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Ⅰ 防災・減災対策

１ 地域の実情を踏まえた防災・減災対策の推進について
[1] 南海トラフ地震対策をはじめとする防災・減災対策
の総合的な推進
【内閣府・文部科学省】
【提案・要望事項】

(1)南海トラフ地震対策の推進
・南海トラフ地震に係る地域の実情に応じた地震・津波対策を
推進するための財政支援措置を充実すること。
・南海トラフ巨大地震を想定した広域的な防災対策を推進すること。
・南海トラフ地震の調査研究及び観測・監視体制を充実・強化すること。
(2)防災・減災対策の総合的な推進
・防災・減災対策を総合的に推進するための自由度の高い交付金制度
を創設すること。
【現状と課題（背景・理由等）
】
(1) 南海トラフ地震対策の推進
○地域の実情に応じた地震・津波対策を推進するための財政支援措置の充実
本県は、県内全域が「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する
特別措置法」に基づく防災対策推進地域に、また宇和海沿岸５市町が津波避
難対策特別強化地域に指定されているが、本県の喫緊の課題である瀬戸内海
沿岸のゼロメートル地帯にある堤防の耐震化や、市町の同報系防災行政無線
のデジタル化など、防災上必要とされる事業を実施するため、地域の実情に
応じた地震・津波対策に対する財政支援措置の充実・強化を図る必要がある。
○広域的な防災対策の推進
南海トラフ巨大地震に備えるためには、都道府県による単独の応急対策、
復旧・復興対策に加え、平成 27 年３月に策定された「南海トラフ地震におけ
る具体的な応急対策活動に関する計画」に基づく取組みの着実な推進を図り
つつ、平成 29 年９月に取りまとめられた「南海トラフ沿いの地震観測・評価
に基づく防災対応のあり方について（報告）
」により策定が求められることと
なった新たな防災対応を検討するためのガイドラインを早期に提示するなど、
国を挙げた広域的な防災対策を一層推進する必要がある。
○調査研究及び観測・監視体制の充実・強化
南海トラフ地震が発生した際の被害の軽減を図るためには、地震メカニズ
ムの解明と南海トラフ全域における地震・津波の観測・監視システムの構築
が必要である。特に、平成 29 年９月の上記報告で明記された南海トラフ西側
すなわち足摺岬沖から日向灘海域における同システムの早期整備が、地震・
津波からの迅速な避難に繋げるために必要である。

(2) 防災・減災対策の総合的な推進
○自由度の高い交付金制度の創設
大規模災害から県民の生命を守り、被害を最小限に抑えるため、自主防災
組織の育成やその中心となる防災士の養成、県立学校の耐震化や海岸堤防の
整備、土砂災害対策など、ソフト・ハードの両面から防災・減災対策を進め
ているところであるが、これら対策の一層の加速・充実を図るためには、総
合的な財政支援措置として、地方自治体が行う防災・減災対策への自由度の
高い、新たな交付金制度の創設が必要である。
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【愛媛県内の取組】
県では、防災・減災対策を県政の最重要項目として位置づけ、平成 27 年３月
に、発生が危惧されている南海トラフ巨大地震による被害を最小限度に抑える
ために県として取り組むべき施策を取りまとめた「えひめ震災対策アクション
プラン」と大規模災害発生時に全国から送られる支援の受入体制等について取
りまとめた「愛媛県広域防災活動要領」を、平成 28 年３月に「愛媛県地域強靭
化計画（国土強靭化地域計画）
」を策定し、ソフト・ハードの両面から各種施策
に積極的に取り組んでいる。
【実現後の効果】
◇ 地域の実情に応じた防災・減災対策が促進
◇ 大規模災害等における被害の軽減と、迅速かつ適切な災害対応の実現
本県担当部署：県民環境部 防災局 防災危機管理課

愛媛県地震被害想定調査結果の概要
全壊棟数
死者数
負傷者数
避難者数
経済被害

揺れ
液状化
土砂災害
津波
火災
107,554 棟 10,642 棟
662 棟 27,413 棟 97,357 棟
6,210 人
―
53 人 8,184 人 1,585 人
46,048 人
―
66 人
412 人
944 人
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

地震・津波観測監視システムの整備計画
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合計
243,628 棟
16,032 人
47,470 人
558,902 人
16.2 兆円

１ 地域の実情を踏まえた防災・減災対策の推進について
[2] 地域の安全・安心を確保するための社会資本整備の
推進
【財務省・国土交通省】
【提案・要望事項】

（1）県民の安全・安心を確保し、地域経済の活性化による豊かな暮らし
を実現するため、社会資本整備に係る予算の総額を確保すること。
（2）県民の命を守ることを最優先に、南海トラフ地震などの大規模災害
に備えた防災・減災対策に必要な予算の愛媛県への重点的な配分を
行うこと。
【現状と課題（背景・理由等）
】
○社会資本整備に係る予算の総額確保
本県では、急峻な地形とぜい弱な地質により、全国に比べ社会資本整備が遅
れていることで、地域間格差が増大している。また、切迫する南海トラフ地震
や頻発する集中豪雨等による災害リスクの増大、少子高齢化・人口減少による
地域活力の衰退など、社会資本の整備に関し課題が山積している。
このため、災害から県民を守る防災・減災対策に加え、予防保全による老朽
化対策に取組むとともに、交流・連携を促進し地域経済の活性化を図ることで
県民の豊かな暮らしを実現できるよう、ストック効果を重視した社会資本の整
備に取組む必要があることから、国において予算の総額確保を要望する。
○県民の命を守る防災・減災対策に必要な予算の愛媛県への重点配分
本県に甚大な影響をもたらす南海トラフ地震・津波から県民の命を守るには、
「命の道」となる高速道路や海岸保全施設、河川管理施設、港湾施設などの整
備を早急に進める必要がある。さらに、頻発・激甚化する風水害への治水対策
や土砂災害対策、四国で唯一の原子力発電所の不測の事態にも備える緊急輸送
道路の整備など、
「防災対策に終わりはない」の意識のもと、大規模氾濫に対
する避難体制強化の推進などソフト事業を含む総合的な防災・減災対策に取組
む必要がある。また、ひとたび大規模災害が発生すると、産業基盤や社会イン
フラが被災し、愛媛そして四国が孤立することでサプライチェ－ンが寸断され、
経済活動の低下が愛媛のみだけでなく全国に波及する恐れがある。
このため、県民の命を守る防災・減災対策に必要な予算の本県への重点的な
配分を要望する。
【実現後の効果】
◇ 県民の安全・安心の確保や地域の活性化と豊かな暮らしの実現
◇ 大規模災害に備えた防災・減災対策の推進
県担当部署：土木部 土木管理局 土木管理課 技術企画室
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１ 地域の実情を踏まえた防災・減災対策の推進について
[3] 社会インフラの戦略的な維持管理・更新の推進
【内閣府・財務省・文部科学省・国土交通省】
【提案・要望事項】

（1）社会インフラの戦略的な維持管理・更新に関する制度の拡充と、予
算の確保及び愛媛県への重点的な予算配分を行うこと。
（2）社会インフラのメンテナンス技術者の確保・育成に係る財政支援
を行うこと。
【現状と課題（背景・理由等）
】
○社会インフラの戦略的な維持管理・更新に関する制度の拡充と、予算の確保及
び愛媛県への重点的な予算配分
本県における道路、河川、港湾などの社会インフラは、今後、老朽化の目安
となる建設後 50 年を経過する割合が、急速に増加するとともに、現状におい
ても修繕の必要な施設の割合が概ね４割を超え、老朽化が加速している状況で
ある。
このため、道路法や河川法、港湾法等の改正により定期点検や適切な維持修
繕が明確化されたメンテナンスサイクルの確実な実施が必要となるが、計画的
な施設の延命化、維持・更新に係るトータルコストの縮減、平準化につながる
予防保全など、戦略的な維持管理・更新を進めるには、費用の確保が必要不可
欠であり、維持管理・更新に関し、現在対象外となっている港湾施設・ダム・
堤防・県営住宅等の法定点検にかかる費用や、航路の浚渫・河川堤防・護岸や
ダムの堆砂対策等の施工費用など、社会資本整備総合交付金交付要件の緩和な
ど制度の拡充と、予算の確保及び本県への重点的な予算配分を要望する。
○社会インフラのメンテナンス技術者の確保・育成に係る財政支援
戦略的な維持管理・更新を行い、安全・安心や地方創生に資するためには、
予算のほか、ＩＣＴやＡＩ等の新技術を活用しつつ、施設の状況を把握し、維
持補修方法等を判断できる高度な専門技術者が不可欠である。このため、愛媛
大学を中心として、本県を含めた産学官が連携し、安全・安心を下支えするメ
ンテナンスエキスパート（ＭＥ）を養成し、メンテナンス分野の『人づくり』
を進めているところである。
今後も「愛媛の社会インフラは愛媛の技術者が守る」を合言葉に、引き続き
ＭＥの養成に取組むこととしており、戦略的イノベーション創造プログラムに
よる技術開発と人材育成の連携を要望する。
【実現後の効果】
◇ 県民の安全・安心の確保
◇ 社会インフラの戦略的な維持管理・更新
県担当部署：土木部 土木管理局 土木管理課 技術企画室
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１ 地域の実情を踏まえた防災・減災対策の推進について
[4] 肱川の安全安心の確保と清流の復活
【国土交通省】
【提案・要望事項】

（1）山鳥坂ダム建設事業の促進
・平成 30 年代前半のダム本体工事着手に向けて山鳥坂ダム建設事業を促進
すること。
・水源地域整備計画に位置付けられた県道小田河辺大洲線の整備促進を図る
ための事業費を確保すること。

（2）肱川における河川改修の促進
・国管理区間の河川改修を促進すること。
・県管理区間（菅田地区）の河川改修を促進するため事業費を確保すること。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○肱川の地形的特色と課題
肱川は、河床勾配が非常に緩い中流部の大洲盆地に支川が集中し、下流部で
は河口に行くほど山が迫り川幅が狭隘となる地形的特徴から、洪水被害が頻発
している。近年では、平成７年、16 年、17 年と甚大な浸水被害が発生し、23
年もこれらに次ぐ被害が発生しており、肱川の治水対策は地域の喫緊の重要課
題となっている。また、市街化地域からの生活排水等による水質悪化や都市化
に伴う流量減少など、流域の水質改善と流量確保も課題となっている。こうし
た中、平成 30 年度には鹿野川ダム改造が完了予定となっているが、一日も早
い肱川の安全安心の確保と清流の復活の実現のためには、引き続き、河川整備
計画に位置付けられた山鳥坂ダム建設と肱川の河川改修を進める必要がある。
○山鳥坂ダム建設事業の促進と水源地域振興の核となる県道の整備促進
山鳥坂ダムは、付替県道及び工事用道路の整備やダム本体に係る調査設計等、
鋭意事業の進捗を図っていただいているところであるが、頻発する大規模洪水
に備え、被害の防止・軽減を図るため、平成 30 年代前半のダム本体工事着手
に向けた山鳥坂ダム建設事業の予算の確保と重点的な事業の実施を要望する。
また、県道小田河辺大洲線の整備は、水源地域振興の核となり住民が切望して
いるとともに、ダム本体工事着手までに一次切替区間等の整備を完了する必要
があることから、計画的な整備促進のための予算確保を要望する。
○肱川における河川改修の促進
肱川流域の安全・安心の確保と清流の復活のためには、鹿野川ダム改造、山
鳥坂ダム建設とあわせて河川改修による治水対策を着実に進めていくことが
必要であり、河川改修における国管理区間の更なる事業促進と県管理区間（菅
田地区）の改修促進のための事業費の確保を要望する。
【実現後の効果】
◇ 肱川流域における洪水被害の軽減
◇ 肱川の流水の正常な機能維持・清流の復活
県担当部署：土木部 河川港湾局 水資源対策課・河川課
道路都市局 道路建設課
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【過去の浸水被害】

◎肱川流域では洪水被害が頻発
浸水戸数（戸）
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◎山鳥坂ダム建設・鹿野川ダム改造・河川改修により肱川の安全安心の確保
山鳥坂ダム(完成予想)

整備計画完了時（平成４０年代中頃）
国土交通省施工区間
小長浜地区
上老松地区

長浜大橋

大和橋

白滝地区

加世地区

八多喜地区 春賀地区
東大洲地区

豊中地区

惣瀬地区

郷地区
沖浦地区
小浦地区

伊州子地区

多田地区

鹿野川ダム改造

堤防整備
肱
川
橋

玉川地区

選択取水
クレスト
設備
ゲート

如法寺地区

堤防整備状況
30年 後 完 成 区 間
暫定堤防完了区間
完 成 堤 防 （H15時 点 ）
暫 定 堤 防 （嵩 上 完 了 区 間 ）

阿蔵地区

トンネル
洪水吐

国土交通省
施行区間

★段階的な治水安全度の向上により
浸水リスクが低減し地域活力が向上！

愛媛県施工区間
菅田地区

（件）
１４０

大洲拠点都市の新規店舗進出数と従業員数
新規店舗出店数（累計）
従業者数（累計）

新規店舗出店数（累計）

１２０

（百人）
２０
１８

約110施設
約1,500人

１６

１００

２０

Ｈ１２

→

Ｈ９

→

→

０

二線堤完成

４０

貯留施設完成

６０

激特事業完成

堤 防 整 備 状 況
整備計画完了時(平成 40 年代中頃)
暫定堤防完了区間
完成堤防(整備計画策定時点)
暫定堤防(嵩上完了区間)

８０

Ｈ１５

鹿野川ダム改造

村島地区

１４

堤防整備
山鳥坂ダム建設

阿蔵地区
久米川沿川

Ｈ１８

Ｈ２１

Ｈ２４

Ｈ２７

（年度）

１２
１０
８
６

従業者数（累計）

長浜地区

４
２
０

◎水源地域の振興の核となる県道小田河辺大洲線の整備促進
山鳥坂 1工区 L=990m(県施工)

山鳥坂３工区 L=6,200m(国施工)
山鳥坂２工区 完成(県施工)
試験湛水までに整備する区間

本体工事着手までに整備が必要な区間
一次切替区間
(国)197 号

L=4,200m

鹿野川
上敷水
鹿野川ダム

敷水

見の越

菟野尾

月野尾
下敷水

山鳥坂ダム
上嵯峨谷

京造

離合困難な未改良道路
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下嵯峨谷

県道小田河辺大洲線

１ 地域の実情を踏まえた防災・減災対策の推進について
[5] 重信川の堤防漏水対策等の促進
【国土交通省】
【提案・要望事項】

（1）平成 29 年９月台風 18 号に伴う豪雨により発生した堤防漏水の対策を
早期に完了すること。
（2）大規模氾濫の発生に備え、ハード・ソフト一体となった減災に係る取
組を推進すること。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○国管理区間の堤防漏水対策等の促進
重信川では、
昨年９月の台風 18 号に伴う豪雨により氾濫危険水位を超過し、
観測史上最高水位を観測する記録的な出水となり、県都松山市をはじめ流域３
市２町の約 60 万人に対して住民の主体的な避難を促す緊急速報メール（プッ
シュ型）が四国で初めて配信されたほか、松山市等の対象地域に避難勧告が発
令される非常事態となった。
この出水により、これまでに堤防漏水が 28 区間確認され、堤防決壊の危険
性もあったことから、国が今年２月に設立した学識経験者からなる「重信川堤
防調査委員会」において、漏水の原因や対策工法を検討しているところである
が、流域住民の安全安心確保のため、堤防漏水対策の早期完了を要望する。
○大規模氾濫の発生に備えた減災に係る取組
大規模氾濫が発生することを前提として、社会全体で常に洪水に備える「水
防災意識社会」を再構築するため、国・県・市町等が連携して設立した「重信
川大規模氾濫に関する減災対策協議会」において、平成 32 年度までに達成す
べき「重信川の減災に係る取組方針」が策定されている。
同方針に基づき、重信川で発生し得る大規模水害に対し、「迅速・確実な避
難」
、
「社会経済被害の最小化」を目指すハード・ソフト一体となった減災に係
る取組を着実に推進する必要がある。
【実現後の効果】
◇ 重信川流域の安全が確保され、安心して生活できる快適な暮らしの実現

県担当部署：土木部 河川港湾局 河川課
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◎重信
信川水位状
状況（H29.99 月台風 188 号）
重信川出合
合観測所（9 ⽉ 17 ⽇ 19 時
時頃）
・観測史上
上最⾼⽔位 ５.６５m
５
（氾濫
濫危険⽔位 ５.１０m）
５
・⾬量 ２８９mm/（10 時間）
（問屋
屋⾬量観測所）

緊急速報メ
メール画⾯
（プッシュ
ュ型配信）

ホットライ
インの様⼦
【避難情報
報発令状況（松
松⼭市）
】
避難勧告 7,697 世帯 9,783 ⼈

◎重信
信川堤防の
の漏水対策（28 箇所）

【堤防漏⽔箇
箇所の応急復旧状
状況】

H30
0.2 ⽉〜
「重信川堤防調
調査委員会」
・被災メカニ
ニズムの検証
・漏⽔対策⼯
⼯法の検討
H31 年度を⽬途に
に
2
28 区間の漏⽔対
対策⼯事を完了
了予定

◎「重
重信川大規
規模氾濫に関
関する減災
災対策協議会
会」におけ
ける減災に
に係る取組方
方針
【ハ
ハード対策】
●洪⽔
⽔を河川内で安
安全に流す対策
策：漏⽔対策、浸⾷・洗掘対
対策 等
●避難
避難⾏動等に資す
する基盤等の整
整備：危機管理
理型ハード対策
策、⽔位計の整備
備 等
【ソフト対策】
●円滑
滑かつ迅速な避
避難⾏動のため
めの取組
➢情
情報伝達・避難
難計画等に関す
する取組：洪⽔
⽔対応防災⾏動
動計画（タイムラ
ライン） 等
➢平時から住⺠等
等への周知・教
教育・訓練に関
関する取組：⽔
⽔防災意識社会の
の再構築のため
めの広報活動 等
洪⽔を
を河川内で
安全に流す対策

タイムラ
ラインの⾼度化
化及び訓練
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１ 地域の実情を踏まえた防災・減災対策の推進について
[6] 南海トラフ地震に対応した海岸保全施設の整備
促進
【財務省・農林水産省（水産庁）
・国土交通省】
【提案・要望事項】

海岸保全施設の地震・津波対策が大幅に遅れている愛媛県において必要
な整備が着実に進むよう事業費を確保すること。
（1）南海トラフ地震に対応した海岸保全施設整備に要する予算の総額確保
（2）海岸保全施設の整備が遅れている本県への予算の重点配分
・発生頻度の高い津波に対する海岸堤防等の整備
・海岸保全施設の耐震対策
・水門・陸閘の電動化など閉鎖施設の改修
【現状と課題（背景・理由等）
】
○愛媛県における海岸保全施設の地震・津波対策の遅れ
本県では、延長約 1,700km にも及ぶ全国５位の長い海岸線を有する中、これ
まで、被害が頻発している高潮・波浪への対応を主眼として、海岸保全施設の
整備に取り組んできたが、南海トラフ地震により最大で５m を越える津波が到
達する宇和海沿岸を中心に、県下の海岸保全区域（1,189km）の約３割（362km）
で堤防高さが不足している。
また、瀬戸内沿岸の干拓地や埋立地等では、地盤の液状化による堤防の沈下
や倒壊により地震発生直後の浸水が懸念されているなど、県内の全域において
海岸保全施設の地震・津波対策が遅れている状況である。
○県民の生命・財産を守る海岸保全施設の整備促進
本県では、東日本大震災を教訓として、南海トラフ地震の発生に備えるため、
発生頻度の高い津波を対象にした設計津波水位の設定や海岸堤防等の耐震調
査を行い、地震・津波に対応した新たな海岸保全基本計画を策定した。
県民の尊い生命や財産を守るため、新たな海岸保全基本計画では、ハード・
ソフト両面での総合的な防災対策を推進するとともに、防護面における緊急性
や背後の重要度、さらに、背後地における防災上重要施設の立地状況の観点か
ら選定した「重点整備海岸」の整備を推進していくこととしている。
甚大な津波被害が懸念される愛南町御荘地区では、早期に目指すべき人命の
保護や速やかな地域の復興のために必要な堤防の「段階的整備」を基本とした
整備方針を策定し、平成 31 年度より堤防工事に本格着手する予定である。
このような海岸保全施設の地震・津波対策には膨大な費用を要することから、
国の支援が不可欠である。そのため、南海トラフ地震に対応した海岸保全施設
の整備促進が図られるよう、防災・減災予算総額の確保と本県への重点的な配
分を要望する。
【実現後の効果】
◇ 南海トラフ地震の発生に備えた防災・減災対策の推進
◇ 県民の安全・安心な暮らしの確保
県担当部署：農林水産部 農業振興局 農地整備課
農林水産部 水産局 漁港課
土木部 河川港湾局 港湾海岸課
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南海トラフ地震に備えた海岸保全施設の整備促進
愛媛県下 約 1,700 ㎞ の海岸【全国第 5 位】
震源域約6万km2

