただければと考えてお

りまして、そのように今後取り組んでまいりたいと考えております。	

西村委員	

	 先ほど酒類の提供を、例えば、マスク飲食実施店認証制度を活用できないか

という質疑もありました。もちろんマスク飲食も効果があるであろうと言われ

ていますが、残念ながら明確なエビデンスは出ていません。ちなみに２時間会

食をすると約 65 回、マスクを取らなければいけないそうなのです。このことに

よる、外側を触れるなど、いろいろなことを考えると、もちろん効果はあるの

だろうが、それよりも換気は厚生労働省が、ＣＯ２濃度 1,000ｐｐｍ以下が有効

であると明確に出しています。ＷＨＯも、空気感染に限ることではありますが、

換気の有効性を出している。エビデンスがあるものはもっと攻めていいのでは

という気がします。認証制度という話が出ましたが、だったらＣＯ２濃度測定

器を置いてみようよとか、誰が見ても数値で分かるものを基準とするように検

討していただいていいのではと思います。	

	 それから、この第 12 弾のその他の交付要件の中にカラオケのことが引き続き

書かれていますが、改めて教えていただきたいのが、カラオケボックスはこれ

まで対象ではなかったのですよね。	

事業者支援担当課長	

	 委員のおっしゃるとおりでございます。	

西村委員	

	 私も、ネット上の情報で恐縮ですが、神奈川県内のいろいろなカラオケボッ

クスの営業時間はまちまちでありました。ところが、カラオケボックスだって

お酒を頼めます。お酒を出す場合、今度はこの規定になってくると考えればい

いのですか。	

事業者支援担当課長	

	 食品衛生法に基づく飲食店営業の許可を得て、飲食を主として業とする場合

のカラオケ提供店の場合には、この要件の対象になってきます。	

西村委員	

	 主としてというのもすごく難しいところで、カラオケボックスは出せるが、

これまで主としている事業者としては考えられていなかったはずですよね。	

中小企業部長	

	 委員おっしゃるとおりです。カラオケボックスについては、飲食を主ではな

く、カラオケそのものが本業ですので、そこに対してカラオケの終日使用停止



 4 

という措置はかかっておりません。	

西村委員	

	 これまではお酒を出していなかったので、そういう形で営業されていた。で

も、これでお酒が出せるような状況が整ってきたのであれば、またお出しにな

ることは想定されるわけですよね、カラオケボックスで。その場合は、この協

力金交付要件を満たさないといけないと考えたほうがいいのですか。	

産業労働局長	

	 ここでの飲食を主として業としている店舗というのは、スナックなどです。

ですから、カラオケボックスでお酒を出したときに、カラオケ禁止ですよとは

なりません。	

西村委員	

	 カラオケボックスでお酒を出すときは、これまではなかった人数や 90 分とい

う時間制限がかかりますかという質問です。	

中小企業部長	

	 カラオケボックスについても、飲食を出している場合については、こちらの

滞在時間や入店の制限はかかってくるものと認識しております。	

西村委員	

	 それであれば、これまで対象とならなくて、お酒はとなって改めて対象とい

うこともあり得るのかなと思い、この質問をしました。これまでお客様に対し

て掲示物があまりなかったところに、掲示をしていただけるようにしていただ

かないと、飲みたくなったらカラオケボックスに隠れてしまえばいいやってな

ると困りますよねという意味で質問をさせていただきましたので、御対応をよ

ろしくお願いします。	

	 さて、私は川崎市川崎区在住なのですが、昨日、駅前に行ったら物すごい人

でして、想像ですけれども、東京都の緊急事態宣言が終わってまん延防止にな

りますよと聞いたら、いきなり何となく緩んだのかなという気がしています。

厚生労働省のホームページを調べてみたら、前日比、令和３年６月 19 日は 18

日に比べて、川崎駅は 34.2％、人が出ていたのだそうです。で、横浜駅は 32.8％

増です。そんな中で、今、お食事行ったり飲んだりできるかもしれないという

お気持ちになっている方々に改めてお伝えをいただきたいことの一つとして、

ＧｏＴｏＥａｔは２月から６月末まででしたが、延長されましたよね、この周

知は徹底されているのでしょうか。	

中小企業支援課長	

	 ＧｏＴｏＥａｔの期限が令和３年６月 30 日になっていましたが、これについ

ては当面延長をすることをホームページ上に記載しています。	

中小企業部長	

	 ホームページのほかに、ＬＩＮＥのお知らせをやっております。期限につい

て当面、まずは令和３年９月 30 日までということになっています。	

西村委員	

	 令和３年９月 30 日まで延長という周知をもっと広げていただいて、６月中に

使わなければいけないともし思っていて出かけているのであれば、今はもう少

し様子を見ていただいたほうがいいという懸念から、一言申し上げたところで
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す。	

