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　盛暑の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。
　ご承知の通り、2019 年 12 月に中国武漢市で確認された新型コロナウイルス感
染症ですが、その猛威は瞬く間に全世界に飛び火し、今月 7 月 19 日の WHO の発表
では世界全体の感染者数は 1404 万 3,176 人で死者数は 59 万 7,583 人にものぼってい
ると報告されており、今もなお増加し続けています。
　地元愛南町でも感染者が多数確認されましたが、感染された方、ご家族、関係者の
皆様に心からお見舞い申し上げます。
　愛媛県そして県議会としても早急に対策を打ち出すべく、愛媛県議会新型コロナウイルス感染症対
策本部を立ち上げ、様々な施策を講じて参りました。感染症における医療体制の強化をはじめ、医療
従事者への応援手当金の給付、経営に苦しむ中小企業や飲食店への助成など、愛媛県独自の「愛顔を
守ろう！えひめ版協力金パッケージ」の創設を行うなど、各関係者と議論を重ねながら、スピード感
をもって取り組んで参りました。
　感染症対策に最善を尽くしながらも、県内そして地元愛南町の諸課題にも着実に取り組んでいかな
くてはなりません。
　その中、この度、愛媛県議会６月定例会にて、二度目の一般質問を任せて頂き、登壇して参りました。
　喫緊の課題であるコロナ対策を中心に、地元愛南町の諸課題にも関連した質問を行いました。２～
５ページに内容をまとめましたので是非ご覧になってください。
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質問に先立ち、この度、新型コロナウイルスに感染された皆様にお見
舞いを申し上げ、また、感染拡大防止に全力で取り組まれている皆様や、
日々、感染リスクと向き合いながら、目の前の命や生活を守るため、
懸命に職務に当たられている関係者の皆様に心から感謝を申し上げ、6
項目を取り上げさせて頂きました。
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　新型コロナウイルス感染症が拡大していても、
災害はいつやってくるか分からず、どのような状
況下でも避難所は住民を選んで受け入れる場所で
はなく、県民や避難所運営の現場が混乱しないよ
うに、クラスターを発生させない避難所対策など
安心安全の確保に早急に取り組む必要がある。
　県では、避難所運営の主体である各市町と課題
を共有の上、「新型コロナウイルス感染拡大防止
のための避難所運営の留意点」をとりまとめ、さ
らに、濃厚接触者などに関する取扱いも加えた「ガ
イドライン」を策定し、市町に対し出水期に向け
た具体的な検討や対応を働きかけるなど、早急に
対策に取り組んで頂いているが、これらの「留意
点」や「ガイドライン」によると、これまで常識
とされてきた避難所の運営と比べ、避難者にとっ
ても準備運営に当たる市町にとっても対応の認識
を変えなくてはならない点が数多くある。
　避難所での混乱を防ぐため住民の皆さんに認識
して頂き、実行に移してもらうべく、各市町が地
域性に合わせたものに改善を行った上で、住民に
早急に周知する必要がある。
　南海トラフ地震など、広範囲に及ぶ大規模災害
が発生した際には、長期にわたる物流の寸断が懸
念されるため、各市町の避難所ごとに、新型コロ

新型コロナウイルスによる県内水産業の
危機を乗り越えるため、消費拡大にどう
取り組んでいくのか。

避難所における新型コロナウイルス対策や
住民への周知に、市町と連携してどのよう
に取り組むのか。

一般質問と答弁の概要一般質問と答弁の概要
愛媛県議会　令和２年度６月定例会

主要な出荷先である首都圏・関西圏における需要
や輸出向けの取引が大きく落ち込んでおり、これ
を補填する需要の確保が喫緊の課題であったこと
から、４月に、県内全市町の学校給食に県産魚を
提供する事業に着手したところ。
　この事業では、地産地消の視点で消費拡大を図
るため、県内全ての小中学生に県の魚「マダイ」
を中心に県産魚の特別メニューを月２回程度提供
し、併せて、生産者等と連携して、魚の美味しさ
や効能、食べる楽しさを伝える魚食教育を行うこ
とにより、水産王国えひめが誇る水産物に対する
愛着と郷土への誇りを育み、ひいては、将来にわ
たっての地元食材の消費につながることを期待し
ている。
　更に、段階的に社会経済活動のレベルが戻りつ
つある中、早急に消費拡大を図るため、家庭内需
要の取込みを目的とした県内外の量販店等におけ
る県産水産物コーナーの設置・拡大の支援や、対
米ＨＡＣＣＰ対応の加工施設の整備に要する経費
を６月補正予算案に計上しており、今年度から開
始した愛南地域での水産物輸出産地づくり事業
や、これまでに構築したネットワークも活用しな
がら、官民一体となって国内外への営業活動を強
力に進めて参りたい。

　本県の海面養殖業は、愛媛県漁業の総産出額の
内、およそ 77％を占める 684 億 600 万円であり、
その産出額は全国一位である。しかしながら、新
型コロナウイルス感染症拡大の影響で外出自粛が
続き、旅館やホテルなどの飲食部門や外食産業で
の消費が停滞し、更に年間を通して一番の需要期
でもある４月・５月時期と重なったことで、出荷
が極端に少ない状況に追い込まれ、マダイを始め
とする水産物の取引は大きな打撃を受けている。
　苦境に立たされている県内養殖業だが、こう
いったピンチを機にどんどん新しい取組みにチャ
レンジしていくべきであり、とにかく「知っても
らう」「食べてもらう」ことが大切で、今回の取
組みを契機に、継続的に消費に繋がる施策を展開
していくことが重要である。
　早速に、県では４月補正予算で、在庫が滞留し
ている県産水産物の消費拡大のため、４億２，５
７４万円を計上して、マダイやブランド魚である
媛スマなどを学校給食用に加工、提供する取組み
を支援し、県内における消費を増やしていく事業
を実施している。今回早速に取り組んで頂いたこ
の事業ついては、給食を食べる子どもたちに、栄
養バランスに優れ健康にも良い魚を食べることの
大切さや、本県の海面養殖業は日本一であるとい
う本県の誇れる産業をしっかりと認識して頂くこ
とが重要であり、地元の食材に触れ、愛着を持っ
てもらえる環境を作ることが地産地消の機運を高
め、ひいては水産物の消費拡大に繋がるのではな
いかと考える。
　新型コロナウイルス感染症が収束したとしても
外食産業や観光ムードの急激な上昇は見込めず、
厳しい状況は当面続きそうな気配であり、新型コ
ロナウイルス感染症による本県水産業の危機を乗
り越えるためには、地産地消の視点も踏まえなが
ら対応する必要があると考える。県は更なる消費
の拡大に向け、どのように取り組むのか。