海岸保全区域 1,189 ㎞ 【全国第 3 位】
震源域約11万km2

東海

整備対象海岸 378 海岸（446 地区）340 ㎞

東南海
M8.1-70％

南海
M8.4-60%

今後整備すべき海岸
津波や高潮に対して堤防高が不足している箇所等のうち、背後地
に保全対象のある箇所を抽出

日向灘

重点整備海岸 71 海岸（103 地区）130 ㎞
概ね 20 年間に重点的に整備すべき海岸
整備対象海岸のうち、以下の 3 つ全てに該当する箇所を選定
・津波からの避難時間の確保が困難な箇所や高潮により頻繁に
越波や浸水被害が発生する等、特に緊急性が高い箇所
・背後地に人家が密集しているなど、重要度が高い箇所
・1 次緊急輸送道路や官公署、病院など、災害応急活動時にお
ける重要施設を保全

愛媛県の海岸線延長 約１,７００ｋｍ
（全国第５位）

瀬戸内海（燧灘）沿
岸で は 、 液状化が
懸念

地震直後に、液状化等に伴う堤防
等の倒壊により浸水が発生

新居浜港

浮島小学校

垣生小学校

高津保育園

宇和海沿岸で は 、
津波高が高く、堤防
高さの不足が懸念

新居浜市役所川東支所
(主)壬生川新居浜野田線

最大津波水位 3.3ｍ
浸水面積 794ha(浸水 30cm 以上)
※設計津波水位に対する堤防等の状況（全所管海岸）

愛媛県地震被害想定調査
（最大クラスの津波）

海岸保全
区域（A)

初期地盤沈下に加え、津波高が高く到達
時間の早い津波により浸水が発生

愛南町御荘支所

(国)５６号

愛媛県沿岸計

1,190km

うち 宇和海沿岸

510km

うち 瀬戸内海沿岸

680km

堤防高
設計津波
最大堤防
不足
水位
不足高
割合
（T.P+m)
（B)/(A)
2.4m
5.5m
362km
30%
～
（愛南町）
5.4m
2.4m
5.5m
247km
48%
～
（愛南町）
5.4m
2.7m
1.2m
115km
17%
～
（今治市）
3.3m

堤防高不
足延長（B)

・堤防不足延長及び不足高は初期地盤変動量を考慮している（地盤の液状化は含まない）。

青い国ホテル
（津波避難ビル）
道の駅みしょう

御荘中学校
（津波避難ビル）

最大津波水位 16.7ｍ
浸水面積 771ha(浸水 30cm 以上)
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※さらに、瀬戸内海沿岸では、海岸堤防等の耐震化（液状化
対策）が必要

１ 地域の実情を踏まえた防災・減災対策の推進について
[7] 土砂災害対策の推進
【財務省・国土交通省】
【提案・要望事項】

土砂災害対策の推進
・豪雨や地震による土砂災害から県民の生命･財産を守るため、ハード･ソフ
ト一体となった土砂災害対策を促進するための予算の総額を確保すると
ともに愛媛県へ重点的に配分すること。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○多くの土砂災害危険箇所と低い整備水準
愛媛県は、マサ土等の脆弱な地質のうえ、急峻な地形のため土砂災害危険箇
所が 15,190 箇所と非常に多く、このうち保全人家５戸以上等のランクⅠの
6,796 箇所（全国第８位）に限ってもハード整備率は約３割に留まっている。
○頻発する集中豪雨や南海トラフ地震への対応
平成 25 年の伊豆大島や 26 年８月の広島土砂災害、また、29 年７月の九州北
部豪雨では、山腹崩壊とともに発生した大量の流木が原因となって河川が氾濫
し被害が拡大するなど、全国各地で集中豪雨などにより多数の死者・行方不明
者を含む甚大な被害が発生しているところであり、本県でも、平成 16 年には、
相次ぐ台風の襲来等による土砂災害で 17 名もの尊い命が犠牲となっている。
さらに、近年、南海トラフ地震の発生確率が高まる中、本県の被害想定では、
急傾斜地崩壊危険箇所及び地すべり危険箇所の約８割に当たる 7,848 箇所で斜
面崩壊のおそれが高いとされており、県民の「命を守る」土砂災害対策が急務
である。
○土砂災害警戒区域等の指定促進
本県では、平成 27 年の土砂災害防止法の改正以降、調査を加速させ、31 年
までに全ての土砂災害危険箇所の調査が完了する見込みである。
また、指定については 29 年度までに約 5,500 箇所を指定しているが、残る
約 1 万箇所の指定には長期間を要するため、さらにペースを加速させて、これ
らの箇所を早急に指定することが必要である。
【実現後の効果】
◇ 安全が確保され、安心して生活できる快適な暮らしの実現

県担当部署：土木部 河川港湾局 砂防課
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○土砂災害危険箇所数

○土砂災害危険箇所数（ランクⅠ）

土砂災害危険箇所は、全国で５２５,３０７箇所
愛媛県には、１５,１９０箇所（第１４位）

ランクⅠ（保全対象人家５戸以上等）の
危険箇所数は全国第８位！
土砂災害危険箇所数

土砂災害危険箇所
土石流危険渓流
地すべり危険箇所
急傾斜地崩壊危険箇所

ランクⅢ

1,970

367

※ランクⅠは人家５戸以上等

合計

箇所数

14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

5,877

506

506

2,750

5,425

632

8,807

6,796

7,395

999

15,190

６,７９６箇所※
（全国第８位）

土石流

地すべり

急傾斜地

全国平均
４,５６１箇所

○愛媛県の土砂災害発生状況

全 国 平均
沖 縄
埼 玉
茨 城
富 山
千 葉

計

3,540

ランクⅡ

高 知
鹿 児島
愛 媛
山 口
三 重
大 分
長 野
長 崎
兵 庫
広 島

合

ランクⅠ

※土石流と急傾斜地：ランクⅠの危険箇所数、地すべり：全危険箇所数

◆平成２９年度は、２８件の土砂災害が発生
◆年平均４９件（過去１０年間）の土砂災害が発生

○基礎調査の実施予定数

前倒し
15,190

増加する土砂災害

平均４９件

(H30.3.31 現在）

○急峻な地形、複雑・脆弱な地質、
特殊土壌地帯

○南海トラフ地震の最大震度は震度７
（全域で６強以上）

【マサ土】
・山砂の一種
・非常にもろく崩れやすい
中央構造線

み か ぶ

御荷鉾構造線

＜凡

例＞

南海トラフ地震想定で、
最大震度７の市町
【13／20 市町】
最大震度６強の市町

ぶつぞう

仏像構造線
【赤ホヤ】
・火山灰
・表層すべりを起こしやすい

○ハード対策の効果事例
土石流捕捉後

H29 年 9 月 7 日
東温市山之内
大野谷川
土砂捕捉
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１ 地域の実情を踏まえた防災・減災対策の推進について
［8］治水事業の推進
【財務省・国土交通省】
【提案・要望事項】

治水事業費の確保
(1)県民の生命や財産を守るため、洪水の発生に備えた河川整備及び今後加速す
る河川管理施設の老朽化への対策に必要な事業費の確保と、ダムの堆砂除去
への財政支援を行うこと。
(2)大規模氾濫に対する避難体制を構築する上で根幹となる洪水浸水想定区域
図策定や洪水ハザードマップ等のほか、新たな課題にも即応したソフト対策
に必要な事業費の確保を図ること。
【現状と課題（背景・理由等）
】
○本県の現状（長い河川管理延長と低い整備水準、水害の頻発・激甚化）
愛媛県が管理する河川延長は、全国第６位の 3,072km を有しているが、河川
の整備率は 45.1％と依然低水準にあることや、脆弱な地質に加え、河川の多く
が短く急流で、豪雨の際には流量が急増し、堤防・護岸等の決壊や氾濫により
幾度となく県民の生命や財産が危険にさらされている。
さらに、近年、全国各地で人命に関わる甚大な洪水被害が発生しており、気
候変動に伴い頻発・激甚化する水害に対し、ハード・ソフト対策が一体となっ
た治水事業の推進は急務となっている。
○洪水の発生に備えた河川整備及び加速する施設の老朽化への対応
ハード対策では、浸水被害多発河川や流域内に人口密集地域を抱える河川に
おいて、洪水による氾濫の発生に備え、計画的に河川整備を行っているところ
であるが、近年の全国的な水害の頻発・激甚化を踏まえ、堤防の決壊により大
規模水害の恐れがある箇所について、従来の河川改修に加え、越水に対して粘
り強い堤防構造とする「危機管理型ハード対策」を平成 28 年度から５箇年で
緊急的・重点的に取り組んでいる。
また、本県が管理する河川管理施設は今後急速に老朽化が進むため、水門・
樋門等は長寿命化計画に基づき予防保全による計画的な施設の更新・延命化に
取り組むとともに、県内６ダムについても、現在計画を策定中であることから、
これらの対策に必要な事業費の確保を要望する。併せて、堆砂が著しく、洪水
調節機能に支障が生じる可能性があるダムの堆砂除去への財政支援を要望す
る。
○大規模氾濫に対する避難体制強化の推進
ソフト対策では、施設の流下能力を上回る洪水に対して、住民の逃げ遅れゼ
ロを目指した「水防災意識社会」再構築の取組を推進していくために、平成 29
年度に、県・市町等関係機関が連携して、大規模氾濫減災協議会を設立し、地
域の取組方針を策定したところである。
今後、
「地域の取組方針」に基づき避難体制の強化を推進していくためには、
根幹となる洪水浸水想定区域図や洪水ハザードマップ等のほか、九州北部豪雨
のような甚大な被害で明らかになった中小河川の情報提供などの課題に対応
するため、水位計、監視カメラの設置等に必要な事業費の確保を要望する。
【実現後の効果】
◇ 安全が確保され、安心して生活できる快適な暮らしの実現
◇ 大規模氾濫に対して命を守る避難体制の構築
県担当部署：土木部 河川港湾局 河川課
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◎県内
内河川の浸
浸水状況

◎河川
川関係予算
算と河川整備
備率
50
0%

25,000

河川
川関係予算は
ピー
ーク時（H10）の約 1/3（32％）
1

48
8%

20,000

46
6%

15,000

44
4%

10,000

42
2%

5,000

40
0%

河川整備率

予算額（百万円）

30,000

維持管理費
費

0

直

轄

県

単

一般公共
河川整備率
率

38
8%
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3 24 25 26 27 28

（⼆）来村
村川⽔系内平川
川（宇和島市）浸⽔状況
平成 28 年 6 ⽉ 梅
梅⾬前線豪⾬

◎大規
規模水害を踏
踏まえたハー
ード対策
○河川
川堤防緊急改
改築事業（交
交付⾦事業）
○河川
川堤防強化緊
緊急対策事業
業（県単事業
業）

◎施設
設の老朽化
化状況

5 箇年
年（H28~H
H32）で交付
付⾦及び県単事
事業により
緊急的・重点的に堤防
防補強等を実
実施
⼤規模
模⽔害が予想さ
される河川の
の
浸⽔想定家屋
屋の約 4 割の
の解消を⽬標
標

◎ダム
ムの堆砂状
状況

◎大規
規模氾濫に対
対する避難体
体制強化の推
推進
～水
水防災意識社
社会再構築の取組～
■大規
規模氾濫に関
関する減災対
対策協議会
会

建設後
後 50 年を超
超える主要な⽔
⽔⾨・樋⾨
等は、20 年後の 2037 年には
は 59％

ダ ム 名 称

平成30年
3 3月31日現在

鹿森ダム

黒瀬ダム

玉川ダム

経 過 年 数
① 総貯水容量内堆砂量
（千m3)
② 計画堆砂容量
（千m3）
洪水調節容量
（千m3）

55

45
5

47

堆砂率（%）

580

4
4,519

80
808

280

2,000

80
800

1,210

8
8,000

2,30
300

①/②

207.0

22
26.0

101.0

今までの土砂撤去総量
（千m3)

27

135

01
10

Ｈ2
29.6 県内 10
0 協議会を設
設置

大規模氾
大
濫への避
避難体制強
強化

Ｈ3
30.3 地域の取
取組方針を策
策定

■ソ
ソフト対策の
の拡充
●危険
険水位設定

ｃ

●洪
洪水浸水想定区
区域図

●水
水位計、河川監
監視カメラ増
増設
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２ 公共施設等の耐震化の促進について
[1] 学校施設の耐震化の促進
【文部科学省】
【提案・要望事項】

（1）公立学校施設の耐震化
・公立小・中学校等施設の耐震化に係る補助制度の拡充を図ること。
・年度当初から円滑に整備事業が行われるよう、耐震化を含む公立学校施
設整備費の十分な当初予算額を確保すること。

（2）私立学校施設の耐震化
・私立学校施設の耐震化を促進するため、補助制度の拡充や更なる延長を
図ること。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○学校施設耐震化の必要性
学校施設は、いざというときに子どもの命を守ると同時に、平成 28 年４月
の熊本地震や 23 年３月の東日本大震災に際しては、地域住民の応急避難場所
として大きな役割を果たすなど、その安全性の確保は極めて重要である。
愛媛県においても、愛媛県地震防災緊急事業五箇年計画を作成し、各施設の
震災対策に取り組んでいるが、県内の学校施設の耐震化の状況は、全国と比較
して低位にあり、学校施設の耐震化が喫緊の課題となっている。
【愛媛県内の取組】
○公立小・中学校等の取組
公立小・中学校等では、地震防災対策特別措置法改正法により、耐震化にか
かる財政支援の拡充が図られ、大規模地震の際に倒壊等の危険性の高い建物か
ら耐震化工事を実施しているが、同法は 32 年度末までの時限立法であり、文
部科学省では耐震化未実施の建物が残っている設置者に対し、速やかに耐震化
を完了するよう要請している。
本県においては、各設置者が厳しい財政状況の中、非構造部材の耐震化も含
めて積極的に取り組んでいるが、耐震化を要する学校施設が多く、早期に完了
させるためには補助制度の更なる拡充が必要である。
また、年度当初から円滑に整備事業が行われるよう、耐震化を含む公立学校
施設整備費について、十分な当初予算額が確保される必要がある。
○私立学校の取組
本県では、27 年度から、学校法人が私立学校施設に行う耐震診断に係る費用
の一部を補助する制度を創設し、さらに 28 年度から、耐震補強及び耐震改築
に係る費用の一部を補助する制度を創設したが、私立学校においては、少子化
による園児・生徒数の減少により大変厳しい経営を強いられており、多額に上
る耐震補強・耐震改築費用の確保が困難な状況にある。
また、文部科学省においては、26 年度から 28 年度までの時限措置として創
設された私立高等学校等の耐震改築に対する補助制度を、29 年度に２年間延長
し、30 年度までとしたものの、私立学校が計画的に耐震化に取り組むためには、
補助制度の更なる延長が求められる。
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【実現後の効果】
◇ 児童生徒、地域住民の安全、安心の確保
◇ 公立小・中学校と同様の地方財政措置が講ぜられることにより、耐震化目標
の達成に向けた耐震補強工事等の一層の進捗
県担当部署：(1) 教育委員会事務局 指導部 義務教育課
(2) 総務部 総務管理局 私学文書課
保健福祉部 生きがい推進局 子育て支援課

学校施設の耐震化の現状

区 分
小・中学校
幼稚園等
高等学校

公立学校耐震化率
私立学校耐震化率
愛媛県
全 国
愛媛県
全 国
94.8% 1,432/1,511 棟
98.8% 100.0%
5/5 棟
96.3%
93.7
59/63
93.0
84.6
110/130
88.4
96.1

396/412

97.9

80.2

特別支援学校

100.0

55/55

99.4

―

計

95.1

1,942/2,041

98.4

82.9

（中等教育学校含む)

※ 数値については、29 年 4 月 1 日現在。
※ 公立高等学校（中等教育学校含む）の耐震化は、29 年度で完了。
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89/111

87.1

―

98.0

204/246

88.4

２ 公共施設等の耐震化の促進について
[2] 警察施設の耐震化の促進
【国土交通省・警察庁】
【提案・要望事項】

警察施設の耐震化の促進
(1)住宅・建築物安全ストック形成事業における建築物の耐震化に係る補助
制度の更なる拡充等を図ること。
(2)警察庁の耐震化補助金について、継続的に予算を確保すること。
(3)耐震診断の結果、極端な強度不足等により耐震改修が困難な施設や老朽
化が著しい警察施設について、建替えに伴う補助金を確保すること。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○警察施設の耐震化等の必要性
本県では防災・減災対策を最大の課題として取り組んでいるところであるが、
警察施設は地震発生時等には情報収集活動や人命救出作業等、災害対策の拠点
となる施設であることから、将来発生することが懸念される南海トラフ巨大地
震等に備え、耐震性が低い警察施設の建替え又は耐震化が喫緊の課題となって
いる。
○耐震改修の取組
耐震診断結果等により耐震改修を行うこととした施設については、今後も計
画的に耐震化を進める必要があり、長期間にわたる財政負担が必要となること
から、社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金の交付率の更なる嵩上げ
（2/5→1/2）を行うとともに、制度の恒久化を要望する。
また、警察庁の耐震化補助金についても、継続的に予算を確保することが必
要である。
○建替えによる耐震化の取組
耐震診断の結果、極端な強度不足等耐震改修が困難な施設及び老朽化が著し
い警察施設の建替えが必要である。計画的な建替えを進めるため、警察施設の
建替えに対する警察庁の補助金の確保が必要である。
【実現後の効果】
◇ 大規模災害発生時等において、警察がその職責を果たすためには、警察施設
の機能維持による業務の継続性が担保されていなければならず、警察署等警察
施設の耐震化を図ることにより、発災時における被災者の救出救助、避難誘導、
緊急交通路の確保などの警察活動を円滑に行うことが可能となる。

県担当部署：警察本部 警務部 会計課
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○本県警察施設(県有）の現状
耐震診断結果等による整理
耐震化の対象施設（３階建以上かつ 1,000 ㎡以上）
S56.5 以降の建築で新耐震基準に適合している施設
建替え、耐震改修済み又は事業化している施設
上記の
うち

・今治署（H25.11 建替え完了）
、西条西署（H28.11 建替え完了）
、
伊予署（H29.1 耐震改修完了）
・松山東署（H30 建替え着手）
、宇和島署（H31 建替え完了予定）
、
伯方署・八幡浜署（H30 耐震改修完了予定）

20 棟
９棟
７棟

建替えが必要な施設

１棟

・新居浜署（東予地区ブロック署）

耐震改修が必要な施設

３棟

・久万高原署、第二庁舎、内子交番

○耐震化に対する交付金等の現状と要望
・社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金【国土交通省】
現 状
要 望
対 象
交付率
対 象
交付率
「愛媛県耐震改修促進計画」
で要安全確認計画記載建築物
に位置付けた警察庁舎

工事費の
2/5

同 左

※平成 31 年 3 月 31 日までの設計着手が要件

工事費の 1/2
に嵩上げ

※制度の恒久化

・都道府県警察施設整備費補助金（耐震化事業）
【警察庁】
・耐震改修工事費と（45,030 円/
警察本部・警察署の耐震 一般会計予算の範囲内
㎡）×対象面積のいずれか低い額
化（国庫補助対象建物） における一部補助
に 5/10 を乗じた額 【要望 継続】

○ 建替え、耐震改修予定警察署
宇和島警察署（建替え）

伯方警察署（耐震改修）

八幡浜警察署（耐震改修）

松山東警察署（建替え）

新居浜警察署（建替え）

久万高原警察署（耐震改修）
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２ 公共施設等の耐震化の促進について
[3] 県庁舎の耐震化の促進
【国土交通省・総務省】
【提案・要望事項】

県庁舎の耐震化の促進
(1)防災・安全交付金(住宅・建築物安全ストック形成事業)における施設の
耐震化に係る制度の更なる拡充等を図ること。
(2)緊急防災・減災事業債及び公共施設等適正管理推進事業債における施設
の耐震化に係る制度の拡充等を図ること。
【現状と課題（背景・理由等）
】
○県庁舎の耐震化の必要性
本県では、最重要課題として防災・減災対策に取り組んでおり、「建築物の
耐震改修の促進に関する法律」の改正（平成 25 年 11 月）等を踏まえ、公共施
設等の耐震化を推進している。
県庁舎については、大規模災害発生時にインフラ施設の復旧や保健医療等の
応急対策などを担う重要施設であるものの、本県庁舎の耐震化率は 56.3％（平
成 30 年３月 31 日現在）と、全国平均の 91.0％（消防庁「防災拠点となる公共
施設等の耐震化推進状況調査」平成 29 年 11 月公表）を大きく下回っており、
今後、耐震基準を満たしていない県庁舎の耐震化を計画的に進めるため、安定
的な財源確保が喫緊の課題となっている。
○防災・安全交付金(住宅・建築物安全ストック形成事業)の拡充等
県庁舎の耐震改修及び建替えを計画的に進めるためには、長期にわたり多額
の財政負担が必要となることから、防災・安全交付金の交付率の嵩上げ（2/5
→1/2）を行うとともに、必要な財源確保及び制度の恒久化を要望する。
○緊急防災・減災事業債及び公共施設等適正管理推進事業債の拡充等
緊急防災・減災事業債は、県庁舎について一部改築又は増築のみを対象とし
ているが、極端な耐震強度不足や老朽化等により耐震改修が困難な場合の建替
えについても同事業債の対象とすること。
また、公共施設等適正管理推進事業債は、耐震化が未実施の県庁舎の建替え
は対象外とされているが、同事業債の対象とすること。
以上のとおり要件を拡充するとともに、必要な財源確保及び制度の恒久化を
要望する。
【実現後の効果】
◇ 防災拠点となる県庁舎の耐震化に必要な財源が確保され、耐震化を計画的に
行うことが可能となり、大規模災害発生時における防災力の向上につながる。

