児童一人当たり

影響を受けている

1 万円
一世帯当たり

事業者のみなさまへの神奈川県の支援
中小企業・小規模企業
感染症対策事業費補助金

B. お客様に安心して食事や
商品を提供したい
C. ITサービスを導入し効率化したい
D. 業務効率化のために
設備を導入したい

テレワーク導入促進事業費補助金
従業員の在宅勤務を促進したい

（070）
１１８７-0382
（070）
１１８７-1304
（070）
１１８７-0464
（070）
１１８７-0549
（070）
１１８７-0564
（070）
１１８７-0574
（070）
１１８７-0237

県HP「新型コロナウイルス感染症について」

神奈川県コロナウイルス
神奈川県 コロナ 総合情報
事業者支援サイト

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/index.html

野田はるみプロフィール

1998 natural & organic ECRU スタート

ホリスティック教育センター「フィンドフォーン」 への旅

「持続可能な未来へのクリエイテイブ活動」をベースに、

マクロビオテイック・地域通貨などコミュニュテイーカフェ運営。
コンサルタントからイベント主催・講演・執筆など多岐にわたる。

「クリスタルウオーター」コミュニュティータウン「マレニー」への旅

2004 素晴らしい環境と人間味ある街に惹かれ横須賀に移住

↓至佐島

2009 トランジッション葉山

地域の力で、気候変動を乗り越える市民活動のメンバーに。

月

複数世帯

万円

月

以内

20

万円
以内

休業・失業等で生活資金に不安

生活福祉資金の貸付
納税が今は厳しい

猶
予

国民年金保険料等が払えない

水道料金等の支払いが厳しい

詳
細
は
裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

045-285-0536
0570-056774

平日 9:00 ～ 17:00

「音声案内」が流れたら ４［その他］ を選択してください。

新型コロナウイルス感染症につきまして

毎月仮設に泊まり、５年間活動。仮設住宅の女性の

自立支援活動は「ハートフルなさき編み」として出版される

2017 軍隊を持たない自然エネルギー推進国コスタリカへの旅
2018 ブータンへの旅 持続可能な社会への取組など、

今の日本に必要な要素を求め、学校、NGOなどを視察。

2019

神奈川県議会議員初当選

2020 本会議にて一般質問

2020年、新型コロナウイルス・熱中症と、例年になく
厳しい夏を迎えています。未だ終息が見えない中、

休業、無給、減給などによる、生活資金の不足、
納税や保険料納付などでお困りのみなさまへの、

第一線で奮闘されている医療従事者の皆様に心からの

様々な支援制度をご活用ください。

感謝を申し上げると共に、
様々な影響を受けられている
皆さまへはお見舞いを申し上げます。私は県議として、

子育て世帯への
臨時特別給付金

児童一人あたり 児童手当
（本則給付）
を
受給する世帯に対し支給

低所得のひとり親世帯へ
の臨時特別給付金

一世帯あたり

収入の少ないひとり親
一世帯に対する負担増や
収入の減少を支援

新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金・給付金

休業前賃金の

休業手当の支払いを受ける
ことができない者に対し、
休業支援金を支給

平均賃金の

業務等に起因して発症した
ものであると認められる場合
は、
労災保険給付の対象

1万円

5 万円
80%
80%

労災保険の休業補償

リメイク＆古着ファッションショー主催＠代官山・逗子にて

2011 東北大震災 支援プロジェクト「プレシャス」ディレクター

2020
vol.3

新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル

2010 服と幸せのシェアー「xChange」

横須賀市芦名1-4-10

www.harumi-noda.com

生活の立て直しが必要な方

単身世帯

大

野田はるみ

TEL 046 856 8923 FAX 046 876 8013

←逗子方面

NEWS

立憲民主党・民権クラブ横須賀市政務活動事務所
〒240-0104

最

20万円 15

未来へ向けて今まで通りの社会にただ戻すのではなく、
人にも環境にもやさしい持続可能な、
より良い社会を

目指す機会と捉え、
さらなる活動に取り組んで参ります。

国民健康保険の
傷病手当の支給

感染や感染が疑われ無給や
減給になった場合の傷病手当

住居確保給付金の
支給対象範囲拡大

収入減少で住居を失うおそれのある
方への家賃相当額（上限あり）支給

学生支援緊急給付金

減収により修学の継続が困難の学生
が対象。在学する学校に問い合せ

緊急小口資金
一時的な資金が必要な方