　本県産の水産物は、新型コロナウイルスの感染
拡大による外食産業の休業等により、３月頃から

【答弁者：農林水産部長】



　新型コロナウイルス感染症の影響で、全国高校
総合体育大会などの全国規模の大会や、これらに
向けた各地方大会が中止になり、選手の皆様はも
とより、保護者や指導者などの関係者からも無念
の声が多く聞かれた。特に影響が大きいのが高校
３年生であり、ひとつ例を挙げさせて頂くと、私
の高校時代の恩師からお聞きした話で、現在も県
内高校で顧問をされているその部は、初めは部員
も経験者も少なく、大会では一回戦負けが当たり
前であった。しかし、その後、皆さんひたむきに
努力し、今ではベスト８以上を狙える強さにまで
成長され、部員の頑張りを労う意味も込めユニ
フォームを新調して最後の大会に臨もうとしてい

た矢先に、新型コロナウイルス感染症により総体
が中止になり、３年生は新しいユニフォームを着
て試合をすることなく引退となってしまった。私
も２年前に練習を手伝わせて頂いたことがあり、
当時１年生だった今の３年生たちを知っているだ
けに、余計に辛い気持ちになった。全国の高校３
年生の中には、スポーツ推薦などによる進学や就
職に大きな影響を受け、困っている生徒や、小中
学校時代から積み上げてきた努力の総決算と位置
付けて活躍を心に期していた生徒もいる。いずれ
にしても、突如として、これまで仲間たちと共に、
必死に汗を流してきたその努力の集大成を発揮で
きる場所が無くなってしまったことは、あまりに
も残酷である。
　こうした中、関係部局などに、この状況下で開
催すべきではないとの意見も数件寄せられている
とは聞いているが、個人的な意見を述べさせて頂
くと、いちばん大事なのは、子どもたちの気持ち
に寄り添いながら何ができるか考え抜くことであ
り、全てを中止にして希望を奪うのではなく、３
密回避などの感染防止対策を徹底した上での開催
が前提ではあるが、子どもたちに選択肢を用意し
てあげることが重要であり、生徒の心に残る大会
作りに取り組んで頂きたいと切に願う。
　練習不足による怪我の心配や学業への影響を懸
念する声も聞かれ、それぞれの競技団体におかれ
ましては、可能な限り早めに代替大会の開催の可
否などの方向性を示して頂く必要があると考える
が、各競技団体における代替大会の検討状況はど
うか。また、県として大会の開催をどのように支
援していくのか。

高校総体の中止に伴う各競技団体における代
替大会の検討状況はどうか。また、県として
大会の開催をどのように支援していくのか。

【答弁者：教育長】
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　県高校総体は中止を余儀なくされたが、大会を
目標に部活動に励んできた生徒の心情を思い、各
競技団体を中心に関係者が熱意ある取組みを進め
られた結果、全３２競技のうち、生徒の開催希望
がなかった１競技を除く３１競技において、代替
大会を開催する方針が固まり、日程等についても
順次明らかになりつつある状況。中には、大学入
学選考の資料となる公認記録が得られる競技や特
別ルールで３年生の出場機会を増やす競技もあ
り、会場や審判員の確保など多方面での協力も得
ながら、大会開催に向けて尽力されている全ての
関係者の皆様に心より感謝申し上げる。
　代替大会の開催については、多くの県民の関心
を集め後押し頂いており、知事からの「全面的に
支援する」との力強いエールも追い風として、県
教委では、生徒が参加しやすい環境づくりはもと
より、大会運営や感染予防対策に係る経費助成、
知事賞や応援メッセージの贈呈など、できる限り
の支援を行いたいと考えている。
　選手の皆さんは、学校休業中も自宅でトレーニ
ングに励まれ、学校再開後は部活動練習での段階

ナウイルス感染症対策として新たに必要となった
物資の備蓄を進めるとともに、その数を把握して、
有事の際に混乱が生じないように備えることも重
要になってくると考える。
　県として避難所における感染症対策にご尽力頂
いているところであり、市町によってはマニュア
ル策定など独自の取組みも進んでいると聞くが、
県は避難所における感染症対策や住民への周知
に、市町と連携してどう取り組んでいくのか。

　３密が危惧される避難所での感染防止は、出水
期に向けた喫緊の課題であり、県では、県民の避
難行動のあり方や感染防止対策をとりまとめたガ
イドラインを策定するとともに、防災の専門家も
交え、避難所運営主体である市町とのテレビ会議
を３回開催し、情報共有と連携強化を図り、避難
所における感染症対策を推進しているところ。
　具体的には、ホテル等の活用も含め出来るだけ
多くの避難所開設を市町に要請するとともに、避
難所の衛生管理や避難者の体調管理、体調不良者
等の専用スペース確保などの作業手順やレイアウ
ト等を示し、市町のマニュアル作成を支援。また、
マスク等の衛生用品やパーテーションなどの備蓄
状況を把握し、発災時に不足する場合は応援協定
等により速やかに調達するなど、市町の避難所運
営が円滑に進むよう積極的に取り組む所存。
　さらに、３密回避を踏まえた避難行動や、避難
所での感染症対策を、県民の皆さんが理解し、適
切に行っていただけるよう、県のホームページ、
広報誌等での啓発に加え、市町においても、チラ
シの全戸配布や自治会を活用した広報など、地域
の実情に応じた周知徹底に努めているところであ
り、今後とも、市町との連携のもと、感染防止を
踏まえた避難対策の充実強化に取り組んで参りた
い。

【答弁者：防災安全統括部長】
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的な強化に取り組まれているが、例年と比べ練習
時間や試合経験が少ない中、怪我と感染予防に十
分留意いただいた上で、人生の思い出に残る素晴
らしい大会となることを大いに期待している。