県担当部署：総務部 総務管理局 総務管理課
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○県庁舎の現状（H30.3.31 現在）
区 分

棟 数

耐震化済

耐震化率

愛媛県
全 国

16

9

56.3％

2,074

1,888

91.0％

※H29.3.31 現在

○耐震化されていない県庁舎（H30.3.31 現在）
施設名

所在地

1

本庁舎（本館）

松山市

2

本庁舎（第二別館）

松山市

3

本庁舎（議事堂）

松山市

4

今治庁舎

今治市

5

大洲庁舎

大洲市

6

四国中央庁舎

四国中央市

7

久万高原庁舎

久万高原町

建築年
（経過年数）
昭和４年
（築 89 年）
昭和 41 年
（築 52 年）
昭和 57 年
（築 36 年）
昭和 44 年
（築 49 年）
昭和 40 年
（築 53 年）
昭和 50 年
（築 43 年）
昭和 42 年
（築 50 年）

最低 Is 値

倒壊・崩壊
の危険性

0.34

ある

0.08

高い

0.39

ある

0.24

高い

0.27

高い

0.27

高い

0.28

高い

構造耐震指標（Is 値） ① 0.3 未満→高い ② 0.6 以上→低い ③ ①,②以外→ある
出典：建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本方針（Ｈ18.1.26 国土交通省告示第 184 号）

○県庁舎の耐震化に対する交付金・地方債の現状と要望
・防災・安全交付金(住宅・建築物安全ストック形成事業)【国土交通省】
現 状
対 象
「愛媛県耐震改修促進
計画」で要安全確認計画
記載建築物に位置付け
た県庁舎

要 望
交付率

対 象

工事費の
２/５

交付率
工事費の１/２
に嵩上げ

同 左

※制度の恒久化

※平成 31 年 3 月 31 日までの設計着手が要件

・緊急防災・減災事業債【総務省】
現 状

要 望

対 象

期 間

対 象

期 間

公共施設及び公用施設
（県庁舎を含む）の耐震
改修

平成 32 年度まで

耐震改修が困難な場合
の建替えを対象とする
【拡充】

恒久化

充当率 100％、交付税措置率 70％

・公共施設等適正管理推進事業債【総務省】
現 状
要 望
対 象
期 間
対 象
昭和 56 年の新耐震基準
県庁舎を対象とする
導入前に建設され、耐震
平成 32 年度まで
化が未実施の市町村の
【拡充】
本庁舎の建替え事業等
充当率 90％(交付税措置対象分 75％)、交付税措置率 30％
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期 間

恒久化

２ 公共施設等の耐震化の促進について
[4] 医療施設の耐震化の促進
【厚生労働省】
【提案・要望事項】

南海トラフ巨大地震等の大規模災害が発生した際にも、医療機関、自治
体、関係団体等が様々な災害医療対策を計画的・持続的に実施できるよう、
(1) 医療施設の耐震化
(2) 医療機関等の機能維持に必要な施設・設備の整備
(3) 災害医療従事者の育成
など、財源確保を含め、国において必要な措置を講ずること。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○医療施設の耐震化
本県では、医療施設耐震化臨時特例交付金を活用して災害拠点病院等の耐震化を促
進してきたが、県内の災害拠点病院・救急告示病院の耐震化率は 73.8％（29 年９月
調査）とまだまだ低く、また県地震被害想定調査結果（25 年 12 月）において、耐震
化により建物被害や死者数が激減するとしたことから更なる対応が求められている。
一方、医療機関の耐震化事業計画は、診療の継続性確保、資金調達等の問題から長
期に及ぶ場合も多く、臨時的な措置では不十分であるため、恒久的な支援策により耐
震化を一層促進する必要がある。

○医療機関等の機能維持に必要な施設・設備の整備
南海トラフ巨大地震の発生が予測される中で、地震動や津波による被害に耐え、必
要とされる医療を適切に継続して提供できるよう、医療機関等の機能維持に向けた取
組みが強く求められている。
特に、自家発電設備と燃料、飲料水や食料、医用水等は、医療機関にとってライフ
ラインが復旧するまでの間、あるいは孤立状態が解消されるまでの間に必要不可欠で
あり、人工呼吸器等を有する医療機関や透析医療機関をはじめ多くの医療機関がその
重要性を認識しているものの、初期投資及び維持経費が嵩むこと、経営上の優先順位
などから必要な対策が進んでいない。
このため、医療機関が経営面で懸念を持つことなく、積極的、持続的に十分な災害
対策を講じられるよう恒久的かつ柔軟性の高い財政支援制度の整備が必要である。

○災害医療従事者の育成
東日本大震災以降、ＤＭＡＴ及び医療救護班に対する期待、関心は高まってきてい
るが、平成２８年熊本地震では、発災直後から救護班の支援開始まで、ＤＭＡＴの活
動が長期化（１次隊から４次隊）したことや、橋梁や主要道路が損壊することにより
被災地外からの支援に混乱が生じるなど、ＤＭＡＴの拡充や地域のバランスを考慮し
た体制整備が、大きな課題の一つとなっている。
本県では、国が実施する日本ＤＭＡＴ養成研修を活用して計画的なＤＭＡＴの育成
に取り組んできたが、受講枠に限りがあること（愛媛県は年に３回の受講枠）や、県
外での受講は受講者や所属病院に負担が大きく、ＤＭＡＴの拡充等が困難な状況にな
っている。
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このため、平成２９年度から、日本ＤＭＡＴ検討委員会の認定プログラムに基づき、
県事業としてＤＭＡＴ養成研修を実施しているが、持続的にＤＭＡＴ等の災害医療従
事者の育成が図られるよう、恒久的かつ柔軟性の高い財政支援制度の整備が必要であ
る。
また、都道府県が養成するＤＭＡＴを保有する医療機関は、平時から携行資機材の
整備や研修・各種訓練の参加に係る経費等、経常的な費用が発生することから、
「都
道府県が養成するＤＭＡＴの保有」を、ＤＰＣ（包括医療費支払制度）の評価項目に
加えることが必要である。

【実現後の効果】
◇ 29 年度以降に耐震化を検討している医療機関のうち、６病院が支援制度の活
用を希望しており、これらの病院の耐震化が進めば、災害拠点病院・救急告示
病院の耐震化率は 86.9％まで向上する。
◇ 医療機関の津波及び浸水被害が低減され、災害医療に係る施設・設備が充実
することにより地域医療の機能維持・確保を図るとともに、南海トラフ巨大地
震で想定されている 47,470 人の傷病者の対応に一定の目途が立てられる。
◇ 都道府県によるＤＭＡＴ養成研修や技能維持研修等の実施により、災害医療
従事者を確保し、大規模災害時の円滑な対応が可能となる。
県担当部署：保健福祉部 社会福祉医療局 医療対策課

（参考）
都道府県によるＤＭＡＴ養成研修の実施状況
➢２２都道府県で実施（平成２８年度）
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２ 公共施設等の耐震化の促進について
[5] 水道施設の耐震化の促進
【厚生労働省】
【提案・要望事項】

水道施設の耐震化の促進
(1)県内自治体では、財政事情が厳しく国の財政支援なくしては早期耐震化
が困難な状況であるため、生活基盤施設耐震化等交付金において、水道
施設の耐震診断や耐震化計画策定を交付対象とすること。
(2)資本単価撤廃等の採択要件の緩和や補助率の嵩上げなどの財政支援措置
を講じること。
(3)早期整備を図るためにも、要望額の満額確保に努めること。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○背 景
水道など災害時においても機能維持が求められる社会インフラについては、
近い将来に発生が予想されている南海トラフ巨大地震に備え、その施設の耐震
化は喫緊に取り組まなければならない重要課題である。特に、水道施設の寸断
は、救命や医療救護及び消火活動等に支障をきたし、直接人命に影響を及ぼす
ことから、災害拠点医療施設等人命に関わる重要施設の機能を間断なく維持す
るためにも、水道施設の耐震化の促進は急務である。
○現 状
平成 28 年度末における県内の水道施設の耐震化率は浄水場：51.0％（全国
７位）
、配水池：57.9％（全国 14 位）
、基幹管路の耐震適合率：25.6％（全国
43 位）となっている。各市町においては鋭意、耐震化整備に取り組んでいるも
のの、各自治体の財政事情等により耐震診断や耐震化計画策定が進んでいない
ことに加え、山間部や半島部に小規模な施設が点在し施設の集約化が困難とい
った地理的条件も重なり、基幹管路の整備は大幅に遅れている。また、浄水場
や配水池についても、基幹管路に比べるとある程度耐震化は進んでいるが、整
備完了までには程遠い状況であり、早期整備を図るには国の財政支援は必要不
可欠である。
【愛媛県内の取組】
○生活基盤施設耐震化等交付金の活用
愛媛県では、県下全域が南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されており、
各市町においてはこの交付金を積極的に活用し、施設の耐震化整備や更新を図
るように努めているが、交付対象外や採択要件を満たさない等の理由で交付金
の活用が難しく、活用できたとしても交付額が要望額未満のため、整備投資へ
の負担を強いられている自治体がある。
【実現後の効果】
◇ 「えひめ震災対策アクションプラン」の中で、平成 36 年度末までに基幹管
路の耐震適合率を 45％にする目標を掲げており、その目標に向けて整備を進め
ていくことができる。
県担当部署：県民環境部 環境局 環境政策課
− 25 −

主要水道施設の耐震化率（耐震適合率）推移状況
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２ 公共施設等の耐震化の促進について
[6] 木造住宅の耐震化の促進
【財務省・国土交通省】
【提案・要望事項】

木造住宅耐震化について、大地震から県民の命を守り、地域の防災力
向上のため、必要な財源確保に努めること。
【現状と課題（背景・理由等）】
○県民の防災意識の高まりと国による補助制度の現状
南海トラフ地震が今後 30 年以内に発生する確率が 70～80％程度とされる
中、県民の命を守るため、住宅の耐震化を図ることが喫緊の課題である。
愛媛県では、平成 28 年熊本地震の被害状況から、県民の木造住宅の耐震
化への関心が高まるとともに、平成 28 年度から導入した診断技術者派遣制
度の効果もあって、診断件数は前年度比約６倍となり、改修工事件数も約
1.5 倍に増加した。平成 29 年度においては、診断件数は前年度と比べて減
少したものの、熊本地震前と比べると約３倍、改修工事件数は前年度比 1.6
倍と、確実に県民の防災意識は高まってきている状況にある。県民ニーズ
に的確に対応するためには財源となる社会資本整備総合交付金及び防災・
安全交付金の確保が必須である。
国は、平成 30 年度から、現行制度に加え、住宅耐震化に向けた積極的な
取組を行う地方公共団体については、従来の基幹事業と比べて補助内容が
大幅に拡充された、補強設計等及び耐震改修を総合的に支援する新制度を
創設したが、現在本県で実施している効果促進事業と比べると、国の補助
金が減少することとなる。現状の整備計画（平成 31 年度迄）終了後は、効
果促進事業の対象外となり、国の補助金が減少することで県民の負担が増
加し、その結果、改修工事件数が減少する恐れがある。
○国による必要な財源措置と効果促進事業終了後も同等の支援を要望
国は耐震改修促進法に基づき、平成 37 年までに耐震化が不足する住宅を
おおむね解消することを目標に掲げており、耐震化を促進するためには負
担を軽減することが効果的である。
そのため、大規模地震の発生時における人的・経済的被害の軽減につな
がる、住宅の耐震化に必要な財源を確保するとともに、今後とも耐震化の
取組が促進されるよう、平成 32 年度以降も、本県が実施している耐震化補
助事業と同等の支援が可能となるよう要望する。
【実現後の効果】
◇ 建物倒壊・崩壊による死者数の低減
◇ 道路閉塞箇所の減少による避難・救助活動の円滑化
◇ 避難所生活者数の減少と被災者の円滑な生活支援

県担当部署：土木部 道路都市局 建築住宅課
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地域の

安全・安心のための木造住宅耐震化促進！
～南海トラフ巨大地震に備えて～

【県民ニーズ】
大地震に対し減災効果が高い建物の耐震化について、２８年熊本地震の被害状況から、
さらに関心が高まっており、これを機に、強力に木造住宅の耐震化を促進する必要がある。
（昭和５６年５月以前の着工）

●愛媛県の現状
住宅の耐震化率 ７５.０％（Ｈ25.10 時点）
↓
（全国 ８２％）
えひめ震災対策アクションプランの目標
９０％（Ｈ32 年度末）

旧
旧耐
耐震
震基
基準
準の
の木
造住
住宅
宅は
は
木造
震
震度
度６
６強
強～
～７
７の
の大
大地
地震
震で
で倒
倒壊
壊す
する
る可
可能
能性
性大
大！
！
（倒壊率）

震度と木造住宅の倒壊率の目安
（旧耐震基準）

100％

芸予地震
芸予地震
県内最大震度５強
県内最大震度５強

（参考）
・耐震性のない木造戸建住宅は約１３.７万戸存在
・Ｈ２５年住宅・土地統計調査を基にした、伸び率の推計よる
単純予想では、新築等による市場任せでは、Ｈ32 が約 80％
と達成困難なので、既存住宅の耐震化をさらに推進する必要
がある。

50％

0％
（震度）
５強

６弱

６強

７

耐震化による減災効果

建物倒壊・火災による人的被害（死者）

１.建築物被害による死者数の低減
約１９分の１

777,,4,44333111人
人
人

２.火災による死者数
(逃げ遅れ）の低減

耐震化率
１００％なら

３.救助活動の円滑化
401 人

４.避難所生活者数の減少
（早期の通常生活への復帰）
５.がれき発生の抑制

死者数
(現状)

など

死者数
(対策後)
平成 28 年熊本地震（益城町）の被災状況

図は愛媛県地震被害想定調査（Ｈ25）による

※写真：愛媛県

国への財源確保・現行の効果促進事業と同等の支援を要望
～耐震診断の急増で高まった耐震化機運の維持のために～
＜耐震診断・改修工事実績＞
H28 年熊本地震を
契機に県民の防災
意識向上！

耐震診断
改修工事

耐震診断の急増に対応した
耐震化の予算額の確保を！

■工事費１６０万円のケース（※設計費 30万円 、工事監理費 ６万円）
（2万円）
愛媛県内市町
（工事：効果促進事業）

設計
（10万円）

監
理

基幹事業

現
行
制
度

工事
（国費：45万円）
※市町 22.5万、県22.5万円 を負担（計90万円補助）
効果促進事業

国費計

57 万円

所有者負担 82万円

新制度は本県の効果
促進事業と比べて所
有者負担 24 万円増！

（2万円）
全国
（工事：基幹事業）

設計
（10万円）
基幹事業

監
理

工事
（国費：18.4万円）

国費計

30.4 万円

減額

△ 26.6 万円

※市町 9.2万、県9.2万円 を負担（計36.8万円補助）

基幹事業

所有者負担 135.2万円

新制度
（工事：基幹事業）

工事
（国費：45万円）
※国費補助上限50万円ただし、地方負担額(現行90万円)の1/2
※市町 22.5万、県22.5万円 を負担（計90万円補助）
基幹事業

国費計

45 万円

減額

△ 12 万円

所有者負担 106万円
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現行の整備計画終了後も
効果促進事業と
同等の支援を要望！

２ 公共施設等の耐震化の促進について
[7] 松山空港の耐震化の促進
【国土交通省】
【提案・要望事項】

国直轄事業である松山空港の耐震化事業を促進すること。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○松山空港の耐震化の必要性
松山空港は、利用者が年間３００万人を超える四国最大の空港であり、高速
交通輸送拠点として、本県の経済活動を支えている。また、23 年３月の東日本
大震災では、仙台空港等が緊急物資及び人員等の輸送基地及び緊急・救命活動
拠点として大きな役割を果たすなど、災害時における空港の役割は極めて重要
である。
今後 30 年以内に南海トラフの地震が 70％程度の確率で発生すると言われて
いるが、国土交通省四国地方整備局が実施した耐震性能評価結果（22 年３月）
によると、東南海・南海地震が発生した場合には、次の様な被害が想定されて
いる。
・緊急輸送等の受入れに必要不可欠な 2,000ｍ滑走路等においては、その
一部において地盤の液状化や護岸の変形による沈下が発生するため、早
期の滑走路等の使用が困難となる。
・埋立てにより造成した延伸部滑走路等の外周護岸においては、その護岸
の変形に伴う沈下が発生するため、滑走路 2,500ｍ等の使用が困難にな
るとともに、復旧に多大な時間と膨大な費用が必要となる。
近い将来発生する確率の高いこれらの大規模な地震に備え、災害救助対応や
復旧・復興の役割を果たすためには、早期の耐震化が必要不可欠である。
○耐震化事業の促進
緊急輸送等の受け入れに必要不可欠な 2,000ｍ滑走路等においては、施設の
液状化対策及び護岸補強を着実に進められているが、地震発生後の経済活動の
継続性の確保には埋立てにより造成した延伸部滑走路等の耐震化も早期に進
めることが必要である。
なお、28 年５月に発覚した液状化対策工事の施工不良箇所を早急に修補し、
発災時の耐震性を確保することも必要である。
【実現後の効果】
◇ 災害発生時の被害軽減
◇ 安全で安心して暮らせる社会の実現

県担当部署：企画振興部 地域振興局 交通対策課
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３ 陸上自衛隊松山駐屯地の拡張及び
周辺地域の道路整備について
【防衛省】
【提案・要望事項】

陸上自衛隊松山駐屯地の拡張及び周辺地域の道路整備
(1) 大規模災害発生時の人命救助や物資輸送等に万全を期すため､他の駐屯地
等からの応援部隊の人員や資機材等の受入れが可能となるよう、施設を拡張
すること。
(2) 大型車両の出入口を複数確保するため、既存の進入路とは別の箇所に大型
車両が通行可能な進入路を整備すること。
(3) 駐屯地拡張と併せて近接地域の交通安全のため、駐屯地周辺の道路整備を
行うこと。
【現状と課題（背景・理由等）
】
○背 景
陸上自衛隊松山駐屯地は、昭和３０年に現在地に誕生し、以後数回の部隊改
編を経て、平成６年に第２混成団特科大隊（現 中部方面特科隊）が岡山県日
本原駐屯地から移駐し、平成１８年には第１４高射中隊（現 第１４高射特科
隊）が新編、平成３０年２月には、香川県善通寺駐屯地から第１１０教育大隊
が移駐し、現在に至っているが、愛媛県唯一の自衛隊施設として、防災上の観
点からも、３０年以内の発生確率が７０～８０％に引き上げられた南海トラフ
地震や、Ｓランクの発生確率区間を県内に有する中央構造線断層帯による地震
のほか、河川の氾濫、急傾斜地の土砂崩れ等、震災や豪雨などの大規模災害発
生時における県民の生命や身体の安全確保のため、その重要性はますます高ま
っている。
○現 状
香川県善通寺駐屯地からの第１１０教育大隊移駐による大規模な隊舎のほ
か、既存部隊の業務上不可欠な倉庫の新築により、敷地が非常に手狭となって
おり、多くの車両を縦列駐車している状況にあり、緊急時に迅速に出動できな
いほか、大規模災害発生時に来県する応援部隊の人員・車両の受入場所や資機
材等の一時保管場所が適切に確保できない状況となっている。
また、大型車両の出入口が１か所しかないため、万一、地震等により唯一の
出入口が使用不能となれば、災害派遣活動等への着手が大幅に遅れ、人命救助
活動等に著しい支障を来すことが危惧される。
【愛媛県内の取組】
松山駐屯地は、大規模災害発生時における県民の生命・身体の安全確保に直
接影響を及ぼす本県の防災上の重要拠点であり、平常時から県や市町、自衛隊
等の防災関係機関等で構成する「広域防災・減災対策検討協議会」での意見交
換を始め県総合防災訓練や県原子力防災訓練などを通じて密接な連携を図っ
ているほか、災害時にはリエゾンを派遣し、迅速に災害対応に当たる体制を整
えている。
【実現後の効果】
◇ 大規模災害発生時における自衛隊の迅速かつ適切な災害対応により、人命救
助活動等に最大限の効果を発揮。
本県担当部署：県民環境部 防災局 防災危機管理課
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松山駐屯地の拡張と幹線道路等への連結構想
敷地拡張
（人員や車両等の
受入れ場所確保）