無利子貸付最大 据置期間:貸付日から1年以
内、返済期間:据置期間経過
後 2 年以内

総合支援資金
生活の立て直しが必要な方

単身

20万円

無利子貸付
（月）

15万円 複数世帯 20万円以内

事業収入に相当の減少があった
10 万円 すべてのみなさまに
方のための1年間県税の徴収の猶予

県税の納税の猶予
新型コロナウイルス感染症で

一人当たり

児童一人当たり

影響を受けている

1 万円

国民年金保険料免除・
納付の猶予

一世帯当たり

神奈川県民の
みなさまへ

上下水道料金の
支払い猶予

子育て世帯

一時的に納付が困難な場合、5 万円 低所得のひとり親世帯
給
休業期間中の賃金の支払いを受けれな
要件によって適用される免除や猶予
付
かった
金
等

平均賃金の

支払いが困難になった方を
対象にした支払いの猶予

80 ％補償

業務や通勤などで発症

感染・感染の疑いで無給や減給
収入減で家賃が払えない

収入減で学業の継続が難しい
一時的な資金が必要な方

貸
20
詳しい内容は横須賀市コールセンターへ
付
最

様々な制度をご用意しておりますのでご活用ください。

休業、無給、減給などによる生活への不安や生活資金の不
足、納税や保険料納付などでお困りのみなさまへの支援を
（8:00～20:00）または
実施しています。

TEL 046-822-2500

県HP「新型コロナウイルス感染症について」

神奈川県 コロナ 総合情報

県HP「新型コロナウイルス感染症について」
神奈川県 コロナ 総合情報

15

複数世帯

万円
以内

月

20

万円
以内

FAX 046-822-2539

2020 年 ８ 月 １ 日現在）

https://www.pref.kanagawa.jp/
docs/ga4/covid19/index.html

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/index.html

月

休業・失業等で生活資金に不安

生活福祉資金の貸付

納税が今は厳しい

猶
予
新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部（

生活の立て直しが必要な方

単身世帯

大

万円

国民年金保険料等が払えない

水道料金等の支払いが厳しい

詳
細
は
裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル

045-285-0536
0570-056774

平日 9:00 ～ 17:00

「音声案内」が流れたら ４［その他］ を選択してください。

神奈川県議会議員

2000 NPO BegoodCafe 現在は理事。パーマカルチャービレッジ

一時的な資金が必要な方

貸
付

猶予

NPOやNGOフェアートレードなどの支援団体に関わる。

収入減で学業の継続が難しい

貸付

1993 バブル崩壊で、支えあう社会・環境・貧困へと意識がシフト。

持続可能なまちを
デザインします

収入減で家賃が払えない

6 月23日会派を代表して一般質問に臨み、
黒岩知事へ県の姿勢を問い要望も行いま
した ( 詳細は中頁）。当日の登壇は県 HP
より議会中継録画でご覧いただけます。
https://kanagawa-pref.stream.jfit.
co.jp/?tpl=gikai_list&kaigi_id=1

中小企業支援課
（045）210-5558

マネージメントなどの管理職に携わり、世界30か国を旅をする。

業務や通勤などで発症

横須賀市民のみなさまへ

（045）210-5640
（045）210-5652

1979 メルローズ入社 女性が進出し始めた時代。デザイン・

80 ％補償

感染・感染の疑いで無給や減給

https://www.pref.kanagawa.
jp/docs/jf2/coronavirus
2020/index.html

雇用労政課

1958 2月14日生まれ

R134

2020 年 ８ 月 １ 日現在）

編集・発行 立憲民主党・民権クラブ 横須賀市政務活動事務所

平均賃金の

野田はるみ

第三者継承をしたいが従業員が心配

京急ストア芦名店

新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部（

野田はるみ 神奈川県議会ニュース

低所得のひとり親世帯

休業期間中の賃金の支払いを受けれな
かった

給付金等

経営資源引継・事業再編事業費補助金

↑至汐入

しています。必要に応じてご確認ください。

産業振興課

コロナ終息後に向け商品・技術の
開発をしたい

大楠山入口交差点

様々な制度をご用意しておりますのでご活用ください。

お困りの方は担当部署にご相談く
ださい。
休業、無給、減給などによる生活への不安や生活資金の不
足、納税や保険料納付などでお困りのみなさまへの支援を
県HPでは他にもたく
さんの情報をご案内
実施しています。