　愛南地域における医療の充実は地域住民にとっ
て切実な問題であり、地域医療格差の是正に向け
て着実に取り組んでいかなくてはならない喫緊の
課題である。
　前回の私の一般質問において、地域医療格差へ
の課題解決に向けしっかりと取り組んでいく気持
ちを共有して頂いた通り、早速に、その解決に向
け県では、県立南宇和病院での新規モデル事業で
ある「遠隔医療支援システム整備モデル事業費」
を今年度当初予算に計上して頂いた。この新規モ
デル事業は、５Ｇ通信の活用を見据え、高精細映
像伝送システム及び地域医療情報連携システムの
構築を行うことにより、県立南宇和病院を核とし
て、地域医療体制を確保するに当たり、地域住民
の生命と健康を継続的に守るとされているほか、
都市部に集中しがちな医師研修の充実や医師の負
担軽減、そして医師の定着などを目的としており、
将来的には、県内における医師不足地域に必要な
医療提供体制を確保することになる効果的な施策
であり、県下で先駆けて県立南宇和病院で取り組
んで頂くことに、地元住民のひとりとしても感謝
している。
　５Ｇの活用が当たり前となる社会を見据えて、
遠隔でも専門医に診察をして頂くことができるよ
うになれば、より適切な受診や、患者さんはもと
よりご家族の心のケアにも繋がると考える。５Ｇ
の活用などデジタルシフトに的確に対応しなが
ら、今からできることに取り組むことにより、医

ＳＮＳによる誹謗中傷など、インターネッ
ト上での人権侵害をどう認識し、その解消
に向け、どのように取り組んでいくのか。

愛南地域遠隔医療システムの整備事業を始
め、５Ｇの活用を見据えた地域医療の確保
にどのように取り組んでいくのか。

被害者の心を深く傷つけ、時には人命にも関わる
重大な問題であると認識。
　このため県では、ＳＮＳを含むインターネット
上での人権侵害の解消を人権施策推進基本方針の
重要課題に掲げ、人権啓発センターにおける丁寧
な相談対応や削除要請に対する支援等を行うほ
か、啓発資料の作成・配布や講演会の開催、教育
現場での情報モラル教育等に取り組んでいる。
　また、新型コロナウイルスに係る誹謗中傷に対
しては、知事自らが機会あるごとに注意を喚起す
るとともに、市町、関係団体への啓発依頼や、プ
ロスポーツ組織と連携したメッセージ動画の配信
等により、その解消に努めている。さらに、今年
度は、インターネット上での人権侵害をテーマと
した啓発イベントのほか、若年層にインターネッ
トの適正な利用を意識付けるため、指導者の育成
や携帯販売店と連携した意識啓発を行うなど、対
策を一層強化する所存。
　県としては今後、インターネットの規制に関す
る国の動向を注視しつつ、国、市町及び関係機関
等との連携のもと、より一層の被害者支援や啓発
活動に取り組み、全ての人の人権が尊重される社
会の実現を目指して参りたい。

　現在、誰しもが気軽に使用できるようになって
いるソーシャルネットワークサービスであるが、
便利である反面、急速な普及の拡大や機能の高度
化などに対し、規制などが追い付いていないのが
現状である。身近なところでは、県内で新型コロ
ナウイルスに感染された方について、インターネッ
トの一部サイトでは、心無い誹謗中傷が多く投稿
され、その事実無根の投稿内容などが全て真実か
のごとく噂が広まっていた。また、誤った認識か
ら元感染者や医療従事者、更にそのご家族に対し
ての偏見や、「菌を持ってくるな」などの差別的な
表現も発生している。また、某恋愛リアリティ番
組に出演していた女性が、ＳＮＳでの多数の心無い
誹謗中傷を苦にして自ら命を絶ったとみられてお
り、社会問題化している。こうしたＳＮＳでの多
数による誹謗中傷は、ネットを介した集団による
言葉の暴力であり「いじめ」とも言え、ＳＮＳによ
る誹謗中傷が後を絶たないのは、インターネット
の特性である匿名での表現行為に大きな原因があ
ると考える。また、ＳＮＳで誹謗中傷を行う加害者
の中には、軽い気持ちで行う人や、愉快犯的な人
もいる一方で、何かしらの正義感を持って投稿を
行っている人がいる。こうした人は、情報の断片
的な部分しか見えていないため、対象が「誹謗中
傷されて当然である」という、一方的かつ誤った
正義感によって行われていることが多いと言える。
　こういった現状を踏まえ、現在、国ではインター
ネット上で誹謗中傷などを行った発信者本人の情
報の特定をより容易にするため、現行制度の改正
を検討する動きが進んでいる。
　表現行為への制限は、憲法二十一条で定められ
ている「表現の自由」の侵害となりうるために厳
格な要件が設けられており、私もこのことは最大
限に尊重されるべきと考えているが、「表現の自由」
とは決して個人を傷つけることが許されるという
ものであってはまらない。
　インターネット上の誹謗中傷が無くなるよう、
国において一刻も早く法整備がなされることを
願っているところであるが、県においては、ＳＮＳ
などインターネット上での誹謗中傷による人権侵
害をどう認識し、その解消に向けどのように取り
組んでいくのか。

　インターネット上での人権侵害は、匿名で容易
に発信でき、拡散性が高く削除が難しいことから、

【答弁者：県民環境部長】
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療の地域格差を少しずつでも埋めていくことが重
要である。
　私はこの５Ｇ活用を見据えた愛南地域遠隔医療
システムの整備は、地域医療体制の確保・充実に
向け、多岐にわたる可能性を秘めていると考える。
県は今後、このモデル事業を始め、５Ｇ活用を見
据えた地域医療の確保にどのように取り組んでい
くのか展望を問う。