既存の進入路

陸上自衛隊
松山駐屯地

愛媛大学医学部
附属病院
（駐屯地から
約３ｋｍ）

国道11号

松山自動車道

東温スマートＩＣ（仮称）設置検討区域

・駐屯地敷地内に他の駐屯地等からの応援部隊の人員・車両や資機材等が受入れ可能
となる場所を確保することで、大規模災害発生時の活動拠点としての機能が向上。
・松山駐屯地と、国道11号や東温スマートＩＣ（仮称）との連結によって、陸路に
よる東予及び南予地域に対する災害発生時の迅速な部隊展開が可能。

大規模災害発生時における松山駐屯地の機能強化

応援部隊

駐車場

陸上自衛隊
松山駐屯地

応援部隊

指揮所

燃料集積

通信所

ヘリポート

物資拠点

【大規模災害発生時における松山駐屯地の役割】
○ 四国外から来県する千名単位の応援部隊の
集結拠点
○ 愛媛県で活動する自衛隊の基点として、
活動部隊の指揮・統制、上級部隊との連絡、
後方支援などを実施
○ 自衛隊車両・航空機の燃料集積、給油拠点
○ 予備自衛官等招集時の受け入れ拠点
など

大規模災害発生時における本県の災害
対処能力向上のためには、自衛隊の活動
拠点である松山駐屯地の拡張が不可欠。
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４ 伊方発電所の安全対策の強化等について
【原子力規制委員会・経済産業省（資源エネルギー庁）
・内閣府・
警察庁・防衛省・外務省・国土交通省（海上保安庁）
】
【提案・要望事項】

(1)安全管理体制等の強化及び安全文化の醸成
伊方発電所３号機の安全運転を継続するため、関係事業者等も含め、安全
管理体制の一層の指導監督に努めるとともに、定期検査や保安検査において
厳正に安全性の確認を行うこと。また、規制当局及び事業者双方において安
全を最優先するという意識が停滞することのないよう、安全文化の絶え間な
い醸成を図ること。

(2)厳正な原子力安全規制の実施と説明責任の履行
新規制基準に基づく各種審査・検査については、立地地点の特性や独自の
取組も十分考慮して、厳正かつ的確に行うとともに、国内外における最新の
知見を絶えず収集し、原子力安全対策の不断の向上に取り組むこと。また、
原子力規制を行っていく上での安全目標について、科学的・技術的観点のみ
ならず、リスクに対する社会的受容性や安全対策のコスト対効果等も含め継
続的な検討を行うこと。これらの原子力安全規制の取組状況や安全性の確認
結果について、広く国民や地域への説明責任を果たすこと。

(3)原子力規制委員会の独立性の確保と外部意見への真摯な対応の両立
原子力規制委員会は、高い独立性、専門性を保持し、一層の透明性の確保
に努めるとともに、地方公共団体等を始めとした外部の様々な意見にも真摯
に耳を傾け、誠実に対応し、客観性や公平性の確保に努めること。

(4)原子力発電所の安全運転に関する責任ある対応
原子力発電所の再起動はもとより運転継続などの原子力発電所の安全運転
については、個々に国が責任を持って判断し、その判断に至った経緯や結果
について、国として、地元自治体はもとより広く国民に丁寧に説明すること。

(5)高経年化及び廃炉対策
高経年化対策及び廃炉技術確立に取り組むこと。運転延長の可否について
は、制度の技術的根拠を明確にするとともに、厳正に審査を行い、その結果
についても丁寧に説明すること。
伊方発電所１号機及び２号機の廃止措置については、安全に実施されるか
厳正に確認するとともに、我が国では加圧水型原子炉の廃炉実績がないこと
から、伊方発電所において廃炉技術の研究を進めること。また、廃止措置に
伴って発生する低レベル放射性廃棄物の処分については、事業者の取組みが
加速するよう積極的にサポートをすること。

(6)使用済燃料対策
原子力発電所内に使用済燃料が貯蔵されていることを踏まえ、使用済燃料
対策について、その早期解決に向け、
「使用済燃料対策に関するアクションプ
ラン」に基づき、国が主体となって着実に進めていくとともに、特に国が進
めようとしている乾式貯蔵については、安全性について国民に分かりやすく
説明し、あくまで一時的な保管であるということを明確にすること。また、
高レベル放射性廃棄物の最終処分について、確実に対策を進めるよう、今ま
で以上に国が責任を持って取り組むこと。

(7)情報公開及びコミュニケーションの強化
原子力発電所の審査・検査結果等を踏まえた安全性について、国民に対す
る情報公開と説明に努めること、また、相互コミュニケーションの充実・強
化を図ること。特に、住民を含む関係者間で原子力発電所に求められる安全
性に関するリスクコミュニケーションの取組を推進すること。

(8)原子力発電所周辺上空の飛行禁止の法制化を図ること。
(9)原子力発電所に対するテロ行為について、国内外の連携を強化のうえ、
未然防止に努めること。
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【現状と課題（背景・理由等）
】
23 年３月 11 日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故以降、県民の原子力
行政に対する不安や不信が高まっていることから、国に対し、原子力発電所の立地及
び周辺地域はもちろんのこと、県民の安全確保のため、同事故の教訓を踏まえ、原子
力施設の安全対策を図り、二度と原子力災害が起こらないよう、あらゆる対策を講じ
ることを求める。
四国電力伊方発電所３号機は、原子力規制委員会により、27 年７月、新規制基準に
基づく原子炉設置変更許可がなされた後、工事計画の審査、起動前の検査を経て、28
年８月に再起動し、安全に運転が行われた。
伊方発電所１号機は、廃炉とする方針が決定し、原子力規制委員会により、廃止措
置計画が認可され、29 年９月から廃止措置作業が開始された。
伊方発電所２号機は、平成 30 年３月、廃炉とする方針が決定された。
これら安全運転の継続や廃止措置作業の実施には、安全管理の一層の徹底が必要で
あり、今後とも、国において厳正な安全規制が求められるほか、使用済燃料の保管・
処分、廃炉技術の確立などについても、国が前面に立った取組が求められることから、
国に対して、これらへの責任ある対応を求める。

【愛媛県内の取組】
25年７月、四国電力から、安全協定に基づき、伊方発電所３号機の再起動に係る事
前協議があったことから、大前提となる安全性を慎重に確認するとともに、国の考え
方、四国電力の姿勢、地元の理解の３条件、さらには我が国のエネルギー情勢等も総
合的に踏まえ、27年10月、県下市町を含む広域自治体である県として、事前協議に了
解した。
了解に際し、県議会の決議、八幡浜市やＵＰＺ内５市町(大洲市、西予市、宇和島
市、伊予市、内子町)の意見において、要望事項が示されるとともに、県伊方原子力
発電所環境安全管理委員会原子力安全専門部会の審議において、安全文化醸成の重要
性が提言されている。これらを踏まえ、知事が同意した27年10月26日に３省庁(経済
産業省、原子力規制委員会、内閣府(原子力防災担当))に長期停止を踏まえた安全対
策等を要望した。
また、伊方発電所１号機の廃止措置計画についても、県として安全性等を確認した
上で、計画について了解するとともに、四国電力に対して、廃止措置期間中の安全確
保、低レベル放射性廃棄物の処分への真摯な取組み等を要請するとともに、国に対し、
法令に基づく検査など事業者の取組みの確認、低レベル放射性廃棄物に係る事業者の
取組みへのサポート等を要請した。

【実現後の効果】
◇ 伊方発電所の安全確保
◇ 県民の安心の醸成
県担当部署：県民環境部 防災局 原子力安全対策課
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５ 原子力防災対策の充実・強化について
【内閣府・原子力規制委員会・国土交通省・防衛省】
【提案・要望事項】

（1）原子力災害対策指針の充実及び住民への丁寧な説明
・原子力災害対策指針について、最新の知見や関係自治体等の意見を踏まえ、
必要な項目を早急に追加整備するとともに、住民の安全確保の視点に立った
改定を継続的に行うこと。また、科学的根拠に基づく避難等防護措置の考え
方について、屋内退避の有効性も含め、原発立地地域の住民をはじめとする
国民に対し、丁寧に分かりやすく説明すること。

（2）住民避難の実効性向上のための広域避難体制の整備
・広域避難への人的・物的支援や避難先自治体の受入体制の強化などの関係自
治体だけでは解決困難な広域避難体制について、国がより主体的に省庁横断
的な調整・対応を図ること。
・自衛隊等の国の実動組織が保有する車両、船舶、ヘリ等の陸・海・空の避難
手段について、投入可能な数量や派遣部隊などを具体的に示すなど、国の支
援体制を明確化すること。

（3）緊急時に備えた避難路等の交通基盤の整備
・緊急時の住民避難や物資等輸送路となる大洲・八幡浜自動車道や県道鳥井喜
木津線の整備促進、松山自動車道の４車線化や国道56号、378号その他県市
町道などの道路整備に必要な予算を重点的に配分するほか、原子力災害時避
難円滑化モデル実証事業の充実及び避難路円滑化事業の制度化を図り、安全
かつ迅速な避難のための交通基盤整備を促進すること。

（4）緊急時モニタリング体制の整備
・緊急時モニタリングについて、原子力災害発生時に国が責任を持って統括し
確実に機能するよう、派遣要員の確保や資質向上等を図るとともに、緊急時
に備えた平常時モニタリングの在り方を明確化した指針を示すこと。また、
国が一元管理する緊急時モニタリング結果について、国から関係自治体等に
信頼性のある情報が確実に伝達されるよう、システムの充実を図ること。

（5）原子力発電安全対策に係る交付金の拡充・増額
・原子力発電安全対策に係る交付金の拡充・増額を図るとともに、県域をまた
ぐ受入自治体との緊急時連絡網整備への充当などの関係自治体等の意見を
踏まえた弾力的な運用を行うこと。
・平常時から緊急時までのより一体的なモニタリング体制の整備が可能となる
よう、関係交付金の統合等を図ること。
・原子力発電施設等緊急時安全対策交付金について、避難行動要支援者施設等
の放射線防護対策に係る交付金を制度化するなど、自治体がより計画的な防
災対策を推進するための財政支援を行うこと。
【現状と課題（背景・理由等）
】
○原子力災害対策指針の充実及び住民への丁寧な説明
原子力規制委員会では、原子力防災対策の指針となる原子力災害対策指針の
順次改定を行っているが、必要な項目を早急に追加整備するとともに、住民の
安全確保の視点に立った改定を継続的に行い、地域防災計画に反映していく必
要がある。また、住民の安心感及び信頼感を醸成するため、科学的根拠に基づ
く避難や屋内退避等の防護措置の考え方について、原発立地地域の住民をはじ
めとする国民に対し、丁寧に分かりやすく説明する必要がある。
○住民避難の実効性向上のための広域避難体制の整備
国の原子力防災会議において、関係省庁や愛媛県、山口県、大分県で構成す
る伊方地域原子力防災協議会で取りまとめた「伊方地域の緊急時対応」を具体
的かつ合理的であると了承するとともに、本県と合同で原子力総合防災訓練を
実施するなど、支援体制を強化しているが、引き続き、広域避難対策の実効性
向上を図っていく必要がある。
○緊急時に備えた避難路等の交通基盤の整備
緊急時の住民避難や物資輸送のための原発周辺基幹道路として、平成 25 年
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３月に大洲・八幡浜自動車道「名坂道路」が開通するなど整備が進められてき
てはいるが、県が実施した避難シミュレーションでもその効果が明らかとなっ
た大洲・八幡浜自動車道「八幡浜道路」
「夜昼道路」
「大洲西道路」
、県道鳥井
喜木津線の整備促進及び松山自動車道の４車線化や国道 56 号、378 号、伊方町
における避難の円滑化調査の結果を踏まえた県町道などの道路整備を促進す
る必要がある。
○緊急時モニタリング体制の整備
ＵＰＺ(原発から５～30 ㎞圏)の住民避難等防護措置を判断するうえで生命
線となる緊急時モニタリングについて、国の統括の下で確実に実施できるよう、
国のモニタリング要員の具体的な動員計画を策定し、国からの派遣要員の確保
や資質向上のための研修等を実施するとともに、東京電力福島第一原子力発電
所事故前の策定である環境放射線モニタリング指針を改定し、緊急時に備えた
平常時モニタリングの在り方を明確にする必要がある。また、国が一元管理す
る緊急時モニタリング結果について、国から関係自治体等に信頼性のある情報
が確実に伝達されるよう、システムの充実を図る必要がある。
○原子力発電安全対策に係る交付金の拡充・増額
放射線モニタリングに関する交付金が、平常時と緊急時で区分されており、
一体的なモニタリング機器の整備や運用が困難であるため、交付金の統合等が
必要である。また、避難行動要支援者施設等の放射線防護対策や原子力災害対
策重点区域の拡大に伴う資機材整備等を計画的に進めるとともに、増設モニタ
リングポスト等の維持管理費を確保する必要がある。
【愛媛県内の取組】
県では、平成 25 年６月の県広域避難計画策定後も、実践的な訓練による検証
等を行い、３度(26 年 2 月、27 年 6 月、28 年７月)にわたる計画の改善を行う
など、国や大分県など関係県と連携しながら、避難対策の実効性向上に取り組
んでおり、引き続き、訓練による検証等を繰り返しながら、不断に原子力防災
対策の充実強化を図っていく必要がある。
【実現後の効果】
◇ 伊方発電所周辺の防災対策の充実・強化
◇ 県民の安心の醸成
県担当部署：県民環境部 防災局 原子力安全対策課
土木部 道路都市局 道路建設課

愛媛県広域避難計画
25.6.10 策定、26.2.17、27.6.15、28.7.19 修正
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Ⅱ 人口減少・次世代対策

６ 少子化対策・子育て支援の充実について
【内閣府・厚生労働省】
【提案・要望事項】

安心して子どもを産み育てることができる社会の実現に向けて、地方が
単独で取り組んでいる事業の更なる充実・強化のため、安定的・効果的な
財源措置を講じること。
（1）地域の少子化対策への財政支援等
・地域少子化対策重点推進交付金は、単年度の制度であり、交付対象が限定
されているなど制限が極めて多いことから、地域の実情に応じた少子化対
策の強化や子育て支援の充実のために実施する事業に充当できるように
するとともに、安定的な財源を確保すること。

（2）全国一律の医療費助成に対する財源措置
・現在、全国の各地方公共団体が地方単独事業として実施している子ども医
療費、ひとり親家庭医療費及び重度心身障がい者(児)医療費に対する助成
事業をナショナルミニマムとして全国一律の制度とし、財源措置を講じる
こと。
・また、子どもの医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担額調整措置につ
いては、全面的に廃止すること。
【現状と課題（背景・理由等）
】
○ 地域の少子化対策への財政支援等
地域少子化対策重点推進交付金は、対象となるメニューが極めて限定的なう
え、複数年事業及び子育て期全般に関する取組への補助率が低いことから、地
域の実情に応じた取組を継続・強化して実施するための弾力的な運用及び当初
予算規模の大幅拡充と補助率の引き上げが望まれる。
○ 子ども・ひとり親家庭・重度心身障がい者(児)に対する医療費の助成
これらの医療費助成は、財政的制約がある中、全国的に各自治体の自助努力
によって実施されているが、地方の財政負担が大きいことや、居住している自
治体間の財政力によって利用者負担に大きな格差が生じている。
国民皆保険が義務付けられている我が国において、子どもの窓口負担の法定
割合については、未就学児は２割、小学生以上は３割となっているが、住所地
によって、子どもにかかる医療費が違う現状であり、また、ひとり親家庭・重
度心身障がい者(児)に対する助成も、地方公共団体によって対象者、自己負担
等が異なっているため、誰もが同じ負担割合で医療を受けられるという国民皆
保険制度の趣旨に反し、不公平感が生じている。
子どもの医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置は、平成 30
年度より未就学児までを対象とする医療費助成については減額調整措置を行
わないことが決定されているが、より一層の少子化対策のためには全面的な廃
止が望まれる。
【実現後の効果】
◇ 地域ぐるみの少子化対策・子育て支援が推進される。
◇ 子どもを持つ家庭やひとり親家庭の負担の軽減、重度心身障がい者（児）の
生活の安定等が図られ、少子化対策・子育て支援も促進される。
県担当部署：保健福祉部 健康衛生局 健康増進課
生きがい推進局 子育て支援課 障がい福祉課
− 37 −

○地域の少子化対策への財政支援等のあり方

国による安定的な財源確保と地域独⾃の取組みへの⽀援
県

市町

民間企業・団体

官民協働による「地方の創意工夫や資源を活かした実効性のある取組み

子育て世帯等への支援
↓
合計特殊出生率の向上

県内産業の振興

自治体の認知度向上
・イメージアップ

地域経済活性化

（移住促進等にも貢献）

家庭や子育てに夢を持ち、安心して生み育てることができる社会の実現

○本県の医療費助成制度（概要）
(1) 子ども医療費助成
・対象：就学前の乳幼児
・助成範囲：入院・通院（３歳未満） 自己負担金全額
通院（３歳以上就学前） １月当たり 2,000 円を超える額
・県予算額：28 年度 883,230 千円、29 年度 849,573 千円、
30 年度 944,209 千円
(2) ひとり親家庭医療費助成
・対象：ひとり親家庭の父母と児童（20 歳未満・20 歳以上で就学者等）
、
準ひとり親家庭（祖父母と孫・兄姉と弟妹）
、父母のない児童
・所得制限：所得税非課税世帯
・県予算額： 28 年度 510,790 千円、29 年度 509,103 千円、
30 年度 500,865 千円
(3) 重度心身障がい者(児)医療費助成
・対象：１級・２級の身体障害者手帳所持者、IQ35 以下の知的障がい者、IQ50
以下で、３～６級の身体障害者手帳所持者
・県予算額：28 年度 1,578,170 千円、29 年度 1,515,973 千円、
30 年度 1,665,695 千円
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７ 教員の業務負担軽減に関する支援について
【文部科学省】
【提案・要望事項】

(1)教職員定数の充実
・教員の長時間勤務の是正を図りつつ、新学習指導要領の円滑な実施、いじ
め問題や不登校をはじめ複雑化・多様化する教育課題に的確に対応できる
よう、教職員定数の充実を図ること。

(2)支援スタッフの配置促進
・併せて、スクール・サポート・スタッフや部活動指導員などの支援スタッ
フの配置促進に向けた実効性のある予算措置を講ずるとともに、本県で独
自に配置を進めている高等学校の部活動指導員についても補助対象とする
こと。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○ 児童生徒を取り巻く環境が複雑化・多様化し、学校現場に期待される役割
が拡大するとともに、主体的・対話的で深い学びの実現などを目指した新学
習指導要領の円滑な実施も求められている。
○ また、部活動指導は、教員の長時間勤務の大きな要因のひとつであり、特
に経験のない競技等を指導する場合は、心理的負担も大きいと指摘されてい
る。
○ 一方で、勤務実態調査の結果から、教員の長時間勤務の実態が看過できな
い深刻な状況にあり、教員のワーク・ライフ・バランスの向上や自己研鑽の
充実、心身の健康維持に資する働き方改革の取組を強力に推進することが、
教育の質の維持・向上につながると認識しているが、その効果を一層高める
ためには、教職員定数の充実と教員を支援するスタッフの配置促進が必要で
ある。
【愛媛県内の取組】
○ 平成 28 年 10 月に「県教職員業務改善方針」を策定し、学校行事や研究指
定校の厳選、
部活動における適切な休養日設定の指導等に取り組むとともに、
29 年度に関係職員で構成するワーキンググループを設置するなど、更なる業
務効率化に努めている。
○ また、国の委託や補助により、学校現場における業務改善や部活動指導員
配置に取り組んでいるほか、ＩＣＴを活用して成績管理等の事務を効率的に
処理する校務支援システムを、30～31 年度に全ての県立学校に順次導入する
こととしているが、教育委員会や学校現場の取組には限界があり、国による
しっかりとした支援が不可欠である。
【実現後の効果】
◇ 公立学校教員の業務負担の軽減、長時間勤務の是正が図られるとともに、
部活動を含めた教育の質の確保・向上につながる。

県担当部署：教育委員会事務局 指導部 義務教育課・高校教育課
管理部 保健体育課
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愛媛県教育委員会における学校の業務改善に向けた取組
勤務実態調査（H27.12 県調査）