8月末頃（予定）
の申請受付開始に合わせ、
コールセ
ンター設置。電話番号が決まりしだい県HPにて案内

自社工場で生産した製品の
販売促進をしたい

神奈川県議会議員

の流行により影響を受けている事業者

向けた支援策を実施しています。

中小企業支援課

A. デリバリーサービスや
テイクアウトを始めたい等

神奈川県民の
（個人事業主やフリーランスを含みます）
みなさまへ に
神奈川県では、
新型コロナウイルス感染症

5 万円
給
付
金
等

子育て世帯

SDGs未来都市かながわに向けて

持続可能な未来をつくる

ヨコスカから

人間にとっても環境にとっても、よりよい社会へ向けて！

感染症医療従事者の充実を！

神奈川県内の感染症指定機関

ＳＡＲＳ、ＭＥＲＳ、インフルエンザに続き新型コロナウイルス感染症、と、

平塚市民病院
新型コロナウイルス感染症で
影響を受けている

近年、新興ウイルス感染症の影響が全世界に及んでいます。

24 床

川崎市立川崎病院

12 床

貧困から子どもたちを守る

一人当たり

10 万円

すべてのみなさまに

神奈川県立足柄上病院
1 万円
児童一人当たり

子育て世帯

一世帯当たり

5 万円
横須賀市立市民病院
給

現在、各都道府県に配置されている「感染症指定医療機関」には、

神奈川県民の藤沢市民病院
みなさまへ 厚木市立病院
相模原協同病院

低所得のひとり親世帯

休業期間中の賃金の支払いを受けれな
かった

付
金
等

専任の感染症専門医が不在のところもあります。

業務や通勤などで発症

様々な災害も想定される中、感染症対策の専門医・看護師の

様々な制度をご用意しておりますのでご活用ください。

人材の確保・育成が重要です。現在、感染症学部のある教育機関は、
聖マリアンナ医科大学のみですが、感染症関連の教育を充実させると、
病院経営にも良い影響があると考えます。コロナの終息が見えない中、
大変な苦労をされている医療従事者の皆さまへの保証や、

休業、無給、減給などによる生活への不安や生活資金の不
足、納税や保険料納付などでお困りのみなさまへの支援を
実施しています。

教育を受ける際の支援制度の充実させることを求めました。

20万円 15
月

新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部（

2020 年 ８ 月 １ 日現在）

医療機関のコロナ対
県HP「新型コロナウイルス感染症について」
策の視察にて。当初
神奈川県 コロナ 総合情報
は防護服が不足して
おり、ビニール袋で
代用することもあり、
物資の確保の重要さ
を痛感しました！

万円
以内

困難を抱えている子どもたちが、身を寄せ、交流し、SOS を発信できる場所でもある

複数世帯

20 72 床
計
万円

月

以内

休業・失業等で生活資金に不安

生活福祉資金の貸付

詳
細
は
裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

出典 : 厚生労働省ホームページより抜粋
納税が今は厳しい
猶
予

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/index.html

将来へ向けて感染症医療従事者の確保・育成、学部の増設を進め、

貸
付

生活の立て直しが必要な方

単身世帯

保護者が就労している間、子どもが安心して過ごせる「子どもの居場所」が必要です。

6床

6床

収入減で学業の継続が難しい

最 大

日本では７人に 1 人が貧困状態にあると言われ、その半数が「ひとり親家庭」です。

6床

収入減で家賃が払えない

一時的な資金が必要な方

6床
6床

6床

平均賃金の

80 ％補償

感染・感染の疑いで無給や減給

県内の感染症専門医師や看護師の数は十分と言えず、今後、

幸せな老後を！
総合診療医

横浜市立市民病院

国民年金保険料等が払えない

感染が疑われる場合は

水道料金等の支払いが厳しい

新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル

新型コロナウイルス
045-285-0536
0570-056774
感染症専用ダイヤル

を目指して

高齢化社会の医療は地域包括ケアが重要です。

ブータンの旅では
貧しくとも笑顔のい
っぱいの子どもた
ちとたくさん出会い
ました。本当の豊
かさとは何か考え
させられます。

「子どもの居場所」という、家庭や学校以外のプラットフォームをつくること重要です。
現在県内には、市町村が実施する「放課後児童クラブ」や「放課後子ども教室」のほか、
ボランティアやＮＰＯによる「子ども食堂」
「学習支援教室」などが開設されています。
「子どもの居場所」の設置や地域の活動への支援は、一義的には市町村が担いますが、
このコロナ禍において地域の活動に困難が生じている今、県としても、
「子どもの居場所」を支えていくよう要望しました。