アコヤガイへい死の原因究明と安定した生
産体制の構築に向け、どのように取り組ん
でいくのか。

【答弁者：知事】

ほか、今年度の当初予算においても、愛南町のア
コヤガイ種苗生産施設の改修事業を予算化される
など、母貝の安定生産への支援にもご尽力頂いて
おり、大変心強く思っている。
　こうした中、へい死の原因については、未だ明
確にはなっておらず、漁業者は不安を抱えたまま
で今年の養殖をスタートさせている。
　また、先日、三重県のアコヤガイ養殖場の一部
の地域で稚貝が死んでいるのが確認され、現在の
ところ確実な死因が特定されていないことから、
県内の養殖業者からも心配の声を多数お聞きして
おり、県には漁業者への情報提供や被害の未然防
止に努めて頂きたい。
　愛南町とともに、県内のアコヤガイ稚貝の生産
を支える、愛媛県漁協下灘支所の種苗生産施設は、
設備の老朽化が著しく、稚貝の生産に支障を来た
しかねない状況にあるとも伺っている。漁業者が
安心して養殖を継続していくためには、一日も早
いへい死原因の究明とともに、優良な母貝を安定
して生産できる体制の更なる強化が必要であると
改めて考えている。
　県では、官民一体となってアコヤガイのへい死
対策に取り組んでおられるが、へい死原因の究明
と安定した生産体制の構築に向けて、どのように
取り組んでいくのか。

　昨年の夏に全国各地で発生した、稚貝を中心と
したアコヤガイの大量へい死では、本県において
は、生き残った稚貝の量が平年のほぼ３分の１と
なり、約２割がへい死した母貝と合わせた被害額
は３億円に及ぶとともに、真珠生産への後年にわ
たる影響が懸念されるなど、日本一の真珠の産地
は大変大きなダメージを受けた。
　昨年９月議会の一般質問でもとり上げさせて頂
いた通り、このアコヤガイの大量へい死を受けて、
県では、関係団体とともに「アコヤガイへい死対
策協議会」を速やかに設置するとともに、大学の
研究者などによる専門部会を立ち上げ、環境要因
や感染症などあらゆる可能性を想定した原因究明
に取り組んで頂いている。また、水産研究センター
では「高水温・低餌料に強い貝」の開発を急ぐと
ともに、緊急に稚貝の生産と配付に取り組まれた

【答弁者：知事】

　真珠・真珠母貝養殖業は南予地域の水産業の大
きな柱の一つであり、アコヤガイ大量へい死対策
は、本県水産業にとって喫緊の課題であることか
ら、発生後早々に県と関係団体等で「アコヤガイ
へい死対策協議会」を設置して、原因の究明と被
害の最小化に全力で取り組んでいるところであり、
現在も、漁場環境などの調査を重点的に実施して
いるほか、専門部会では、その他の外的要因の可
能性も含め精力的に発生原因の究明を進めている。
　現時点で原因の特定には至っていないが、この
ような中で今年の稚貝の配付時期を迎えたことか
ら、県では先般、これまでに得られた知見を踏ま
えて養殖管理の注意点をまとめた手引書を漁業者
に配付し、きめ細かな管理の徹底をお願いしてお
り、本県では、今までのところ貝の異常は報告さ
れていない。しかしながら、三重県でのへい死情
報を受けて、本日、対策協議会及び専門部会を開
催し、異常が発生した場合の対応策を協議するこ
ととしている。
　また、稚貝の生産施設についても、愛南町の施
設に続き、６月補正予算案に県漁協下灘支所の施
設改修に要する経費を計上しており、合わせて、
県水産研究センターが昨年度開発した高水温、低
餌料 ( じりょう ) の環境に強い貝を活用した母貝
の周年生産供給体制を早急に構築することにより、
日本一の本県真珠産業の維持・発展に全力で取り
組んで参りたい。

　患者の映像を高精細かつ超低遅延で伝送できる
５Ｇ通信技術は、地域医療の現場においても有効
な情報伝達手段として活用が期待されており、本
県では、医師不足が深刻化している愛南地域にお
いて、５Ｇを活用した遠隔医療支援モデルの導入
に取り組んでいるところ。
　具体的には、５Ｇにより、在宅患者の状態を地
域の医療機関や介護事業所等が高精細な画像を共
有することで、在宅患者の医療の支援につなげる
ほか、南宇和病院の医師が、患者の映像や診療情
報を院外の専門医と共有し、遠隔からの指示・助
言を得ることで、より高度で適切な診療ができる
情報連携システムの整備を進めている。
　将来的には、若手医師や専門でない医師では診
断が難しい疾患の早期発見・治療にもつながると
ともに、最先端の技術を活用した遠隔医療を実体
験でき、医師にとっても魅力ある、今回の愛南地
域の医療支援モデルを、他の医師不足地域へも導
入するとともに、新型コロナウイルスへの対応を
考慮した今年の「骨太の方針」の骨子案にも盛り
込まれている、デジタル化への集中投資にも沿っ
たこれらの取組みを進め、地域医療の格差を解消
することにより、本県医療提供体制の底上げに努
めてまいりたい。



令和２年度当初予算編成方針令和２年度当初予算編成方針
Ⅰ 

国の経済対策に係る補正予算に対応した2 月補正予算と合わせ、地域経済に配慮した切れ目のない対策を実施Ⅲ
その一方で、徹底したスクラップ・アンド・ビルドにより、財政健全化にも目配りⅣ

最優先課題である西日本豪雨災害からの創造的復興に向け全力で対応
Ⅱ 知事公約（第3ステージ）を実現するため、重点分野を中心に積極的な予算編成
5G通信技術活用策の芽出しやデジタルマーケティング施策の深化など、急速に進むデジタルシフトに対応し、地域課題の解決
に向けて新たな施策を展開

○

南海トラフ地震への備えをはじめ、原子力防災対策など、ソフト・ハード両面から県民の安全•安心に直結する防災・減災対策を着実に推進①
都市部から県内への更なる移住促進、子どもの愛顔応援ファンドを活用した子育て世帯への支援など、人口減少問題への取組みを強化②
東京オリ・パラに伴うイベント実施や日本スポーツマスターズ2020の開催、戦略的な営業活動やインバウンド受入など、地域経済活性化・実需の創出を追求③

豪雨災害からの創造的復興1

令和２年度一般会計当初予算額令和２年度一般会計当初予算額 6,431 億円   （前年当初比 ▲９億円、▲0.１%）6,431 億円   （前年当初比 ▲９億円、▲0.１%）
うち西日本豪雨災害対応分　135 億円（前年当初 231 億円  ▲96 億円）✳