平⽇１⽇当たりの終
業時刻後の勤務時間

⼩学校

中学校

⾼等学校

102 分

120 分

98 分

始業前、休日の勤務は含まない。

愛媛県教職員学校業務改善方針（H28.10 策定）
【県教育委員会が取り組む事項】

① ⼈事配置

・業務量に応じた弾⼒的な配置、外部⼈材の活⽤等

② 調査等の精選

・真に必要な調査の厳選やスクラップ＆ビルド等

③ 研修会等の⾒直し

・類似研修の調整や実施⽇数・時間数の精選等

④ 研究指定の精選

⑥ 教職員の意識改⾰

・ワーク・ライフ・バランスや健康管理に係る
意識⾼揚
・有給休暇等の取得促進等

⑦ 部活動の運営⽀援

・外部指導者活⽤や休養⽇の適切な設定等を通
じた、健康と安全に配慮した運営⽀援

⑧ 学校におけるトラブル対応⽀援

・スクラップ＆ビルド

⑤ ＩＣＴを活⽤した校務⽀援

・トラブルサポートチームや⼼のレスキュー隊
の派遣等

・校務⽀援システムの導⼊を推進

⑨ メンタルヘルスケア対策

・ストレスチェックや健康相談等を通じたメン
タルヘルス不調の予防、早期発⾒等

これまでの取組
①⼈的配置

スクールカウンセラー等の専⾨スタッフを⼩中学校 170
⼈、県⽴学校 23 ⼈配置し、⽣徒指導を⽀援

⑥教職員の意識改⾰

市町教育委員会関係者を対象に意⾒交換会を開催、県⽴学
校では校⻑・教頭を対象に業務改善研修を実施

②調査等の精選

⑦部活動の運営⽀援

をＷｅｂ化などにより６件を精選(5 年間の実績)

⾼等学校に部活動指導員を配置

③研修会等の⾒直し

⑧学校におけるトラブル対応⽀援

るとともに、研修内容・時期・講座数を精選

に 13 件の派遣を実施

④研究指定の精選

⑨メンタルヘルスケア対策

県⽴学校で、⽣徒指導の調査回数を削減、⾼校⼊試報告

国のガイドラインに基づく休養⽇の設定を検討、県独⾃で

教職員の育成指標を定め、養成・採⽤・研修の⼀体化を図

⼩中学校の研究指定校数及び県⽴学校の学校訪問校数を
81 校縮減し学校の負担を軽減(5 年間の実績)

⑤ＩＣＴを活⽤した校務⽀援

ＩＣＴ活⽤による通知表や調査書等の作成を推進し、学級
担任の作成に係る⽤務時間を縮減
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トラブルサポートチームの派遣を制度化し、
H26〜28 年度

安全衛⽣管理者研修会の実施、県⽴学校教職員の過重労働
による健康障害防⽌対策実施要項の策定

８ 英語教育・外国語活動の充実について
【文部科学省】
【提案・要望事項】

英語教育・外国語活動の充実
(1)小学校における英語の教科化等への円滑な対応に向け、指導内容や評価の
在り方等について速やかな情報提供を行うこと。
(2)小学校の専科指導教員（外国語活動）をより多く配置できるよう、加配定
数の一層の充実を図るとともに、小・中学校教員の研修充実に必要な財政
支援を行うこと。
(3)大学入学共通テストにおいて活用される民間の資格・検定試験について、
費用負担の増加、地方と都市部との受験機会の格差等ができる限り生じな
いよう、生徒が受験しやすい仕組みを講じること。
【現状と課題（背景・理由等）
】
○新学習指導要領への対応
新学習指導要領において、小学５・６年での英語の教科化、３・４年での外
国語活動の導入が示されるとともに、中学校では英語による指導が基本とされ
ており、小学校の専科指導教員（外国語活動）の増員に資する加配定数の一層
の充実や、小・中学校教員の英語力・指導力の向上が課題となっている。
○大学入学共通テストにおける資格・検定試験の活用
大学入試センター試験に代えて平成 32 年度に実施予定の大学入学共通テス
トでは、国が認定した民間の資格・検定試験（実用英語技能検定、TOEIC など）
が活用されることを踏まえ、例えば、現在、各試験団体が英語教員を対象に提
供している「特別受験制度（割引料金）
」の生徒への適用等による費用負担の
抑制に加え、地方と都市部との受験機会の格差是正を図るなど、生徒が置かれ
た境遇によらず、資格・検定試験を受験しやすい仕組みを講じる必要がある。
【愛媛県内の取組】
○公立小・中学校等の取組
平成 23 年度から６年間、小・中・高の連携による英語指導の充実に努めた
ほか、新学習指導要領に適切に対応するため、平成 29 年度から、全小・中学
校の英語にかかわる教員の指導力向上のための研修を行うとともに、中学校の
英語教員には、国が示す英語検定準１級相当以上の取得を目指し、民間英会話
教室の講師を招聘した講座を行っている。
また、小学校教員採用試験では、英語の試験実施や高い英語力を持つ者及び
中・高の外国語（英語）免許状取得者への加点により、高い英語力を持つ教員
の確保にも努めている。
○高等学校の取組
英語キャンプ、外国人講師による英語講座、タブレットを活用した英語教育
の実施等により、実践的英語力の向上に努めているほか、平成 29 年度から、
モデル校において、外部検定試験を活用して生徒の英語力を検証する事業を実
施している。
【実現後の効果】
◇ グローバル化に対応した英語教育の充実
◇ 教員の英語力・指導力の向上及び児童生徒の英語力の向上
県担当部署：教育委員会事務局 指導部 義務教育課・高校教育課
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○県内公立学校の生徒及び教員の英語力（29 年度）
区分

国が求める英語力
の水準

国の目標

本県

全国

中学３年生

英検３級相当以上

50.0%

39.8%

40.7%

高校３年生

英検準２級相当以上

50.0%

40.8%

39.3%

中学校の英語教員

英検準１級相当以上

50.0%

40.6%

33.6%

高校の英語教員

英検準１級相当以上

75.0%

82.3%

65.4%

○県内公立小学校の専科指導教員数（外国語活動）

28年度

29年度

30年度

６名

９名

１２名

公立小学校数（30年度）
２７４校

○実用英語技能検定における教員特別検定料（29 年度）
区分

１級

準１級

２級

準２級

３級

４級

５級

教員特別検定料

4,000円 3,000円 2,900円 2,700円 1,900円 1,300円 1,300円

通常の検定料

8,400円 6,900円 5,800円 5,200円 3,800円 2,600円 2,500円
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９

愛媛大学の地域産業イノベーションを創出する
機能の強化に関する支援について
［1］新規養殖マグロ類「スマ」の次世代型育種
システムの確立と社会実装
【文部科学省】

【提案・要望事項】

新規養殖マグロ類「スマ」の次世代型育種システムの確立と社会実装
～レジデント型研究による地域水産業イノベーション創出～
愛媛県南予地域の主産業である水産養殖業の活性化のため、地域発新規マ
グロ「スマ」の完全養殖システムに関する基礎及び応用研究を進め、環境に
配慮した先進的な完全養殖システムを地域の産学官が連携して創出すること
としており、現在、愛媛県との強い連携に基づくこれまでの研究成果により、
スマ早期産卵誘導による人工種苗生産に成功し、試験養殖及び出荷が開始さ
れているところである。このため、これらの先端的研究、技術開発を実施す
るための研究者の確保と、研究推進のための機器の整備及び国立大学では日
本一を誇る大型魚類屋内飼育施設と海面生簀群の管理に係る経費の支援を行
うこと。
【現状と課題（背景・理由等）】
○背景・目的
世界的な養殖生産の増加トレンドと対照的に我が国の養殖生産高は漸減
傾向を示し、愛媛県も例外ではない。地域養殖業界からイノベーションを求
める声が強まる中、愛媛大学南予水産研究センターは愛媛県及び愛南町と連
携し、地域水産業の活性化を目指して新規マグロ類「スマ」の完全養殖技術
開発を進めてきた。本提案では、初期成果を飛躍的に加速するため早期人工
種苗の大量生産技術と次世代育種システムを開発し、地域の養殖業に社会実
装を果たすことを目的とする。
【愛媛県内の取組】
○スマ早期人工種苗生産に関する連携
〔農林水産省事業〕
「革新的技術開発・緊急展開事業「新規マグロ類「スマ」の育種・完全養殖生
産システムによる新産業創出と拡大」
（2016～2019）

〔愛媛県事業〕
｢伊予の媛貴海生産技術開発｣のうち｢スマ親魚養成および採卵技術開
発｣（2017‐2020 年度）
○スマ養殖の普及定着・出口戦略に関する連携
連携先：愛媛県農林水産部水産局（漁政課）
「新たな養殖魚販売戦略推進事業（2013‐2016 年度）
」
【実現後の効果】
◇ スマ養殖技術開発の第 2 のステップである商業的養殖への社会実装を実現
し、愛媛県の養殖生産額の 2％、10 億円以上を想定した産業創出を実現する。
◇ 大学と県の研究成果を有機的に地域産業界へ普及する取組は、日本一の魚
類養殖基地愛媛県の養殖産業活性化の起爆剤となる。
県担当部署：愛媛大学社会連携推進機構 南予水産研究センター
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H31年度概算要求

愛媛大学
地域密着型研究センター群による地域産業イノベーションの強化
－新規養殖マグロ類「スマ」の次世代型育種システムの確立と社会実装－

1. 背景・課題

【水産養殖業の現状】

世界的なトレンドに反し、日本の水産生産量は減少傾向にある。養殖生産高日本一の愛媛県においても例
外ではなく、新魚種開発など養殖技術のイノベーションを求める声は大きい。
マグロ類人気は高まり続け、新規マグロ類養殖の将来性は期待できる。そこで、

愛媛大学と愛媛県が強く連携し本概算要求を申請
実績

平成24年度から開発開始。平成27年度には成功のカギとなる早期種苗生産に成功し、試験養殖開始。
次のステップとして、①早期種苗の大量生産、②育種完全養殖による優良品種作出が不可欠。

スマ Euthynnus affinis

2. 目的

早期種苗生産

完全養殖

戦略２：地域産業イノベーションを創出する機能の強化
評価指標：「地域と連携した研究数」「産学官連携大型研究プロジェクトの件数」
「地域（愛媛県内）における共同研究・受託研究等の実施数」

3. 研究概要
目指す研究課題

（１）スマ早期種苗の大量生産を可能とする挑戦的研究
（２）スマの次世代型育種システムの構築
（３）赤潮、魚病の早期予察による漁場環境管理システムの構築
（４）流通・販売推進戦略及びレジデント型研究推進システムに関する研究

10

5

4. 効果
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＊育種研究強化（特定教員１）
＊飼育管理強化（専門技術員１）
＊最新研究機器導入

10

９

愛媛大学の地域産業イノベーションを創出する
機能の強化に関する支援について
［2］セルロースナノファイバーの実用化に向けた
産学官連携拠点の構築
【文部科学省】

【提案・要望事項】

セルロースナノファイバーの実用化に向けた産学官連携拠点の構築
～愛媛県東予地域の紙産業を核とした地域産業イノベーションの創出～
農林業に由来する地場資源の活用と紙産業や化学工業等の地場産業基盤の
活性化に向けて、次世代の新素材であるセルロースナノファイバー（CNF）の
素材、製造、評価に関する基礎的研究と、製紙業界をはじめとする自動車、
食品、繊維業界での製品化に向けた実用研究を産学官が一体となって推進す
る。これにより、CNF 供給から製品化まで一貫した愛媛独自の CNF 活用システ
ムの確立と地域に貢献する新産業の創出を図るとともに、産学官連携拠点の
構築を目指すこととしている。そのため、愛媛大学における研究推進に必要
な実験装置の整備、既設の装置の高度化と維持、技術支援者の雇用等の支援
を行うこと。
【現状と課題（背景・理由等）】
セルロースナノファイバー（CNF）は木材等の植物繊維を高度にナノ化し
た繊維であり、製紙業をはじめとして多様な用途が見込まれる新規素材であ
る。
愛媛大学 紙産業イノベーションセンターでは、地域企業や公設試験場と
連携しながら地域紙産業界の課題解決と新規紙製品の開発研究を実施して
いる。CNF 利用研究に関しても、地場資源を活用した CNF の製造に関する基
礎技術の確立や高機能素材の開発研究を推進している。
CNF に関しては製造コストの低減および品質管理のための評価方法の確立
が急務である。そのためには、CNF の利用の普及拡大には基礎から実用化ま
で一貫して取り組むことができる産学官連携拠点の構築が必要である。
【愛媛県内の取組】
○ 愛媛セルロースナノファイバー関連産業振興事業（2016-2018 年度）
○ 環境省事業、「セルロースナノファイバー 製品製造工程の低炭素化対策
の立案事業委託業務」（2015-2017 年度）
【実現後の効果】
◇ CNF を活用した新産業の創出と地域への貢献
◇ 産学官及び異業種が連携した研究開発体制の構築、他産業への展開
◇ 四国地域における CNF の拠点形成と連携体制構築
◇ 環境親和性の高い新しい機能性材料の開発及び実用化による、科学技術イ
ノベーションへの貢献
県担当部署：愛媛大学社会連携推進機構 紙産業イノベーションセンター
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地域密着型研究センター群による地域産業イノベーションの強化
－セルロースナノファイバーの実用化に向けた産学官連携拠点の構築－
背景

愛媛大学
産・官と連携した
研究開発・人材育成
愛媛県産業技術研究所 紙産業技術センター内に設置

これまでの取組

セルロースナノファイバー （CNF）

・ CNFを用いたガスバリア紙の開発と包装材の適用（地元企業との共同研究）

製紙、電子、自動車、化粧品、食品等、

・ CNF製品の製造工程での脱水技術の開発

様々な用途での展開が期待される新素材

・ 地元企業等への CNF製造実習セミナーの開催

課題：高コスト、品質管理手法の確立、用途開発
→ 安定した製造法の確立と普及啓発が必要

・ 愛媛CNF関連産業振興プロジェクト（愛媛県：H28年4月キックオフ、
総合アドバイザー：内村浩美 愛媛大紙産業イノベーションセンター長）
・ CNF地域連携拠点の構築 （四国CNFプラットフォーム H28年5月立上げ、
運営委員長：内村浩美 愛媛大紙産業イノベーションセンター長）

事業概要

取組と期待される成果

① CNF製造法の深化
・製造コストの低減
・地場資源の活用
CNFの大量生産
えひめブランドの構築

H29-30年度

② CNF評価技術の
開発による品質
管理手法の確立

③ 地場産業と
連携した
製品開発

④ CNF実用化に向けた
産学官連携体制の
構築

安定供給、
製品品質向上

CNFの用途拡大
実用化の加速

・セミナーの開催
・企業間マッチング

H29-30年度

H30-31年度

通年実施

愛媛の産業と資源を活かしたCNFの社会実装と地域産業の活性化
CNF利用

セルロース関連産業

実施体制

化学工業
原料
供給

繊維産業

CNF
製造

原料
供給

地場
資源
（柑橘、
木材
綿など）

農業

紙産業
林業
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実施主体

製品化

愛媛大学

愛媛県
産業技術
研究所

CNFの安定供給
プロセスの構築

紙産業

CNF製造

普及支援機関

化学工業

製紙
メーカー

えひめ財団
四国中央市

食品産業
繊維産業

９ 愛媛大学の地域産業イノベーションを創出する
機能の強化に関する支援について
[3] 「Citrus-based 健康新産業」の創出
【内閣府・文部科学省】
【提案・要望事項】

「Citrus-based 健康新産業」の創出
生産から加工、流通にいたる愛媛県の柑橘産業の持つ強みを生かし、地域産
業の振興、専門人材の育成を一体的に推進するため、産学官が協働してイノベ
ーション拠点を形成し、柑橘産業の抱える技術的および人的課題の解決に向け
て、日本の柑橘産業を牽引するべく進めている「Citrus-based 健康新産業」
の創出に対して財政支援を行うこと。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○産学官連携による産業振興・専門人材育成に取り組む背景について
・現在、国内のヒト・モノ・カネが東京に集中した結果、少子化の加速による
人口減少や急速なグローバル化による地方の疲弊などの弊害が表れている。
・本県においても、2040 年の推計人口が 107 万人となるなど人口減少が続いて
おり、依然として若者の流出に歯止めがかからない状況である。
・人口減少を食い止めるためには、地域の大学や企業などの地域の有効な資源
の特性を十分に把握・分析し、産学官が一体となって、人材育成や産業振興
等の施策を検討し、雇用の受け皿づくりを進めることが重要である。
・地方の国立大学においても、幅広い学問分野をカバーし総合的人材を育成し
てきたところであるが、今後は地元のニーズを踏まえた組織改革等を加速し、
それぞれの特長や強みをさらに強化する必要がある。
【愛媛県内の取組】
○「Citrus-based 健康新産業」の創出に向けた産学官連携による取組
・本県では、基幹産業の一つである柑橘産業の振興に取り組むため、
「愛媛県
果樹農業振興計画」を策定し、各種施策を展開している。
・愛媛大学では、平成 31 年度以降に新たな地域産業特化型センターとして、
「柑
橘産業イノベーションセンター」や農学部・農学研究科に「柑橘産業コース」
を新設し、柑橘産業の振興や専門人材の育成に取り組むこととしている。
・今後、愛媛大学等の地元大学や県内柑橘関連企業との産学官連携によりコン
ソーシアムを構築し、産業振興や人材育成に取り組み、かんきつ王国えひめ
の競争力強化を図ることとしている。
【実現後の効果】
◇ 地域産業の振興、専門人材育成の取組の推進により、柑橘産業の生産性が飛
躍的に高まり、地域の活力が向上するとともに、雇用が創出され、若者の地元
定着が促進される。
県担当部署：企画振興部 地域振興局 地域政策課
愛媛大学社会連携推進機構
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愛媛県の産学官連携に係る取組
「Citrus-based 健康新産業」の創出
生産、加工、流通にいたる愛媛県の柑橘産業の持続的発展のため、産学官
が協働して柑橘産業イノベーション拠点を形成し、柑橘産業の抱える技術的
および人的課題を解決し、ひいては日本の柑橘産業を牽引する。

みきゃんコンソーシアム（予定）
県外企業
わかもと製薬(株)
ロート製薬(株)
(株)ファイン
アピ(株)

産
えひめ飲料(株)
四国乳業(株)
カミ商事(株)
JA 等

農研機構

官
愛媛県農林水産研究所

学
愛媛大学
愛媛県立農業大学校
松山大学薬学部等
農業系高等学校

果樹研究センター・
みかん研究所

他産地公設試・
大学
海外一流大学

愛媛県産業技術研究所

食品産業技術センター

地域産業の振興と専門人材育成を一体的に推進
産業振興（研究開発）

専門人材育成

柑橘を利活用した新製品の開発による
「健康新産業」の創出

特色ある大学づくりに向けた改革

◇柑橘の機能性成分を利用した新製品，
新産業の創出
◇柑橘類周年供給のための新品種の作出
◇柑橘利用新製品生産のための起業支援
◇柑橘新産業団地の形成
⇒シトラスタウン構想
◇積極的海外展開，輸出促進による市場
の拡大
◇柑橘ツーリズムの推進

＜産学官連携による地域産業密着型教育コース，
研究センターの新設＞
（愛媛大学＋愛媛県果樹研究ｾﾝﾀｰ・農業大学校＋企
業等柑橘ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ）

◇愛媛大学農学部・農学研究科に
柑橘コースを新設
他に例のない
◇地域産業特化型研究センター
〝愛大方式〟
としての愛媛大学 「柑橘産業
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ」の新設
＜愛媛県の研究開発ノウハウを共有＞
◇国外からの著名研究者の招聘
（ﾌﾛﾘﾀﾞ大学，ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大学 等）
◇地域ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰと一体となった教育の展開，
地域産業の担い手の輩出
産業振興と地域活性化
のモデルケースに！

人生１００年時代のわが国の健康寿命延伸
に貢献する愛媛の柑橘！
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10 女性活躍を推進する取組の充実・強化について
【内閣府】
【提案・要望事項】

女性活躍の推進について全国的なムーブメントを創るとともに、地方の
実情に合わせて創意工夫して行う取組の充実・強化を図ること。
(1) 地域における女性活躍推進のための安定的な財源の確保等
・地域女性活躍推進交付金は単年度の制度であり、補助率が引き下げら
れるなど財源確保が不十分であることから、当該交付金の国庫負担率
10/10 への復元や地域の実情に合わせた独自施策展開を継続的に支援
する基金の創設など十分な財源を確保すること。
・さらに、女性活躍推進による地域経済の活性化を図り、地方公共団体
の主体的な取組を加速するためには、継続的な財政支援が必要である
ことから、安定的な財源を引き続き確保すること。
】
【現状と課題（背景・理由等）
・また、地域女性活躍推進交付金は新規事業が優先され、引き続き実施
ﾎﾟｲﾝﾄ、太文字)
○▲▲▲▲▲(ＭＳゴシック、13
する場合は拡充等が求められることから、継続的な施策展開が可能と
△△△（ＭＳゴシック、13
ﾎﾟｲﾝﾄ、標準文字）
なるよう柔軟な制度運用を実現すること。