平日 9:00 ～ 17:00

「音声案内」が流れたら ４［その他］ を選択してください。

045-285-0536
0570-056-774

平日
9:00〜17:00

信頼の危機管理で
心からの安心

安全

自粛期間中、子ども食堂の配布するお弁当に
は、たくさんの要望があり、約 100 食分のお
弁当作りに参加しました。

有機農業の推進
世界が目指す持続可能な取組みであるＳＤＧｓ

沖縄視察にて。2004 年の
米軍ヘリ墜落事故の現場
の様子。沖縄では、この
他にも、より切実な基地問
題に触れました。

地域のつながりで
もっと豊かな

くらし

横須賀の子ども食堂「なかながや」にて

を目指して

の観点からも好ましい有機農業。しかし、
「有機農法」や
「自然農法」への挑戦は、様々な苦労を伴うこともあり、
有機農業への県内の新規就農者はまだ少ないのが現実で
す。有機農業の相談対応、研修先の紹介、農地調整、

三浦半島の活性化

技術指導を行い、新規就農者のサポートが必要です。

新型コロナウイルスは地域経済にも大きな影響を

また、コロナ禍では世界の食料貿易にも影響が出ました。

与えましたが、今こそ、大きなポテンシャルを持つ

神奈川県の食料自給率はカロリー・生産額ベースともに

三浦半島地域の「食」の魅力を一層高めていくことが、

全国ワースト３位という低水準です。

地域の活性化にとって重要な取組みと考えます。

有機農業を推進し、県内の就農者を増やし、さらに

豊かな農産畜産物と海産物に恵まれた三浦半島は、

この解決には、医療機関の情報共有による適正な処方と、

基地問題と
地位協定

特定の疾患に着目するのではなく、病気を幅広い視野で診る

米軍基地内の感染者問題、OC スプレー訓練など

収穫物はオーガニックブランドとして差別化をすることで、

首都圏からも近くて、環境の素晴らしさに感動する

基地内の実情がベールに包まれ、基地で働く

収益を上げることができると考えます。神奈川県全体が

他県からの来訪者もたくさん。暮らすように「食」を

地域包括ケアシステムを推進していく上で、担い手の確保や

日本人従業員や地域住民からも、新たな不安の声が

オーガニックビジネスの拠点となるよう

楽しむ旅や、感染拡大防止と地域経済を両立する

病診連携体制の構築、総合診療医の育成などの、

挙がっています。様々な基地問題の背景にある

有機農業の推進に取り組みを要望しました。

地域内観光といった新しい観光スタイルの構築、

様々な課題をクリアし、それぞれが身近なかかりつけ医を持ち、

日米地位協定は、締結以来一度も改定されていません。

誰もが安心して老後を迎えられるよう、地域包括ケア体制の

昨年の沖縄県への視察を通して、改めて、

整備に取り組むように要望しました。

日米地位協定改定の必要性を強く感じました。

ひとりで多くの疾患を抱えることも多い高齢者に、懸念される
問題の１例に、複数の医療機関から処方された、多量の
薬を飲む「ポリファーマシー」（多重服薬）があります。

「プライマリ・ケア」を担う総合診療医が必要と感じています。

新しいビジネスモデルタウン化など、といった
具体的な施策を要望しました。

基地問題、そして日米地位協定の問題点を、
一人ひとりの県民が自身の問題として意識を抱く
ポリファーマシーによる弊
害は、医療費増大のみな
らず、
身体への負担も問題。
医療法人社団悠翔会資料より

ことが大切です。本県は渉外知事県の会長県である
ことからも日米地位協定の改定に向けて
神奈川県として、しっかり取組むように要望しました。

左／自身も積極的に畑仕事に参加。横須賀
のオーガニック農園にて。右／世界的にも、
オーガニックへの消費者の意識は日々高まっ
ています。

左／三浦半島パワーサラダ

右／三浦半島はイタリア半島プロジェクト