令和２年度当初予算の重点施策 （◎は新規予算含む）

１ ○仮設住宅への巡回訪問など見守り支援と心のケア
２ ○仮設施設で運営している野村保育所の移転改築
３ ○新整備計画に基づく肱川水系治水対策の推進
４ ○グループ補助金による継続支援
５ ○柑橘農家の早期復興に向けた支援
６ ◎南予復興イベントの開催準備

1億15百万円
3億30百万円
32億    1 百万円

49百万円
1億89百万円
19百万円

デジタル技術を活用した新たな施策展開2
７ ◎デジタルシフトに対応するための総合戦略の策定
８ ◎5Gを活用した愛南地域への遠隔医療システム整備
９ ◎広域災害・救急等医療情報システムの5G対応
10 ◎産業技術研究所への5G実験環境の整備〔2月補正〕
11 ◎4K映像の伝送による農業生産現場への普及指導
12 ◎5Gを見据えた乳牛生体情報の蓄積・解析
13○デジタルマーケティングによる販路拡大や誘客促進

24百万円
8百万円

2億39百万円
73百万円
23百万円
3百万円

2億73百万円

スポーツ立県の推進3
14○東京オリ•パラ聖火リレー開催と事前合宿等の受入れ
15○日本スポーツマスターズ2020愛媛大会の開催
16○日本代表選手の輩出に向けた競技力向上対策
17◎障がい者•健常者がともに取り組めるe スポーツの振興

98百万円
73百万円

4億31 百万円
7百万円

防災・減災対策4

人口減少対策5

18○緊急避難道路の整備、河川、砂防施設等の改修
19◎鹿森ダム貯水池の堆砂除去
20○自主防災組織の中心的役割を担う防災士養成の加速化
21◎県庁第二別館の建替えなど県施設の耐震化対策

41億50百万円
1億円

18百万円
17億27百万円

22◎子どもの愛顔応援ファンドを活用した子育て支援
23○「あのこの愛媛」を活用した雇用・移住マッチングの促進
24◎移住先での仕事を実体験できる機会の提供
25○介護や農林業における外国人材の受入促進

1億66百万円
40百万円
7百万円
59百万円

地域経済の活性化

商工・観光

農林水産業

6

医療・福祉等の充実7
37◎プラチナドクターバンク等による新たな医師確保対策
38○県立新居浜病院の建替え整備〔病院事業会計〕
39○介護現場へのAI·ICT の導入促進
40◎児童虐待防止に向けた医療機関による支援体制の整備
41○海洋プラスチックごみの削減とプラ代替製品の普及促進

1億23百万円
56億51 百万円

33百万円
5 百万円
41 百万円

26○サイクリングしまなみ2020の開催
27○県産品ポータルサイト「愛媛百貨選」を活用した営業活動
28○県内ものづくり企業の新製品・新技術の開発支援
29◎将来の地域産業を担う専門的職業人の育成
30◎来島海峡大橋を核としたしまなみ海道工リアの魅力発信
31○台湾をはじめ、ソウル、上海便の運航支援
32◎えひめこどもの城ととべ動物園等の魅力向上対策

38百万円
19百万円
61 百万円
16百万円
30百万円

2億65百万円
3億21 百万円

33◎ひめの凜•あかね和牛・媛スマの生産拡大とブランド確立
34○市町連携による新たな森林管理システムの推進
35◎県1 漁協の経営基盤の強化に向けた支援
36◎アコヤガイヘい死の原因究明や生産設備の増強支援

54百万円
2億31 百万円
10億13百万円

18百万円

教育・文化8

社会資本整備9

42◎中学生の英語力向上対策の推進
43○四国中央市への新居浜特別支援学校分校の整備
44◎ネット情報を取捨選択できる能力の育成アプリの開発
45○愛媛国際映画祭の開催による映像文化の振興
46○えひめ愛顔の子ども芸術祭2020の開催

31 百万円
1億10百万円
12百万円
40百万円
14百万円

47○大洲・八幡浜自動車道や岩城橋の整備促進
48○山鳥坂ダムの整備促進
49○ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業の整備促進

67億69百万円
14億53百万円
33億98百万円
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〔債務負担行為　1億3,012万円〕

（１）福祉施設や学校での感染防止と相談体制の充実

（２）学校の臨時休業に伴う課題への対応

感染拡大を防ぐ

◎   ① 福祉施設への遠隔見守り機器や県立学校等へのマスクなど感染防止資材の整備
◎   ② 介護事業所や障害福祉施設の通所から訪問サービスへの転換支援
◎   ③ 感染発生により職員が不足する社会福祉施設への応援職員の派遣支援
◎   ④ 密集状態を緩和するための特別支援学校スクールバスの増便
◎   ⑤ 県職員や警察官の採用候補者試験における感染防止対策の強化
◎   ⑥ 感染者や家族向けの相談ダイヤルや子ども向けSNS相談窓口設置による心のケア
◎   ⑦ 聴覚障がい者への遠隔手話サービスの提供

2,726万円
6,950万円
984万円
3,621万円
406万円
1,734万円
189万円

　   ① 放課後等デイサービスの利用に伴う新たな負担への支援
　   ② 要保護児童生徒等に対する給食費相当額の補助
◎   ③ 児童生徒の学習支援等を行う支援員の学校への配置

1億1,080万円
3,086万円
3,271万円

3億4,047万円

令和２年度
４月補正予算の
主な事業

令和２年度
４月補正予算の
主な事業

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症によって生じている諸課題に対しては、緊急に措置を必要と
する経費について3月24日に専決処分

Ⅱ 今回は、国の緊急経済対策に係る補正予算に即応するとともに、本県独自の取組みとして、
「愛媛県対新型コロナ防衛戦略」に掲げる３つの作戦  ①感染拡大を防ぐ  ②医療崩壊を防ぐ  
③地域経済の崩壊を防ぐ  に基づく各種施策についてスピード感を持って県民総ぐるみで推進