(2) 女性活躍推進企業等への優遇制度の充実
・女性活躍を推進する企業等に対する税制優遇措置を創設すること。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○ 本県において、少子高齢化や生産年齢人口の減少が進む中、女性活躍の推進は
喫緊の課題であり、平成 27 年度に女性活躍推進法や本県の実情を踏まえ、女性
活躍推進計画を第２次愛媛県男女共同参画計画（中間改定）と一体的に策定し、
実効性のある施策を戦略的・継続的に推進することとしている。
○ 地域女性活躍推進交付金の交付率は、平成 25 年度（補正）10/10、平成 26 年
度（補正）8/10 から、平成 29 年度当初予算では 1/2 に引き下げられている。
【愛媛県内の取組】
○経営戦略として愛媛県版イクボス「ひめボス」を推進
本県では、地域や経済が持続的に成長するためには組織トップが働き方を変え
ていくのだという意思表明をし、経営戦略として働き方改革や女性活躍推進に取
り組むことが重要だと考え、愛媛県版イクボス「ひめボス」を推進している。組
織トップがひめボス宣言を行い、女性登用等の自主目標を設定するひめボス宣言
事業所は、平成 29 年度末現在 494 事業所となったが、さらに、平成 30～32 年度
までの３年間で、360 事業所の増加を目指す独自の政策目標を掲げて、その達成
に向け官民一体となった取組を推進している。
○えひめ女性活躍推進協議会の取組
平成 26 年８月に、県内経済団体等により「えひめ女性活躍推進協議会」が設
立され、
「行動宣言」の作成・公表が行われたほか、平成 27 年度には新たに６団
体参加（全 22 団体）など体制強化が図られており、行動宣言を構成団体に広く
浸透させ、具体的な取組に結び付けていくこととしている。
【実現後の効果】
◇ 女性活躍の推進に向けた全国的な気運の醸成
◇ 企業等を含めた地域ぐるみの女性活躍の推進
県担当部署：県民環境部 県民生活局 男女参画・県民協働課
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11 高校生等への修学支援について
【文部科学省】
【提案・要望事項】

(1)高等学校等就学支援金の加算の拡充等について
・低所得世帯の生徒への就学の機会を確保するため、私立高等学校に係る就
学支援金の更なる加算の拡充を確実かつ早期に実施すること。
・授業料保護者負担に係る私立高等学校と公立高等学校との格差を是正する
ため、加算措置限度額を引き上げること。

(2)私立中学校等授業料の負担軽減等のための支援制度の財源確保及び
適切な運用について
・私立中学生等のいる低所得世帯への支援制度については、十分な財源確保
に努めること。
・申請後に補助基準を変更するなど、現場の混乱を招く運用を行わないこと。
】
【現状と課題（背景・理由等）
国の高等学校等就学支援金制度では、全ての意志ある生徒が安心して教育を
受けられるよう就学支援金が支給されているが、私立高等学校等の生徒につい
ては、世帯所得に応じて支給額が加算され、平成26年度には低所得世帯への加
算が拡充されたものの、保護者の授業料負担は依然として残ったままである。
本県では、就学支援金の支給を受けても授業料負担が残る年収350万円程度
未満の低所得世帯の生徒に対して、県独自の授業料減免事業を実施し、実質無
償化を図っているが、教育分野における格差の是正は、国として取り組まなけ
ればならない喫緊の課題である。
昨年12月に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」に私立高等学校等
の授業料の実質無償化が盛り込まれたところであり、就学支援金の更なる加算
の拡充を確実かつ早期に実施するとともに、加算措置限度額（年収590万円程
度）についても引上げを行い、教育分野における格差の是正を図る必要がある。
一方、私立中学校等修学支援実証事業費補助金は、私立中学生等のいる年収
400万円程度未満の世帯の授業料の負担軽減を図るため、平成29年度に創設さ
れたものであるが、支援対象者の申請受付け後、国の予算不足により補助基準
が一方的に変更され、年度末になって不支給者が生じることとなった。
国においても相談窓口の設置等がなされたものの、事業主体である県は事後
対応に追われ、私立学校でも不支給者に対する説明に多大な労力を要したこと
などを踏まえ、今後は、十分な財源の確保と適切な制度運用が求められる。
【実現後の効果】
◇ 低所得世帯の私立高校生等の就学機会の確保
◇ 私立中学生等のいる低所得世帯の授業料の負担軽減
◇ 私立学校と公立学校の保護者の授業料負担の格差の是正
県担当部署：総務部 総務管理局 私学文書課
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12 教育の情報化の促進について
【文部科学省】
【提案・要望事項】

教育の情報化の促進
(1)国が策定する「第３期教育振興基本計画」
（平成 30～34 年度）等を踏まえた
教育の情報化を促進するため、ＩＣＴ環境の整備に対する補助制度を創設す
ること。
(2)授業や自宅学習に活用できる標準的なデジタル教材を提供するプラットフ
ォームを国において整備し、その普及を図るとともに、教職員のＩＣＴ活用
指導力を向上させるための研修プログラムの策定・実施に対する特段の措置
を講じること。
【現状と課題（背景・理由等）
】
○ 情報通信技術が目覚ましく進展する中、これまでに築きあげてきた教育環境
やノウハウを今後の教育活動に生かし、21 世紀にふさわしい学びと学校を創造
するためには、教育の情報化を一層推進する必要がある。
○ 愛媛県教育委員会では、県立学校におけるＩＣＴ環境の整備に積極的に取り
組んでいるが、全国と比較して低位にあり、その加速化が喫緊の課題となって
いる。
○ また、小中学校の設置者として、それぞれの教育方針と個々の実態に応じた
教育の情報化を推進することが求められている市町については、ＩＣＴ整備状
況に格差が見られる。
○ 教育の情報化を促進するためには、ＩＣＴ環境の整備が不可欠であり、国
が策定する「第３期教育振興基本計画」
（平成 30～34 年度）等を踏まえた整
備水準を達成できるよう、補助制度の創設を求める。
○ 併せて、授業や自宅学習に活用できる標準的なデジタル教材を提供するプ
ラットフォームを国において整備し、その普及を図るとともに、教職員のＩ
ＣＴ活用指導力を向上させるための研修プログラムの策定・実施に対する支
援が必要である。
【愛媛県内の取組】
○ 県立学校では、平成 27 年度から、ＩＣＴ教育推進事業として実践校２校に
タブレット端末や電子黒板等のＩＣＴ機器を整備し、学校現場におけるＩＣＴ
機器を用いた実証研究を実施するとともに、その成果の普及に努めている。
○ また、公立小中学校については、文部科学省からの通知等に基づき、機会を
捉えて整備を促しており、市町によっては電子黒板やタブレット端末等を効果
的に活用した学習活動が展開されている。
○ しかしながら、文部科学省が策定した「第２期教育振興計画」
（平成 25～29
年度）において目標水準とされている１学級あたり１台の電子黒板整備や無線
ＬＡＮ整備率 100％については、愛媛県及び県内各市町の財政状況では予算確
保が厳しく、達成困難な見通しである。
【実現後の効果】
◇ ＩＣＴ環境整備の加速化、目標水準の達成に向けた環境整備の一層の進捗
◇ 児童生徒への２１世紀にふさわしい学びの提供
県担当部署：教育委員会事務局 指導部 義務教育課・高校教育課
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13 公立学校施設整備事業の充実について
【文部科学省】
【提案・要望事項】

（1）長寿命化対策
・学校施設の長寿命化改良事業において、公立高等学校についても、公立小
中学校等施設と同様に補助対象とすること。
・公立小・中学校等施設を含め、対象を大規模改修に限定する要件を撤廃し、
計画的な部分的改修も対象とすることで、財政規模の小さな地方公共団体
でも長寿命化対策に対応できるようにすること。

（2）予算単価の引上げ
・実際の工事に要する経費と国交付金の算定基礎となる予算単価との間に乖
離があり、事業費に見合う額が交付されていないため、実情に合うよう予
算単価の引上げを図ること。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○ 学校施設は、児童・生徒が一日の大半を過ごす活動の場であるとともに、災
害発生時には地域住民の応急避難場所としての役割も果たしていることから、
耐震化完了後も、継続して施設の状況を把握し、機能維持と安全確保に努める
必要がある。
○ 学校施設の長寿命化改良に要する経費については、平成25年度に幼稚園や
小・中学校、特別支援学校を対象とする国庫補助制度が設けられたが、高等学
校は対象外であり、今後、多額の老朽化対策費用による県財政の圧迫が懸念さ
れることから、計画的に事業を推進するためには補助制度が必要である。
○ 併せて、現行制度では、原則として建物一棟全体（内部・外部共）を長寿命
化改良する全面的な工事が対象とされており、財政規模の小さな地方公共団体
でも対応できるよう、計画的に改修する部分的な工事も補助対象とすることを
求める。
○ また、公立学校施設整備事業において交付金の算定基礎となる予算単価につ
いては、資材費・労務費などの変動を考慮の上、適宜、改定が行われているが、
実際の工事に要する経費と予算単価に依然として乖離があり、事業費に見合う
額が交付されておらず、地方公共団体にとって実質的な超過負担となっている。
【実現後の効果】
◇ 地方自治体の負担軽減が図られることにより、長寿命化対策を含め、公立学校の施
設整備の一層の推進につながる。

県担当部署：教育委員会事務局 義務教育課・高校教育課
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Ⅲ 地域経済の活性化
《商工・観光》

14 地方の創意工夫を活かした自転車関連施策の
総合的な推進について
【国土交通省・国家公安委員会・警察庁】
【提案・要望事項】

地方の創意工夫による自転車関連施策の推進に対する支援
(1)地方の創意工夫を活かした自転車関連施策の推進に向けて、自転車関連予
算の総額確保や新たな財政支援制度の創設、規制緩和などの必要な措置を
講じること。
(2)本県独自の自転車施策をモデル事業と位置付けて全国展開を図るなど、自
転車関連予算の愛媛県への重点配分を行うこと。
【現状と課題（背景・理由等）
】
○ 平成 29 年５月に自転車活用推進法が施行され、国土交通省では、自転車活
用推進本部を設置し、自転車の活用を総合的、計画的に推進するための「自転
車活用推進計画」を策定することとしているほか、サイクルツーリズムの推進
についての取組方針が示され、各地方整備局と都道府県が連携したモデルルー
トの設定、行政や地域の関係者による協議会の設置等を実施することとしてい
る。
○ 愛媛県では、平成 23 年度から「健康」
、
「生きがい」
、
「友情」を育む「自転
車新文化」を提唱し、平成 24 年６月の愛媛マルゴト自転車道構想を打ち出し、
県全域にサイクリングコースを整備するほか、平成 25 年７月には自転車安全
利用促進条例の制定、平成 26 年には日本初の取組である供用中の高速道路を
使った国内最大規模の国際サイクリング大会「サイクリングしまなみ」を実施
するなど様々な施策を展開している。
○ 「サイクリングアイランド四国」の実現に向けて、四国一周サイクリングを
推進しており、平成 29 年 10 月に四国４県の担当課長による協議会を設立する
ほか、本県が先行して、四国一周達成者へ完走証や記念品を交付する新たな仕
組みを導入している。
○ 海外では、高齢者や女性、ファミリー層におけるスポーツサイクリングのツ
ールとして、世界的な基準（日本の規制よりも緩和された）の電動アシストス
ポーツサイクル「E-Bike」の人気が高まっており、今後、国内でも E-Bike の
普及が見込まれるが、世界的な基準と比較すると、市街地走行を中心に考えら
れており、スポーツ自転車としての良さが損なわれた仕様となっているため、
規制緩和が期待される。
【愛媛県内の取組】
○自転車県としてのブランド化
「サイクリストの聖地」しまなみ海道を核に、平成 26 年度から国際サイク
リング大会を定期的(２年毎)に開催しており、今年度は大規模大会（サイクリ
ングしまなみ 2018）を開催することとしている。
また、台湾「日月潭サイクリングロード」との姉妹自転車道協定の締結、し
まなみ海道自転車料金の無料化（期間限定）のほか、中国・四国・九州地方の
近隣県とのサイクリングによる広域連携に取り組んでいる。
○受入環境の整備
安全・安心なサイクリング環境を提供するため、ブルーラインの敷設をはじ
め、案内板や注意喚起ピクトの設置、民間事業者と連携したＷｉ-Ｆｉの整備、
休憩施設(サイクルオアシス)やサイクルトレイン等の二次交通体系の整備、滞
在コンテンツを活用したサイクルツーリズムの推進、サイクリングガイドの養
成等に取り組んでいる。
〇自転車利用の普及・浸透
広く県民に自転車に親しみ、楽しんでいただく「愛媛サイクリングの日」の
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創設をはじめ、アクティブシニアスポーツ自転車体験会、子供向けサイクルス
クール、女性サイクルユニットによる情報発信など、自転車を活用した新たな
ライフスタイルの普及・浸透に努めている。
また、電動アシストスポーツサイクルの利用により、高齢者や女性・ファミ
リー層が、本格的なライディングを手軽に楽しめ、スポーツサイクリングの層
の拡大や生きがいづくりに寄与するほか、海外からの誘客促進や交流人口の拡
大による地域活性化に資するため、電動アシストスポーツサイクルの普及につ
いて検討することとしている。
〇自転車の安全利用
県自転車安全利用促進条例の基本理念である「シェア・ザ・ロード」の精神
に基づき、
「思いやり 1.5ｍ運動」
、
「走ろう！車道運動」の啓発活動をはじめ、
ヘルメット着用の推進、自転車損害保険等への加入促進に努めている。
【実現後の効果】
◇ 交流人口の拡大による地域活性化
◇ 自転車を通じた県民の健康、生きがい、友情づくりの実現
県担当部署：企画振興部 政策企画局 自転車新文化推進課
土 木 部 道路都市局 道路建設課、道路維持課
○愛媛県が進める自転車新文化の全体像

しまなみ海道サイクリングロード
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伊予灘・佐田岬せとかぜ海道

15 地域中小企業応援ファンド及び農商工連携型
地域中小企業応援ファンドの拡充について
【経済産業省（中小企業庁）
】
【提案・要望事項】

地域中小企業応援ファンド及び農商工連携型地域中小企業応援ファンド
について、ファンドの実効性が確保されるよう地域の要望やニーズを踏ま
えた拡充措置を講ずること。
【現状と課題（背景・理由等）
】
〇 （公財）えひめ産業振興財団に設置している地域中小企業応援ファンド等は、
造成時から 10 年間を事業期間とし、第１期（Ｈ29.11 更新）
、第２期（Ｈ21.2
造成）
、第３期（Ｈ22.2 造成）の３ファンド・計 130.72 億円の運用益を活用し
て、創業支援や県内中小企業への資金助成等の事業を実施している。
〇 ファンド原資のうち 100 億円は、独立行政法人中小企業基盤整備機構から無
利子融資を受けており、平成 29 年 11 月に更新した第１期については、国から
示されたファンドの継続要件を満たすため、地方負担額のみを増額し、国：地
方＝７：３となった。
（第２期及び第３期は、国：地方＝８：２）
〇 今後償還時期を迎えるファンドについても、引き続き、県内中小企業の研究
開発や新商品展開を積極的に支援していく必要があることから、事業を継続す
るための財源（運用益）確保が不可欠である。
〇 平成 30、31 年度に償還時期を迎える第２期及び第３期については、第１期
更新時の地方の負担増やファンド事業を補完するための新たな取組みなどを
適正に評価のうえ、国の出資規模拡大や負担割合の見直しといった拡充措置を
要望する。
【愛媛県内の取組】
〇 県内における新規創業、中小企業等が行う研究開発や新商品展開等の事業へ
助成しており、実需創出による地域経済の活性化に大きく寄与している。

第１期（Ｈ29～Ｈ39）
（45.72 億円）
第２期（Ｈ20～Ｈ30）
（60 億円）
第３期（Ｈ21～Ｈ31）
（25 億円）
合計
（総額 130.72 億円）

採択件数
助成金額
231 件
525,481 千円
266 件
599,251 千円
71 件
231,936 千円
568 件
1,356,668 千円

助成の効果
売上増加高
雇用増加数

2,623,876 千円

1,153 人

27,941,280 千円

1,188 人

456,092 千円

52 人

31,021,248 千円

2,393 人

※平成 30 年３月 31 日現在。第１期の採択件数・助成金額・助成の効果は、更新前（Ｈ19～Ｈ29）のもの。

【実現後の効果】
◇ 創業の活性化、イノベーションの推進
◇ 新商品・新事業展開の活性化
◇ 中小企業者の研究・新商品開発の促進
県担当部署：経済労働部 産業支援局 産業創出課
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16 東京オリンピック・パラリンピックを契機とした
外国人観光客の地方への誘客促進について
外国人観光客の地方への誘客促進について
【国土交通省（観光庁）
・総務省】
【提案・要望事項】

（1）外国人観光客向け航空券と周遊パスのセット販売等の環境整備
・外国人観光客を広く全国に誘導するとともに、地方での周遊・滞在を促し、
地方経済の活性化に資するため、東京オリンピック・パラリンピック開催
に向けて、航空券と全国各地の周遊パスのセット販売等に向けた環境整備
を進めること。

（2）無料公衆無線 LAN の認証連携の進展に向けた支援
・外国人観光客が無料公衆無線 LAN を円滑に利用できる環境を整備するた
め、国で策定した認証連携に係る技術仕様（Web API 方式）の普及を図
るとともに、技術を採用する通信事業者等への支援策を講じること。
【現状と課題（背景・理由等）
】
○ゴールデンルート等への訪日外国人観光客の集中
訪日外国人観光客のコースは、東京－富士山・箱根－名古屋－京都・大阪と
いう、いわゆるゴールデンルートや北海道・沖縄に偏る傾向があり、昨今の訪
日外国人観光客の大幅な増加が地方に十分波及していない。
○航空機と周遊パスのセット販売の必要性
全国各地で、多様な交通事業者の参画のもと販売されている既存の各種周遊
パスと、航空券を組み合わせて販売することにより、周遊パスの認知度向上や
購入の動機づけ、利便性向上につながることから、外国人観光客の地方誘導と
周遊・滞在を促進するためには、航空券と周遊パスのセット販売等が有効であ
る。
○無料公衆無線 LAN の認証連携の必要性
本県では、平成 26 年８月、
「えひめ Free Wi-Fi」サービスを開始し、平成
29 年末には提供施設数が 1,600 箇所を超えているが、効果的にアクセスポイン
トを増やすため『民設民営』の手法を採用し、通信事業者のサービスをそのま
ま利用していることから、SSID を統一する反面、認証方式が事業者によって異
なる状況となっている。
このため、今後、事業者間の調整等を通じて、認証手続の一元化を検討する
とともに、他地域との認証連携を検討していく。
【実現後の効果】
◇ 地方への外国人観光客誘致による地域経済の活性化
県担当部署：経済労働部 観光交流局 国際交流課
企画振興部 政策企画局 情報政策課
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【外国人観光客の地方への誘客促進】
外国人観光客向け航空券と周遊パス
のセット販売による外国人観光客の
地方誘導と周遊・滞在の促進

TOHOKU HIGHWAY
BUS TICKET
しまなみ海道サイクリング

瀬戸内
エリアパス

JR 九州レールパス

競技会場
(関東)
関東)

愛媛

All Shikoku
Rail Pass

東京オリンピック・パラリンピックを目
的に、世界中から外国人観光客が来日

キャニオニング

【Web API 方式による連携の概要】
方式による連携の概要】
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道後温泉本館

17 炭素繊維等高機能素材を活用した
産業創出への支援について
【経済産業省・国土交通省】
【提案・要望事項】

炭素繊維等高機能素材を活用した産業創出に対する支援を行うこと。
(1) 県内企業の参入支援の拡充及び人材養成への支援の継続
(2) 船舶艤装品の炭素繊維強化プラスチック素材の適用拡大に
向けた国際海事機関への働きかけ
(3) 建築基準法に基づいた構造・耐火両面での迅速な個別大臣認定
】
【現状と課題（背景・理由等）
炭素繊維の世界最大の生産拠点である東レ愛媛工場や、帝人松山事業所、クラレ西
条事業所等、高機能素材メーカーが本県に立地していることを強みとしてとらえ、本
県では、高機能素材活用産業の創出にこれまで取り組んでいる。
今後更なる高機能素材活用産業の創出を図るためには、付加価値の高い製品開発テ
ーマの設定や、部品の成形・加工事業への参入支援の拡充、高機能素材を扱うことの
できる高度な知識・技能を持った技術人材の養成の継続、これらによって開発された
製品の新事業展開への支援が必要である。
特に新事業展開として有望な県内の主要産業である造船分野においては、平成 23
年の海洋汚染防止条約の改正により、平成 25 年以降に建造される総トン数 400 トン
以上の国際航海を行う船舶に対してＣＯ２排出量の規制が義務付けられており、船舶
艤装品へ炭素繊維強化プラスチック（CFRP）を活用すれば、軽量化による燃費向上に
よりＣＯ２排出量の削減が期待できる。現在、船舶に用いる素材に関しては、
「海上に
おける人命の安全のための国際条約」
（SOLAS 条約）などの国際条約に基づいて定めら
れている船舶安全法や鋼船規則の中で、「不燃性材料」や「鋼又は鋼と同等の材料」
等と規定されており、船舶艤装品に CFRP の適用は認められていないが、国際航行や
人命の安全を損なう危険性の低い部分から CFRP の適用の容認が必要である。
また、県内企業が CFRP を活用した県産材の建材を開発中であるが、事業化するに
は建築基準法に基づいた国土交通大臣の個別認定が必要である。