	 いずれにしても、当局の皆様には大変な御苦労の中、戦っていただいており

ますが、現状、飲食店の皆様、大規模施設の方々にも大変御苦労をいただいて

おりますし、その関連事業の方々にも大変に御苦労いただいています。これか

らも様々に煩雑な内容になってくる事務作業もあるかと思いますが、早期に進

めていただけますようにお願いを申し上げます。	
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意見発表	

	

西村委員	

	 私は公明党神奈川県議団を代表し、当委員会に付託された議案に対し、意見

発表を行います。	

	 まん延防止等重点措置を実施すべき期間が令和３年７月11日まで延長された

ことに伴い、飲食店等及び大規模施設等の事業者の方々には引き続き時短営業

の要請に御協力を頂くこととなります。本県では条件を満たす上で酒類の提供

が再開をされますが、多くの県民の方々から酒類提供に係る条件についてお問

合せを頂いております。今回は滞在時間や人数、ＭＡＳＫの基本４項目の遵守

が要件として挙げられております。客の滞在時間については事業者が制限、管

理するとありますが、事業者からお客に対して案内やお願いはできても、制限、

管理をすることは難しいと考えます。要件を記載したポスターを掲示するなど、

実行可能な対応をお願いいたします。入店人数についても、１組当たり４人以

内または同居家族ということですが、同居家族についてはいまだホームページ

に掲載をされておらず、明日からの実施にもかかわらず、県民への周知が図ら

れていません。現場でのトラブルが発生しないよう、速やかに詳細を公表され

ますよう求めておきます。	

	 また、感染防止対策基本４項目はいずれも遵守すべき内容でありますが、エ

アロゾル感染が懸念をされている変異株への対策として換気の重要性が挙げら

れると考えます。県ではアクリル板に続き、サーキュレーターやＣＯ２濃度測

定器の貸出しを行っております。ＣＯ２濃度測定器については明確に数値で換

気状態を掲示することができることから、事業者、利用客双方の安心につなが

ると考えますので、店舗へのさらなる設置を進めていただきますよう要望しま

す。	

	 一方、これまでカラオケボックスについては、飲食を主として業としている

店舗ではありませんが、今後カラオケボックスが酒類を提供する場合には提供

の条件に準ずることが求められると考えます。こちらも飲食店同様、ポスター

掲示など明確な対応が図られますよう求めておきます。	

	 さて、東京都の緊急事態宣言が解除され、本県でもまん延防止措置区域が６

市に縮小され、気持ちの緩みとは考えたくありませんが、昨日の人出は一昨日

と比べ、横浜駅で 32.8％、川崎駅で 34.2％増となっています。酒類の提供が再

開される中、一気に人流が拡大してはなりません。６月末が期限であったＧｏ

ＴｏＥａｔ食事券を酒類提供がされたことを機に期限内に利用しようと出かけ

る方が殺到するのではと危惧するところです。このクーポン券については、利

用期限が９月末まで再延長されました。県でも周知に努めていただいていると

は承知しておりますが、より一層の呼びかけをお願いいたします。	

	 ６月 11 日、飲食店向け協力金の再度の申請受付を実施することが発表されま

した。この事業については、時短を実施したものの交付申請に間に合わなかっ

たとの悲痛な声を複数頂いておりましたので、大いに評価するものです。こち

らも漏れのないよう周知をいただけますようお願いいたします。	

	 最後に、本日開かれている委員会で、酒類提供に係る要件の中で人数に係る
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記載と説明が異なっていたと伺っております。関係部局間でしっかりと連携し、

正しく分かりやすい情報をいち早く県民にお伝えいただけますよう求めておき

ます。	

	 以上、意見、要望を申し上げ、本委員会に付託された定県第 115 号議案に賛

成し、意見発表といたします。	