≪3月専決 98億円≫（R元年度：5億円、R２年度：93億円）

◎は新規施策を含む1

◆ 一般会計補正予算額◆ 一般会計補正予算額 59億 6,427 万円　【累計 6,582 億 6,311 万円】59 億 6,427 万円　【累計 6,582 億 6,311 万円】

◆ 企業会計補正予算額◆ 企業会計補正予算額 7,126 万円　【累計     724 億 9,778 万円】7,126 万円　【累計     724 億 9,778 万円】
◇ 予算総額◇ 予算総額 60億 3,553 万円60 億 3,553 万円

〔債務負担行為 1億 3,012 万円〕〔債務負担行為 1億 3,012 万円〕

1億6,610万円

1億7,437万円

（１）企業応援のためのえひめ版協力金パッケージ
【感染拡大防止に率先して取り組む事業者への支援】

地域経済の崩壊を防ぐ

◎ ①

◎ ②

◎ ③

３密を避けるため新たな取組みを進
める事業者への支援
GW期間中の県外客の流入抑制のため
に予約を延期等する宿泊業者への支援
商店街等における混雑を避けるため
の入店制限等の取組みへの支援

5億7,541万円

531万円

1億7,290万円

【前向きに頑張る事業者への支援】
◎ ④ 

◎ ⑤ 

◎ ⑥ 

移動販売やドライブスルーなどの
新たなビジネス展開への支援
テレワークオフィスとして県民向けデイ
ユース貸出を行う宿泊施設等への支援
医療用マスクなどを新たに製造する
場合の開発経費への支援

11億1,826万円

5,000万円

2,622万円

【県民の愛顔を支える事業者を応援】
◎ ⑦ 医療、物流、小売りなど県民生活を支

える事業者への応援メッセージの配信
2,080万円

【きめ細かな相談体制】
◎ ⑧ 事業者のための特別相談窓口(コールセンター)の開設 3,311万円

32億6,937万円3

その他 10億　119万円4

20億201万円 （２）経営・生活維持のための緊急支援
◎ ① 国と連携した融資制度等による中小

企業者等への強力な資金繰り支援
1億4,665万円

◎ ③ 離職や休業を余儀なくされた労働者
への生活資金に係る保証料の支援

165万円

④ 漁業者への償還条件緩和に伴
う利子補給など資金繰り支援

≪追加融資枠3億円≫ 2,083万円
〔債務負担行為1億3,012万円〕

② 国の雇用調整助成金への県独自の上
乗せ助成の対象拡大

3,099万円

⑤ 生活福祉資金の特例措置による生活
を維持するための貸付

5億9,300万円

◎ ⑦ 感染症の影響により需要が縮小してい
る養殖魚の冷凍保管施設の改修支援

3,500万円

◎ ⑥ 双方向型WEB合同会社説明会による
新規学卒者等の就職活動支援

357万円

◎ ⑨ 需要が減退している花きの小中学校
等における活用拡大など需要喚起

993万円

◎ ⑧ 在庫が滞留している県産水産物の学
校給食への提供支援

4億2,574万円

12億6,736万円

医療崩壊を防ぐ
◎   ① 無症状や軽症患者の療養を行うための宿泊施設の確保・運営（90日分）
◎   ② 中等症患者を受け入れるための病床確保と県調整本部の運営（90日分）
　   ③ 医療従事者への応援手当金支給や医療機関の設備整備・病床確保への支援
　   ④ 県立病院への人工呼吸器等の追加整備  ≪病院事業会計≫
◎   ⑤ 県酒造組合の協力による高濃度アルコールなど衛生資材の医療機関への提供
　   ⑥ 衛生資材の備蓄や職員の追加配置による保健所の体制強化
　   ⑦ 感染症患者の入院医療費への公費負担

2億1,471万円
4億5,468万円
3億6,203万円
7,126万円

1億5,026万円
6,163万円

1億   993万円

◎   ① ふるさと納税制度も活用した新型コロナウイルス感染症対策応援基金の創設
　   ② 今後の不測の事態や情勢変化に備えた予備費の増額

119万円
10億円

14億2,450万円2

≪4月補正60億円≫　　総額 158億円　（R元年度：5億円、R２年度：153億円）

予算規模
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◎   ① 入院患者受入協力金の支給や中等症患者の受入病床確保（90日分）
　   ② 無症状や軽症患者の療養を行うための宿泊施設の借上及び運営（90日分） 
　   ③ 医療従事者への応援手当金支給やPCR検査体制の強化
　   ④ 県酒造組合の協力による高濃度アルコールなど衛生資材の医療機関への提供
　   ⑤ 衛生資材の備蓄など保健所の体制強化
　   ⑥ 感染症患者の入院医療費への公費負担
　   ⑦ 感染者や家族向けの相談ダイヤル継続による心のケア
◎   ⑧ 子どものストレスケアを図るための「三浦保」愛基金を活用した体験活動への支援

　   ① アコヤガイ稚貝の供給体制の安定化に向けた種苗生産施設の改修支援
　   ② 水産物の安定供給に向けた漁業生産共同利用施設の整備支援
◎   ③ 加工食品や水産物の輸出促進に向けたHACCP対応施設の整備支援
◎   ④ 赤石五葉松盆栽のEU輸出に向けた植物検疫条件への対応支援
　   ⑤ 交通事業者が行う低床式路面電車導入の支援

◎   ① 働き方改革推進に向けた県内市町との協働による業務改革モデルの構築
◎   ② 「えひめ名建築発掘発信シンポジウム」の開催による近現代建築物の魅力発信

2,920万円
300万円

1,300万円
3,130万円

2億2,115万円
1,070万円
5,000万円

4億9,683万円
2億   200万円
1億8,542万円
7,376万円
6,200万円

2億4,300万円
1,682万円
1,006万円

◎   ① 国の中小企業者向けテレワーク導入補助への県独自の上乗せ助成
◎   ② 「新しい生活様式」によって生じるニーズに対応するための新商品開発などへの支援
◎   ③ 海外市場を開拓してきた県内ものづくり企業へのオンラインによる商談機会等の提供
◎   ④ ECサイトを活用した割引キャンペーンなど県産品の販売活動への支援
◎   ⑤ スーパー等における感染拡大回避対策を講じた県産水産物の販売活動への支援
◎   ⑥ 輸出用丸太の国内停滞に対応するための木材加工事業者への機械整備支援
◎   ⑦ 収束後を見据えた旅行商品の造成やキャンペーン展開に向けた準備
◎   ⑧ 収束後を見据えた公共交通機関の利用回復への取組支援
◎   ⑨ 国内線運航各社が取り組む収束後を見据えた利用回復プロモーションへの支援