【愛媛県内の取組】
本県では県内企業による CFRP を活用した新製品・技術開発支援を実施し、
16 社が事業化に至り、既に 33 社が開発に着手しているほか、更に 26 社が事業
参入を検討しており、これらの企業の参入を促すための支援制度の拡充が求め
られている。また、ＣＦＲＰを活用できる加工技術人材養成を実施し、これま
でに 52 社 119 名が実習やセミナーに参加しているが、大手企業等との取引を
行うためには、さらに高度な設計や成形・加工のできる人材が必要とされる。
船舶艤装品及び建材については、県内企業が CFRP を用いた製品開発を進め
ているところであるが、そのうち、具体的な試作品ができている企業も出てき
ているため、CFRP の適用拡大が必要である。
【実現後の効果】
◇ ＣＯ２排出量の削減による地球温暖化防止への貢献
◇ 炭素繊維関連産業の創出による国内経済の活性化
県担当部署：経済労働部 産業支援局 産業創出課
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炭素繊維関連分野での県内企業等の取組状況
（１）県内企業の開発及び参入状況
○ＣＦＲＰを活用した新たな製品や部材を開発し製品化に至った企業（１３社）
業種
企業名
所在地
炭素繊維関連分野での取組み内容
樹脂
㈱コスモ精機
東温市
ダーツ用シャフトを開発・販売中
ウインテック㈱
東温市
不織布製品生産機械用ロールを開発・販売中
大型魚類向け重量選別機を開発・販売中
機械
㈱横崎製作所
東温市
真鯛向け重量選別機を開発・販売中
田中技研㈱
西条市
炭素繊維製成形用簡易自動機を開発・販売中
福祉
㈲愛トリノ
松山市
膝装具を開発・販売中
※非公表７社
○ＣＦＲＰの加工について事業化を達成した企業（３社）
業種
企業名
所在地
炭素繊維関連分野での取組み内容
樹脂
ヤマセイ㈱
松山市
ＣＦＲＰ切断加工技術の確立（バス用外装部品を開発中）
機械
㈲ホリエ
松山市
ウオータージェットによるＣＦＲＰ切断加工事業
※非公表 1 社
○ＣＦＲＰを活用した新たな製品や部材の加工技術等を開発中（３３社）
樹脂４社、造船４社、機械８社、繊維１社、福祉機器２社、木工１社、電気１社、
ゴム１社、製紙１社、その他１０社
○ＣＦＲＰの活用を検討している企業（２６社）
機械１１社、金属２社、紙１社、土木１社、電気１社、樹脂３社、化学１社、金型２社、
その他４社
○人材養成
実習・セミナー開催回数５５回、参加企業数５２社、参加人数１１９名
・成形実習
ＣＦＲＰ製品の材料設計や成形加工及び性能評価について、愛媛大学 Car-bon 工房や愛媛
県産業技術研究所の機器を活用して、企業の技術者向けの実習を開催
・加工実習
熱硬化性及び熱可塑性ＣＦＲＰについて、切断や穴あけ等の機械加工等に関する講座・実
習を中心に実施

（２）CFRP を利用した造船分野の製品開発状況
船舶の軽量化対策（ＣＯ２排出量削減対策）

○県内造船関連企業で試作したＣＦＲＰ製小型ハッチ

○今後開発が想定されるハッチカバー

※外航船に搭載して実証試験中

（３）CFRP を利用した建材の開発状況
現在開発中の建材

接合部位に CFRP を適用した試作品

主要構造部への利用は建築基準法による認定が必要
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18 四国遍路の世界遺産暫定一覧表への記載について
【文部科学省（文化庁）
】
【提案・要望事項】

「四国八十八箇所霊場と遍路道」の世界遺産暫定一覧表への記載
・四国が誇るべき「四国八十八箇所霊場と遍路道」は、四国４県と、関係市町村、大
学、霊場会、経済団体等が一体となって世界遺産登録に向けた取組みや気運の醸成
を図っており、国においても人類共通の遺産として将来にわたり保存・継承するた
め、世界遺産候補として暫定一覧表への追加記載を行うこと。
【現状と課題（背景・理由等）
】
四国遍路は、四国一円に広がる弘法大師空海ゆかりの八十八箇所霊場をめぐる全長
1,400km に及ぶ壮大な回遊型巡礼で、多様な宗教・思想を受容し発展させるという日本
固有の文化を体現するとともに、往古の修行や巡礼形態を現在に伝え、今なお人々を救
済し癒し続けているほか、
「お接待」に代表される生きた四国の文化がそれを支えてお
り、人類全体の文化資産として、世界文化遺産にふさわしいものと考えている。
平成 19 年に四国４県及び 58 市町村が共同で提案した「四国八十八箇所霊場と遍路
道」は、世界遺産暫定一覧表記載候補の中では最上位の「カテゴリーⅠａ」の評価を受
けており、平成 22 年には、産官学民が一体となって世界遺産登録に取り組むため、
「四
国八十八箇所霊場と遍路道」世界遺産登録推進協議会を設立した。
これまで、協議会内に４つの部会を立ち上げ、国から
示された課題を解決するための取組みを進め、平成 28
年８月には、４県知事や協議会会長、国会議員等が、文
化庁を訪れ、20 万人を超える署名と合わせ、暫定一覧
表への記載を求める提案書を提出したところである。
他方、国においては、世界遺産暫定一覧表の記載物件は減少しているものの、文化審
議会における調査・審議が平成 20 年以降行われておらず、追加記載に向けた手続きが
行われるか不透明な状況である。
【愛媛県内の取組】
○史跡 28 年 10 月指定 伊予遍路道〔仏木寺道（宇和島市）、横峰寺道（西条市）〕
29 年 10 月指定 伊予遍路道〔稲荷神社境内及び龍光寺境内（宇和島市）、横峰
寺境内、三角寺奥之院道(四国中央市)、仏木寺道※、横峰寺道
※〕※拡充
八幡浜街道笠置峠越(八幡浜市・西予市)
（西条市）
○名勝 29 年 10 月指定 星ヶ森（横峰寺石鎚山遥拝所）
【実現後の効果】
◇ 地域の住民にとって、四国遍路が地域の大きな「誇り」となり、人類共通の遺産と
して保護・保存し、次の世代にしっかりと継承していくための契機となる。
◇ 国内外へアピールできる観光資源としての魅力が向上し、四国への観光客の増加や、
観光消費に起因する所得や雇用の増加といった経済波及効果も期待できる。
県担当部署：スポーツ・文化部 文化局 まなび推進課
教育委員会事務局 管理部 文化財保護課
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【これまでの経緯】
H19：四国４県・関係 58 市町村が暫定一覧表記載候補として文化庁に共同提案
H20：文化審議会文化財分科会「生きている伝統を表す資産としての価値は高いものの、
資産の保護措置と普遍的価値の証明が課題」
H22：
「四国八十八箇所霊場と遍路道」世界遺産登録推進協議会設立
H25：推進協議会の中期目標設定：
「平成 28 年度中の世界遺産暫定一覧表記載」
H28：４県知事等が文化庁に暫定一覧表への記載を求める提案書を提出
H29：資産の保護措置の充実に向けた文化財保護計画を提出
「四国八十八箇所霊場と遍路道」の概要】
【

伊予遍路道【稲荷神社境内及び
龍光寺境内】
（宇和島市）

伊予遍路道【仏木寺道】
（宇和島市）

伊予遍路道【横峰寺境内】
（西条市）

伊予遍路道【横峰寺道】
（西条市）

星ヶ森〔横峰寺石鎚山遥拝所〕
（西条市）

伊予遍路道【三角寺奥之院道】
（四国中央市）
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八幡浜街道笠置峠越
(八幡浜市・西予市)

19 Ｇ20 労働雇用大臣会合開催成功に向けた
支援について
【総務省・外務省・厚生労働省・警察庁】
【提案・要望事項】

Ｇ20 労働雇用大臣会合の円滑な開催と成功に向けた支援
(1)大臣会合開催にあたり、開催地自治体が負担するとされている警備、消防、保
健・医療、環境整備等にかかる経費について、国の財政支援を行うこと。
(2)大臣会合の円滑な実施のため、国が責任を持って参加国や機関との連絡調整を
行うとともに、開催自治体との緊密な情報共有を図ること。
(3)要人の安全を確保し会合を成功させるため、サイバーテロを含むテロの未然防
止を図るとともに、開催地の警備体制構築や安全な環境整備を支援すること。
(4)様々なメディアを通じ、開催地の魅力を世界に向けて発信できるような機会を
設けるなど、大臣会合開催を通じた本県の魅力の海外発信に、特段の配慮を行
うこと。

【現状と課題（背景・理由等）
】
○Ｇ20大臣会合開催に伴う開催自治体費用負担軽減
2016年のＧ７サミットや関係閣僚会合開催時、万一に備え、警備、消防、救急、医
療の体制構築など、開催自治体の負担が大きく、その軽減が必要である。

○大臣会合開催に伴う参加国・機関等との連絡調整
参加国や機関が多くその連絡調整には多大な手間を要することから、円滑かつ着実
に準備を行い、会合を成功に結び付けるには、国を主体とした関係先との緊密な連絡
体系構築や情報共有が不可欠である。

○テロの未然防止と警備体制構築、安全環境整備
国内初のＧ20会合であり、本県にとってもこれまで経験のない大規模でハイレベル
な国際会議となるため、安全確保は最重要の課題であり、適切な警備や環境整備の実
施が必要となる。

○愛媛の魅力の世界への発信
来県者に本県の自然や伝統・文化、食、おもてなしの心を体感いただくとともに、
会議開催を通じ、本県の魅力を世界に広く伝える必要がある。

【実現後の効果】
◇ Ｇ20 労働雇用大臣会合の成功と愛媛県の魅力の海外への発信

県担当部署：経済労働部 観光交流局 国際交流課
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サミット開催都市一覧
No

2
0
1
9
年
G
2
0

サミット関連実施会合

1 財務大臣・中央銀行総裁会議

福岡県福岡市

2 労働雇用大臣会合

愛媛県松山市

3 観光大臣会合

北海道倶知安町

4 農業大臣会合

新潟県新潟市

5 貿易・デジタル経済大臣会合

茨城県つくば市

6

（

G
7

ッ

伊
勢
志
摩
サ
ミ

）

ト

7 保健大臣会合

岡山県岡山市

8 外務大臣会合

愛知県

9 首脳会議

大阪府大阪市

ッ

洞
爺
湖
サ
ミ
ト

サミット関連実施会合

都市名

6月28日～29
日

会場

4月10日～11
日
4月23日～24
日
4月29日～30
日
5月13日～15
日
5月15日～16
日
5月15日～17
日

広島市南区

2 農業大臣会合

新潟市中央区

3 情報通信大臣会合

香川県高松市

4 教育大臣会合

岡山県倉敷市

5 環境大臣会合

富山市

6 科学技術大臣会合

茨城県つくば市

7 エネルギー大臣会合

北九州市小倉北区 5月1日～2日

8 財務大臣会合

仙台市太白区

9 首脳会議

三重県伊勢市

10 保健大臣会合

神戸市中央区

11 交通大臣会合

長野県軽井沢町

サミット関連実施会合

都市名

インテックス大阪

会期

1 外務大臣会合

No

2
0
0
8
年

会期

持続可能な成長のためのエネルギー転換と地
長野県軽井沢町
球環境に関する関係閣僚会合

No

2
0
1
6
年

都市名

5月20日～21
日
5月26日～27
日
9月11日～12
日
9月24日～25
日

会場

グランドプリンスホテル広島
朱鷺メッセ
かがわ国際会議場
倉敷アイビースクエア
富山国際会議場
つくば国際会議場
リーガロイヤルホテル小倉
ホテル佐勘
志摩観光ホテル
神戸ポートピアホテル
軽井沢プリンスホテル

会期

会場

1 開発大臣会合

東京都

4月5日

外務省三田共用会議所

2 労働大臣会合

新潟市

5月11日

朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）

3 環境大臣会合

神戸市

5月24日

神戸ポートピアホテル

4 エネルギー大臣会合

青森県青森市

6月7日

ホテル青森

5 司法・内務大臣会議

東京都

6月11日

ウェスティンホテル東京

6 財務大臣会合

大阪市

6月13日

大阪府立国際会議場（グランキューブ大
阪）

7 科学技術大臣会合

沖縄県名護市

6月15日

万国津梁館

8 外務大臣会合

京都市

6月26日

京都迎賓館

9 首脳会議

北海道洞爺湖町

7月7日

ウィンザー洞爺
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20 国の創業支援施策の拡充について
【経済産業省（中小企業庁）
】
【提案・要望事項】

地域経済の新陳代謝を図る創業を促進させるため、市町のみならず、県
と密接に連携して、創業補助金等、国の創業支援施策を拡充すること。
】
【現状と課題（背景・理由等）
人口減少社会において、地域経済の新陳代謝を図るためには、地域に根差し
た創業の促進など、地域経済を牽引する成長企業の発掘・育成が不可欠である。
このような中、国においては、日本再興戦略で、開業率・廃業率が米国・英
国レベル（10%台）になることを目標に掲げ、産業競争力強化法に基づく創業
支援事業計画による創業支援体制整備の推進に取り組まれてきたが、国の創業
補助金に係る予算は縮減傾向にある。
創業機運を上昇させ、創業を促進するためには、市町のみならず、制度への
関与も含め、県と密接に連携しながら役割分担をしつつ、多くの人々が地域を
問わず、創業し易い環境を整えることが重要であり、創業時の資金ニーズに適
切に対応した創業補助金や、市区町村と創業支援事業者（認定支援機関等）が
行う創業支援事業など国の創業支援施策の拡充が必要不可欠である。
【愛媛県内の取組】
創業補助金のほか、えひめ中小企業応援ファンド助成事業により、創業時の
初期的経費を助成し、地域経済の活性化に大きく寄与している。
（創業補助金に係る応募・採択状況）

25 年度補正

26 年度補正

27 年度当初

28 年度当初

29 年度当初

応募件数

9,242

2,984

1,170

2,983

739

採択件数

3,124

1,669

775

143

109

応募件数

87

－
（不明）

－
（不明）

37

4

採択件数

30

17

5

3

1

国予算

全国

本県

【実現後の効果】
◇ 地域の特性を活かした創業の活性化、イノベーションの推進
◇ 地域経済の活性化

県担当部署：経済労働部 産業支援局 産業創出課
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21 外国人技能実習の適正化及び円滑化を図る
ための施策の拡充について
【厚生労働省・経済産業省（中小企業庁）
】
【提案・要望事項】

技能実習の適正化及び円滑化を図るための施策の拡充を行うこと。
(1)受入組合等による優良な送出機関の開拓活動や実習生への日本語教育
等、技能実習の適正化及び円滑化並びに実習生の失踪防止につながる取
組への支援を拡充すること。
(2)受入組合への研修や技能講習での言語サポート等、ニーズを踏まえて中
小企業団体中央会等が技能実習の適正化に取り組めるよう支援を拡充
すること。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○背景（不適切な受入れや技能実習生の失踪等の社会問題化、送出国の多様化）
全国的に技能実習生の不適切な受入れや失踪等が問題となっており、監理団
体となる受入組合や実習を実施する企業における法令順守などの適正化や、実
習生への日本語教育などによる円滑化への取組を強化していく必要がある。
一方、中国の人件費高騰等の影響により、送出国の多様化が進む中、受入組
合における優良な送出機関の開拓の重要性が増している。
○技能実習制度の見直し
技能実習制度については、平成２９年１１月に「外国人の技能実習の適正な
実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行し、国による管理監督体制の
強化に加えて、優良な受入組合等には受入可能期間や人数の拡大が認められる
など制度拡充も行われ、受入や実習の適正化が一層求められている。
○本県の現状
本県では、県中小企業団体中央会や「県外国人技能実習生受入組合協議会」
において、受入組合への研修や技能実習生への講習を行うとともに、実習生送
出し国との関係構築に積極的に取り組んでおり、県も助成等により支援してい
る。また、一部の受入組合等では、日常的な実習生への日本語教育などに取り
組んでいるものの、費用負担等の問題から限定的である。また、実習生が危険・
有害な業務を行う場合に受講が必要な技能講習などで、言葉の壁が弊害になり、
通訳の派遣やテキストの翻訳などの言語のサポートが必要な状況にある。
○施策拡充及び地域における取組支援の必要性
技能実習の適切化・円滑化や実習生の失踪防止を図るためには、制度を所管
する国において、受入組合や実習実施企業への指導監督に合わせ、中小企業団
体中央会等の地域の指導機関への支援や組合等の主体的な取組を支援してい
くことが重要である。
【実現後の効果】
◇ 技能実習の適正化や実習生の保護など制度の適正運営、実習生の失踪防止
◇ 実習生のスキルアップ、企業における生産性の向上
◇ 本制度の活用拡大、送出国からの信頼獲得
県担当部署：経済労働部 産業支援局 経営支援課
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22 利用しやすい有料道路料金の実現について
【国土交通省】
【提案・要望事項】

（1）無料区間を介在する有料高速道路相互間の乗り継ぎ制度等を導入する
こと。
（2）瀬戸内しまなみ海道における自転車通行料金の恒久的な無料化を実現
すること。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○無料区間を介在する高速道路ネットワークの利用における不利益の発生
現行の料金制度では、高速道路のネットワークの中に、本州四国連絡道路や
一部の一般有料道路を介在して連続通行する場合は、高速道路の利用を１回と
見なし、長距離逓減も継続して適用されることとなっているが、松山自動車道
には、大洲道路（無料の自動車専用道路）が介在するため、西予宇和～大洲北
只間は独立した区間として扱われ、連続走行した場合でもターミナルチャージ
が２回必要となるほか、長距離逓減割引が適用されない。
○瀬戸内しまなみ海道の自転車通行料金の無料化が期間限定
瀬戸内しまなみ海道の自転車通行料金の無料化は、本四高速㈱が、国土交通
省及び(独)日本高速道路保有・債務返済機構に事前届出をする期間限定の企画
割引で実施している。
通行料金が無料となったことにより、料金の支払いに伴う一旦停止が不要と
なり、安全で快適なサイクリングが気軽にでき、瀬戸内の絶景が楽しめること
も相まって、国内外から多くのサイクリストが高速道路などを利用して訪れ、
沿線の観光施設等は大変にぎわっている。
通行料金が無料となったことを契機に初めて訪れたサイクリストも多く、そ
の魅力に感動した多くの方々から、恒久的な無料化を望む声が多く寄せられて
いる。
【愛媛・広島の連携した取組】
○「サイクリストの聖地：瀬戸内しまなみ海道」の国内外へのＰＲ
瀬戸内しまなみ海道のすばらしさを国内外へ伝えるため、自転車王国台湾の
日月潭サイクリングロードと「姉妹自転車道協定」を締結、また、しまなみ海
道を舞台とした国際サイクリング大会を実施することにより世界中に「サイク
リストの聖地：瀬戸内しまなみ海道」を宣伝ＰＲ。
【実現後の効果】
◇ 利用者重視の料金制度の確立
◇ サイクリングを中心とした観光需要の更なる増大と本線交通量の増加
県担当部署：土木部 道路都市局 道路建設課
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23 産業人材の育成支援の強化について
【厚生労働省・国土交通省】
【提案・要望事項】

生産年齢人口の減少や若者の県外流出等による人手不足が深刻化して
いるため、産業人材の確保・育成・定着等に係る支援の強化を図ること。
「地域創生人材育成事業」の継続実施について
（1）
標記事業は、本県を含め既に実施済の都道府県は実施主体としないとさ
れているが、地域産業の人材育成に貢献しており、これを見直すこと。