3,009万円
2,581万円
900万円
1,885万円

1億1,000万円
1億4,723万円
8,134万円

1億6,000万円
3,750万円

① 肱川水系緊急治水対策推進事業費
② 土地改良費
③ 農地防災事業費
④ 造林費
⑤ 広域林道整備事業費
⑥ 道路橋りょう新設改良費
⑦ 地域高規格道路大洲•八幡浜自動車道整備事業費
⑧ 河川改良費
⑨ 河川堤防緊急改築事業費

9億1,311万円
3億2,898万円
1億1,035万円
6,027万円
8,500万円

67億   842万円
10億8,316万円
2億3,194万円
7,789万円

⑩ 海岸保全費
⑪ 砂防費
⑫ 港湾建設費
⑬ ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業費
⑭ 街路事業費
⑮ 総合運動公園施設整備費
⑯ 南予レクリエーション都市公園施設整備費
⑰ 交通安全施設等整備事業費

4億5,578万円
5億9,318万円
1億   737万円
3億3,684万円
5億6,396万円
3,936万円
1,053万円
1,951万円

（１）医療・検査体制の整備と心のケアの充実 12億8,989万円

（２）事業継続と経済活動回復への支援 6億1,982万円

（１）産業の振興 3億2,615万円

（２）その他 3,220万円
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令和２年度
６月補正予算について
令和２年度
６月補正予算について

Ⅰ　収束後を見据えた準備など、新型コロナウイルス感染症への対応
Ⅱ　西日本豪雨災害への対応と防災・減災対策の推進
Ⅲ　産業の振興など、重要課題への対応強化

19億    971万円18事項新型コロナウイルス感染症への対応
新型コロナウイルス感染症対応予算総額  509億円（R元年度：5億円、R2年度：504億円）

◎は新規施策を含む

1

22事項  117億2,565万円西日本豪雨災害への対応と防災・減災対策の推進2

8事項 3億5,835万円重要課題への対応強化3

防災・減災、国土強靭化のための緊急対策などの国内示を受けて、西日本豪雨災害への対応をはじめ、農業
基盤や道路改築・橋りょうの長寿命化、河川・海岸・砂防施設の整備など防災・減災対策等を追加実施。

◆  一般会計補正予算額（48事項）◆  一般会計補正予算額（48事項）139 億 9,371 万円【累計 7,054 億   263 万円】139 億 9,371 万円【累計 7,054 億   263 万円】
予算規模
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（１）大胆な消費喚起策の実行と経営基盤の強化

地域経済を立て直す

594万円
4,644万円

22億7,400万円
1億6,472万円

5億3,411万円
7,730万円
4,735万円
2,169万円

31億7,155万円2
6億8,045万円

24億9,110万円

感染拡大と医療崩壊を防ぐ
① 医療機関等への全自動PCR検査装置の導入や入院病床の確保
② 県立病院への全自動PCR検査装置等の導入・整備≪病院事業会計≫ 
③ 検査を希望する妊産婦に対する分娩前PCR検査の実施
④ 重点医療機関における中等症患者の受入病床の確保
⑤ 専門家等による感染症対策専門チーム（えひめクラスター対策班）の創設
⑥ 医療従事者や介護・障害福祉サービス従事者等への慰労金の支給
⑦ 医療提供体制を維持するための医療機関等の感染症対策への支援
⑧ サービス提供体制を維持するための各種福祉施設の感染症対策等への支援
⑨ 介護・障害福祉施設の職員負担軽減のためのICT機器等の導入支援
⑩ 病院での実習中止を補完するための看護師養成施設へのシミュレーターの導入支援

19億5,469万円
1億2,582万円
6,935万円

26億8,461万円
3,733万円

89億5,127万円
54億4,231万円
48億4,888万円

3,684万円
875万円

◎

◎ 
◎ 
◎ 
◎ 

◎  

① 県民向けや県外観光客向けの宿泊旅行代金への割引支援（9.5万人泊追加）
② 5Gを活用した「ロードムービー」アプリによるしまなみエリアへのサイクリスト誘客の促進
③ グリーン・ツーリズムにおける農業体験などの利用料金への割引支援
④ 国の肉用牛肥育経営安定対策（牛マルキン）への県単独の上乗せ助成

◎ 
◎ 
◎

① 労働需要の不均衡解消に向けた企業間の出向契約のマッチング支援
② 国の雇用調整助成金の支給上限額引上げに伴う県独自助成の拡充
③ 生活福祉資金の特例措置による生活を維持するための貸付
④ ひとり親世帯に対する臨時特別給付金の支給

◎ 
 

◎

241億5,985万円◎は新規施策を含む1

◆  一般会計補正予算額◆  一般会計補正予算額
◆  企業会計補正予算額◆  企業会計補正予算額

合　　計合　　計

284 億 3,810 万円284 億 3,810 万円
1億 2,582 万円1億 2,582 万円

285 億 6,392 万円285 億 6,392 万円

【累計 7,338 億 4,073 万円】【累計 7,338 億 4,073 万円】
【累計　726 億 2,361 万円】【累計　726 億 2,361 万円】

国の第２次補正予算（６月12日予算成立）を受け、緊急に対応する必要のある
新型コロナ感染症対策に係る所要の経費を６月議会に追加提案する。
国の第２次補正予算（６月12日予算成立）を受け、緊急に対応する必要のある
新型コロナ感染症対策に係る所要の経費を６月議会に追加提案する。追加提案理由

予算規模

令和２年度６月補正予算
（新型コロナウイルス感染症関係追加予算）の概要について
令和２年度６月補正予算
（新型コロナウイルス感染症関係追加予算）の概要について

（２）雇用・生活維持のための支援

（１）新しい生活様式への転換促進

新しい生活・ビジネス・文化のスタイルを実践する

4億3,564万円
2億1,083万円
4,290万円

1億   216万円
4,051万円
872万円

1億9,600万円
2,770万円
7,792万円
6,275万円
1,176万円
1,563万円

12億3,252万円3
8億4,076万円

3億9,176万円

① 新型コロナを前提とした中小企業者の非接触型ビジネス展開への支援
② 理美容・鍼灸整体院など接触不可避な業種におけるガイドライン対応への支援
③ 事業者のための特別相談窓口（コールセンター）の運営継続
④ 車両数の増加や車両の大型化など３密回避に取り組む貸切バス事業者への支援
⑤ 公共交通機関と自転車の併用に向けたE-BIKEによる自転車通勤の促進
⑥ 配偶者暴力相談支援センターや警察業務における感染防止対策の強化

◎ 
◎ 

◎
◎
◎

① 県立学校や専門学校への遠隔授業用ICT機器や換気対策用機器等の整備
② 県立・私立学校への児童生徒の学習支援等を行う支援員の配置
③ 密集状態を緩和するための特別支援学校スクールバスの増便期間の延長
④ 県立・私立高校等の要保護児童生徒等へのオンライン学習のための通信費の補助
⑤ 家計急変世帯に対して私立学校が行う授業料減免に対する支援
⑥ 開催中止となった高校総体や高校野球大会等の代替大会の運営支援

◎
◎ 
 

◎
◎

（２）学習支援の充実

新型コロナウイルス感染症対応予算総額  794億円（R元年度：5億円、R2年度：789億円）



ローカル 5G を活用した地域振興をテーマにした、テレビ会議での勉強会を
行ないました。
本会議は、LS21（local Statement 21）という地域政策研究会の中で、ICT
関連の施策研究を行う中で、愛媛県において５ G, ローカル５ G を活用した
施策が進もうとしている事実・契機を捉え、全国でも先駆けたローカル５G
アンテナの設置などが進んでおり、各地域と連携しオール愛媛でこの先進
性を武器として地域の活性化に役立てたい、という観点からの開催です。
今回は県内で取り組む産官学の皆様からのお話しをお伝えいただきつつ、
ローカル 5G 連絡網として、今後も継続して情報交換・発信・実需の創出に
繋げて参ります！

八矢副知事をお招きし、愛南町の農業・漁業等の現場を視察。
夜は、水産業と農業の若手経営者らと八矢副知事を交え、意見交換と懇親会をしました。折角
の機会だったのに写真を撮り忘れショックです。
引き続き、地元生産者の話をお聞きし、課題を共有したうえで、有効な施策に取り組んで参り
ます。
日曜日の為、マダイ等の養殖場は視察できませんでしたが、また日を改めて見に来て頂きたい
と思います。

activity
　report
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副知事と愛南町を視察

５G 活用を見据えて
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全国で唯一の、障がい児童だけで構成される eスポーツチームの取り組みを視察しました。
eスポーツは、年齢や性別、障がいの有無などに関係なく、誰でも誰とでも楽しめるツールと
して、国体の文化事業にも採択されるなど、近年急速に発展してきてます。
障がいのある子どもたちは、その障がいの特性から一般的な部活動に取り組むことが困難であ
ることが多数あります。
部活動で得られる経験は人格形成にも大きな役割を果たし、また仲間と共に取り組んだ時間は
かけがえのない財産となる為、eスポーツを通じて障がい児童に部活動体験をさせられる、大
変素晴らしい取り組みです。
県としても積極的に推進していくとのことですので、連携して愛南町が主催の大会実現に向け
ても、取り組んでいこうと思います。

県議会で SDGｓカードゲームを行いました。
SDGｓとは、Sustainablie Development Goals の略で、日本語訳は「持続可能な開発目標」です。
２０１５年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」
にて記載された２０３０年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標であり、１７の
ゴール・１６９のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓ってます。
これは、発展途上国のみならず、先進国自身が取り組む普遍的なものであり、日本としても積
極的に取り組んでいます。
簡単に言えば、経済活動を最優先にするのではなく世界全体で資源や環境や貧困についてみん
なで考えよう。的な感じだと個人的には捉えています。
先進国と後進国、貧困国がそれぞれを尊重しあい地球環境を考え、後世に残していける社会で
あり続けるために、改めて考えられるよい機会となりました。

SDGｓを考える

e スポーツの推進に向けて
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Q

A

愛南地域遠隔医療システム整備事業ってなに？？

　南海トラフ地震や、梅雨が過ぎても毎年
のように大型台風が直撃するなど、新型コ

ロナウイルスが感染拡大していてもいつ災害が
やってくるかわかりません。
以下 6 項目が新型コロナウイルス感染症対策の避
難ポイントです。
① ハザードマップでどのような場合に避難が必要か確認する
② 避難先を確認する。避難所だけでなく、
　安全な親戚・知人宅への避難も。
③ ためらわずに早めの避難を。自分の命が一番大事です。
④ 衛生用品を持参する。（マスク・消毒液・体温計）
⑤ 衛生管理を徹底する。（手洗い、手指消毒、咳エチケット）
⑥ 発熱や咳などの症状があればすぐに伝える。

Q

A

コロナウイルスが心配だけど災害時の避難はどうすればいいの？？

　一般質問でも取り上げましたが、簡単に要約すると、5G の活用を見据え、それに応じたシ
ステムを構築して、①県立南宇和病院を核として地域医療体制を確保し、継続的に地域住民の
生命と健康を守る。②都市部に集中しがちな医師研修の充実を図る。③医師の負担軽減や医師の
定着を目的とする。ポイントは以上 3 点で、将来的には県内における医師不足地域に必要な医
療体制を確保します。
　県下で先駆けて、医師不足が
顕著な県立南宇和病院で取り組
んで頂きます。
　愛南地域だけでなく他地方に
おいても、医師不足の解消は一
朝一夕では叶いませんので、こ
のように様々な視点で取り組ん
でいくことが重要です。

これからも機能強化にむけ取り組んで参ります。南宇和病院はなくなりませんよ！！

コロナ渦でも災害から命を守ることが最優先で、
危険な場所にいる人はためらわず避難すること
が重要です。