（2）造船業における人材育成支援の強化について
海上技術安全研究所（国土交通省所管）に係る地方移転要望により、
「今
治地域造船技術センター」を拠点とした人材の確保・定着等に向けた研修
機能強化の技術的支援を受けているが、より一層の支援策を講じること。
①同センターが行う教育訓練に対し、技術的支援や財政的支援を行うこと。
②教育訓練の実施に必要な施設・機器整備等に対し財政的支援を行うこと。
【現状と課題（背景・理由等）
】
○生産年齢人口の減少
本県の生産年齢人口（15～64 歳）は、平成 27 年には 78 万人（ピーク：昭和
60 年の 101 万人）となり、今後も減少が続くと見込まれている。
こうした中、企業においては人手不足が深刻化しており、地域経済の活力の
維持のためには、産業人材の確保・育成・定着対策が急務となっている。
【愛媛県内の取組】
○地域創生人材育成事業の活用
人手不足に対応し、産業人材の育成・確保・定着と生産性の向上を目的に、
今治地域の造船業、東予地域のプラントメンテナンス業、松山地域の情報サー
ビス産業、県下の宿泊・飲食サービス業を対象に、地域創生人材育成事業（平
成 28～30 年度）に取り組み、特に造船業をはじめ、ものづくり産業において、
教育訓練プログラム体系の確立、職場定着や生産性の向上に成果を挙げている。
○今治地域造船技術センターにおける人材育成
・ 今治地域の造船関連企業が連携して平成 17 年に今治地域造船技術センタ
ーを設立し、業界挙げて造船業従事者の教育訓練、技能継承等を行っている。
なお、同様の施設は国内に６カ所（今治,横浜,相生,因島,大分,長崎）ある。
・ 同センターに対し、地元今治市の支援に加え、県では、地域創生人材育成
事業を活用し、同センターにおける研修プログラムを開発するなど、地方自
治体も支援に努めている。
・ また、国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所（海上技術安全研
究所）の当地域への移転を要望した結果、技術的支援を得ているところ。
【実現後の効果】
◇ 地域の基幹産業の担い手の育成は、人口減少が著しい地方にとって喫緊の課
題であり、地域創生人材育成事業の継続は、地域経済の活力の維持、発展に繋
がるとともに、我が国の経済の持続的な発展に繋がる。
◇ 今治地域造船技術センターの取組みをモデルとし、他の造船人材育成機関へ
波及させることで、我が国の主要産業である造船業の技術力・生産性の向上と
国際競争力の維持、強化に繋がる。
県担当部署：経済労働部 産業雇用局 労政雇用課
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24 中小企業の事業承継に関する支援の充実について
【経済産業省（中小企業庁）
】
【提案・要望事項】

中小企業経営者の高齢化が進む中、事業承継の一層の促進を図るため、
事業承継・世代交代集中支援事業を継続的に実施するとともに、その資
金供給の円滑化を図る観点から、保証要件の緩和等により支援内容を充
実させること。
（1）事業承継・世代交代集中支援事業の安定的・継続的な実施
（2）事業承継に係る特例保証の要件の緩和
（3）事業承継に係る特例保証の保証料率の引き下げ
】
【現状と課題（背景・理由等）
○現状
中小企業・小規模企業者の経営者の高齢化が進む中、地域の事業を次世代に引
き継ぎ、事業承継を契機に経営革新等に積極的にチャレンジしやすい環境を整備
するため、国では、今後 10 年を集中期間と位置づけ、事業承継税制を拡充する
とともに、経営者の気づきの促進から承継、第二創業までシームレスな支援を行
うこととしている。
そのような中、平成 29 年度補正予算では、
「事業承継・世代交代集中支援事業
（50 億円）
」を計上し、ニーズの掘り起しと専門家による個別支援を行う「プッ
シュ型事業承継支援高度化事業」や「事業承継補助金」を実施することとされた。
また、信用補完制度の見直しでは、これまでの「経営承継関連保証」に加え、
後継者個人による株式購入費用等に対応した「特定経営承継関連保証」が平成 30
年度に創設され、事業承継時の資金ニーズにきめ細かく対応することとされた。
○課題
・事業承継支援は、成果に至るまで長期間を要するため、安定的かつ継続的な
事業承継・世代交代集中支援事業の実施が求められる。
・経営承継関連保証等の対象者が限定的であり、これから承継に取り組む経営
者で経営者の交代が発生していない場合は対象外となる。
・また、上記保証の保証料率が一般的な保証と同等(0.45％～1.90％)であり、
経営者が事業承継を行う利点を感じられない。
【愛媛県内の取組】
○事業承継等に係る資金の保証料を補助（平成 29 年度～平成 33 年度）
県内の創業促進や事業承継を支援するため、必要な資金を借り入れる際の保証
料を県が全額補助している。
○県制度の事業承継支援に係る資金の融資対象者
県では、国の経営承継関連保証の対象者に加え、これから事業承継に取り組む
事業者も加えている。
【実現後の効果】
◇ 円滑な世代交代・事業承継を促し、地域経済の維持・発展につなげる。
県担当部署：経済労働部 産業支援局 経営支援課
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Ⅲ 地域経済の活性化
《農林水産業》

25 高病原性鳥インフルエンザ等の
防疫体制強化について
【農林水産省】
【提案・要望事項】

四国で初めて隣県の香川県で発生し、本県での発生も危惧される高病原性
鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の防疫体制の強化対策を講じること。
（1）家畜伝染病の国内への侵入・まん延防止に係る支援制度の継続強化
・高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫等の家畜伝染病の国内への侵入・まん
延防止を図るため、国の支援制度の継続と必要な予算措置を講じること。
・また、発生時に迅速に対応できるよう、国においても、防疫資材の備蓄機
能の拡充と防疫作業の動員体制を強化するとともに、発生後の生産者支援
を拡充すること。

（2）家畜保健衛生所の機能強化に対する支援の拡充
・家畜伝染病の防疫拠点である家畜保健衛生所の機能強化に必要な予算を確
保するとともに、補助対象を拡充すること。
【現状と課題（背景・理由等）
】
○ 本県では、今治市への獣医学部の開設を契機に、愛媛県のみならず四国全体
への獣医師定着を図るとともに、防疫体制の充実に向けて各分野で積極的に連
携したいと考えている。このような中、平成 30 年１月に香川県で高病原性鳥
インフルエンザが発生し、同年３月には韓国で口蹄疫が発生するなど、家畜伝
染病の発生が身近に迫っている状況にある。家畜伝染病が発生した場合の被害
は甚大なものとなるため、予防に努めるとともに、迅速・的確な初動対応によ
りまん延を防止する必要がある。
○ 国では、年々増加する訪日外国人旅行者に対応し、全国の主要な空海港にお
いて輸入検疫等による水際対策を実施しているが、本県では、国際チャーター
船がそれ以外の港へ寄港するなど、更なる水際対策の強化が求められている。
○ 本県では、高病原性鳥インフルエンザの発生に備えて、10 万羽規模の発生に
対応した 24 時間の防疫作業に必要な資機材を備蓄するとともに、全庁的な動
員者名簿を整備しているが、それ以上の対応は保管能力等から限界がある。
○ 家畜伝染病発生農場の糞尿は、無害化処理（たい肥化等）が完了した時点で
農場外へ持出しが可能となるが、現実的に流通は困難であり、家畜の死体も無
害化処理（３年間埋却）後に、住民要請により掘り起こし焼却した事例がある。
これら無害化処理されたたい肥や死体の処分は原則農場が全額負担すること
になっており、発生農家の円滑な経営再建の妨げとなっている。
○ 家畜伝染病の発生に際し迅速かつ的確な活動を行う防疫拠点として、家畜保
健衛生所の機能を強化する必要があるが、現在、消費・安全対策交付金の補助
対象は、高度バイオセキュリティ対応施設の整備等に限られ、施設全体の整備
は対象外となっている。
【実現後の効果】
◇ 家畜伝染病対策の継続・拡充により、発生予防対策やまん延防止対策が一層
強化されるとともに、発生農場では円滑な経営再開に繋がることが期待。
◇ 家畜保健衛生所の機能強化により、家畜伝染病のほか生産性を低下させる慢
性疾病対策が充実・強化されることで、地域での家畜衛生レベルの向上が期待。
県担当部署：農林水産部 農業振興局 畜産課
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○主な国の平成 30 年度家畜衛生関連予算
（単位：億円）

事業名

事業内容

家畜伝染病予防費
家畜衛生等総合対策

30 当初

29 当初

32

32

55

55

9

9

6

6

20

19

9

8

○口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の伝染
性疾病の発生予防及びまん延防止
○家畜の慢性性疾病等の発生予防・まん延防止
○地域における産業動物獣医師の育成・確保

牛疾病検査円滑化推 ○死亡牛 BSE 検査の適切な実施による BSE 対策の
進対策事業

有効性の確認等

家畜生産農場清浄化 ○家畜の伝染性疾病の清浄化・発生予防に向けた
支援対策事業

農場指導やとう汰等の取組を支援

消費・安全対策交付金

○家保機器整備、防疫演習、農場バイオセキュリ
ティの向上等を支援

動物検疫所の検疫事 ○海外からの家畜の伝染性疾病の侵入を防止す
業費

るための動物検疫体制の充実強化

○家畜伝染病予防費の概要（抜粋）
（法令根拠：家畜伝染病予防法）
該当条文
１.第５８条

２.第５９条

３.第６０条

内容

国の負担率

交付先

①口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の患畜の殺処分手当金

評価額の 1/3

②ブルセラ病、結核病等の患畜の殺処分手当金

評価額の 4/5

③疑似患畜の殺処分手当金

評価額の 4/5

④検査等の事故畜（死亡畜）に対する手当金

評価額の 10/10

個人

⑤焼却又は埋却した物品に対する手当金

評価額の 4/5

(所有者)

⑥患畜に対する特別手当金(①とセットで 10/10)

評価額の 2/3

⑦疑似患畜に対する特別手当金(③とセットで 10/10)

評価額の 1/5

⑧焼却又は埋却した物品に対する特別手当金（⑤とセットで 10/10）

評価額の 1/5

①殺処分した家畜の死体の焼却又は埋却費用

1/2

個人

②汚染物品の焼却又は埋却に要した費用

1/2

(所有者)

①家畜防疫員旅費

10/10

②評価人の手当及び旅費

10/10

③雇入獣医師手当

10/10

④動生剤の購入費又は製造費

1/2

⑤農林水産大臣の指定する薬品の購入費

10/10

⑥農林水産大臣の指定する衛生資材の購入費等

1/2

⑦農林水産大臣の指定する消毒に要した費用

1/2

⑧農林水産大臣の指定する焼却、埋却に要した費用

1/2

⑨移動制限等に起因する売上減少額又は費用の増加額に相当する負担

1/2
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都道府県

26 農林水産物の輸出促進及び国際競争力強化について
【農林水産省（水産庁）
・文部科学省】
【提案・要望事項】

農林水産物の輸出における障壁や国際競争力強化への対策を講じること。
（1）台湾におけるかんきつに係る残留農薬基準値の設定

・台湾では残留農薬基準値が未設定又は日本よりも厳しい値のため、かんき
つ輸出の大きな障壁となっており、日本で一般的に使用され栽培管理上必
要な農薬について、残留農薬基準値の設定を働きかけること。

（2）各国への輸出規制の改善及びかんきつ類輸入禁止国の輸出解禁

・愛媛県産農林水産物の円滑な輸出の推進のため、各国の検疫や残留農薬基
準、放射性物質検査証添付等、輸出規制の改善に向けて働きかけること。
・マレーシアに対して輸入許可の対象に中晩柑類も加えるよう働きかけること。
・中国、ベトナム等かんきつ輸入禁止国への輸出の早期解禁を実現すること。

（3）ＧＡＰ認証の取得支援

・国際水準のＧＡＰ認証が農産物の更なる輸出拡大において重要視されてい
る中、初年度の認証経費のみを手当てする農水省の補助事業に加え、複数
年の更新に要する審査費、分析経費、施設維持費を助成の対象とする制度
を設けること。

】
【現状と課題（背景・理由等）
○日本産かんきつの台湾向け輸出の現状と課題
日本と台湾の残留農薬基準が異なるため、主要な輸出先である台湾において、日本
の基準をクリアしたかんきつが、残留農薬検査で不合格となり廃棄処分となる事例が
多く発生しており、本県産を含め日本産かんきつの輸出は停滞している。
検査不合格となった農薬は、国内で一般的に使用されているものの、台湾ではかん
きつの基準値が未設定の農薬であり、早急に台湾で該当農薬の基準が設定されなけれ
ば、今後も同様の問題が頻発し、台湾への輸出量の減少、ひいては日本産かんきつ全
体の信用低下が懸念される。

○各国への農林水産物の輸出の現状
愛媛県では、将来の国内市場縮小を見据え、東アジア等への市場開拓に取り組んで
いる。しかし、かんきつ類の輸出では、タイやニュージーランドで二国間協議による
園地指定などの条件が付されているほか、中国、ベトナム等では輸出が原則禁止、マ
レーシアでは温州みかん以外のかんきつの輸出が禁止されており、水産物においても、
中国、台湾、韓国等では科学的根拠に基づかないまま輸入規制措置を継続している。

○ＧＡＰ認証の取得支援
国際水準のＧＡＰ認証の取得は農産物輸出時の優先取引が期待されるが、県内の認
証取得数は８件にとどまっている。将来の担い手に国際水準ＧＡＰの必要性を認識さ
せることは認証取得数の増加につながるため、農業高校、農業大学校等の教育機関、
将来の独立した生産者を雇用する農業法人において国際水準ＧＡＰ認証を取得する
ことが効果的であるが、認証の更新に要する審査費、分析経費、施設維持費が高額で
あり、継続的なＧＡＰ認証取得のネックとなっている。

○愛媛県、政府の取組
愛媛県では、台湾へのかんきつ輸出に際し、自主検査の実施や代替薬剤の検討、基
準を満たすモデル防除実証試験を実施している。
政府においては、台湾当局に対し、残留農薬基準の追加設定について、優先度の高
いものから残留農薬基準値の設定を行うよう要請するとともに、諸外国へインポート
トレランス申請を行う農薬メーカーを支援しており、29 年 3 月にジノテフラン（柑桔
類）1.0ppm が設定されるなど一部で基準値設定が実現している。
また、国際水準のＧＡＰ認証について教育機関、農業法人等の取得機運の醸成と加
速化を喫緊の課題ととらえ、指導人材の育成や、先進農家による取得（＝点の取組の
創出）と波及（＝面への働きかけ）に向けて取組んでいる。

【実現後の効果】
◇ 県産農林水産物の輸出事業が安定し、需要が拡大することで、国内外での価格形成
力がより高まり、産地の活性化が期待できる。
◇ 国際水準ＧＡＰの認証の取得が広がることにより、海外で優先的に選ばれる食材供
給産地「えひめ」の育成が実現できる。

県担当部署：農林水産部農政企画局ブランド戦略課、水産局漁政課、
農業振興局農産園芸課、教育委員会事務局指導部高校教育課
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台湾残留農薬検査不合格件数（2014～2017かんきつ類）
残留農薬基準（ppm）
産地

品種

検出農薬

件数

日本

2014
～
2017

徳島 14
高知 13
愛媛 12
福岡 9
鹿児島 5
和歌山 5
佐賀 5
長崎 4
大分 2
宮崎 2
熊本 2
他2県

温州 53
ゆず 11
金柑 5
すだち 2
かぼす 1
デコポン 1
はれひめ 1
黄金柑 1

備考

台湾

その他
かんきつ

みかん
ジノテフラン

34

2

10

1

シラフルオフェン

17

0.2

3

0.01

トルフェンピラド
プロシミドン
フェントエート
ボスカリド
イプロジオン
エチプロール
エトフェンプロクス
メチダチオン

12
9
5
4
3
1
1
1

0.1
1
0.1
1
10
0.1
2
5

3
0.5
5
10
10
0.7
5
5

0.5
0.5
0.2
5
0.01
0.01
0.02
1

2017年3月台湾基準修正

2016年7月台湾基準改正
2015年8月台湾基準改正
2015年2月台湾基準改正
2016年7月台湾基準改正

注）一度に複数の農薬が不合格となる場合があるため、産地毎の計と農薬毎の計が一致しない。

水産物を輸出する場合の輸入規制等（例）
国・地域

規制内容

産地証明書等発行機関

韓

国

輸入停止：８県（福島、宮城、岩手、青森、群馬、栃木、 水産庁及び一部の道県
茨城、千葉）
産地証明等：８県（北海道、東京、神奈川、愛知、三重、 ※放射性物質検査は指定の検査
愛媛、熊本、鹿児島）
機関

中

国

輸入停止：10都県（福島、群馬、栃木、茨城、宮城、新
潟、長野、埼玉、東京、千葉）
産地証明等：その他道府県（含む愛媛）

湾

輸入停止：５県（福島、茨城、栃木、群馬、千葉）
産地証明等：４都県（岩手、宮城、東京、愛媛）

台

水産庁及び一部の道県
※放射性物質検査は登録検査機
関又は都道府県の検査機関
水産庁、一部の道県及び一部の商
工会議所
※放射性物質検査は指定の検査
機関

愛媛県内の生産者におけるグローバルＧＡＰ認証取得概況
生産者

最初の認証(年度)

作物名

備考

(農)（株）ミヤモトオレンジ
ガーデン

Ｈ２７

かんきつ

自助努力で県内初取得
同園ではＡＳＩＡＧＡＰも取得

（株）フジファーム

Ｈ２７

キャベツ・かぼ
ちゃ

県による取得指導

真穴共選の生産者１名

Ｈ２９

温州みかん

県による取得指導

（農）（有）ワールドファー
マーズ

Ｈ２９

米

県による取得指導

（株）テレファーム

Ｈ２９

野菜（各種）

自助努力で取得

（株）パーソナルアシスタン
ト青空

Ｈ２９

米

自助努力で取得

○Ｈ３０年度末までに、新たに農業法人等の４者が認証を取得する見込み。県による取得指導を継続。
○県版ＧＡＰを県特別栽培農産物等認証制度の中で創設し、国のＧＡＰガイドライン準拠させ、国際水準ＧＡＰへ
のステップアップ等、潜在的な取組みの掘り起こしに資する。

愛媛県内の教育機関におけるグローバルＧＡＰ認証取得（見込み） 概況
学校名

作物名

審査時期

備考

丹原高等学校

Ｈ３０.７月（予定）

ぶどう

伊予農業高等学校

Ｈ３０.９月（予定）

米

同校ではＪＧＡＰを取得済み

川之石高等学校

Ｈ３０.３月

清見タンゴー
ル・ポンカン・
不知火

Ｈ30.4.25取得

南宇和高等学校

Ｈ３０.３月

河内晩柑・甘夏

Ｈ30.4.17取得

愛媛県立農業大学校

Ｈ３０．12月（予定）

愛媛果試第28号

学生主導での取得を目指す
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27 強いえひめ農業を支える基盤整備の推進について
【財務省・農林水産省】
【提案・要望事項】

本県における農地の大区画化・汎用化や農業水利施設の保全を推進する
ため当初予算の確保を行うとともに、国営事業の推進を図ること。
（1）農業農村整備事業予算の当初予算での総額確保と、強いえひめ農業を
支える基盤整備の推進に必要な予算の本県への重点配分
「道前平野地区」など国営事業３地区の推進
（2）
（3）貴重な水源であるため池の老朽化対策・耐震対策の推進
【現状と課題（背景・理由等）
】
○ 本県に対する国からの農業農村整備事業予算配分は依然として厳しい状況
にあり、限られた予算の中での事業実施を余儀なくされているため、地元の整
備要望に十分応えられておらず、このままでは強いえひめ農業を支える基盤整
備の立ち遅れが懸念される。また、農地の大区画化・汎用化や農業水利施設の
保全を推進するためには、新たに創設された農地中間管理機構関連農地整備事
業等の予算確保が不可欠となっている。
○国営事業３地区の推進
・
「道前平野地区」は、県内水田面積の約 20％を占める主要な農業生産地域で
あるが、ほ場整備が遅れ、高品質・高収益作物への転換や農地集積による経
営規模拡大に支障が生じているため、ほ場整備を加速する必要がある。
・
「南予用水地区」は、農業生産及び住民生活の安定に大きく貢献しているが、
施設の耐用年数の超過や老朽化などに伴い、突発事故や南海トラフ地震によ
る被害が懸念されるため、早急に対策を進める必要がある。
・
「道前道後用水地区」は、面河ダム等により農業用水を安定供給しているが、
施設の老朽化対策や調整池の耐震対策が課題となっているため、国営事業の
早期実施に向け、事業計画の策定を行う地区調査を推進する必要がある。
○ 本県には約 3,200 か所のため池があり、貴重な農業用水源となっているが、
築造後 100 年を超えるものが８割を占める状況であることや、南海トラフ地震
による甚大な被害が懸念されていること等から、老朽化対策及び耐震対策の加
速化が喫緊の課題となっており、事業実施に必要な予算を確保する必要がある。
【愛媛県内の取組】
○ ほ場整備や農業水利施設などの生産基盤整備、ため池改修などの防災減災対
策等、えひめ農業の発展に向けた農村地域の総合的な整備に取り組んでいるが、
担い手の確保・育成や農地集積を更に促進するため、新たに創設された農地中
間管理機構関連農地整備事業等の推進に積極的に取り組んでいる。
【実現後の効果】
◇ これまでの基盤整備により、安定生産やえひめブランドの確立が図られたが、
更に、高収益作物への転換を可能とする基盤整備を加速化することで、経営感
覚に優れた担い手の確保・育成や輸出の拡大、海外産品との差別化による農業
収益力の強化が図られ、競争力のある強いえひめ農業が確立される。
県担当部署：農林水産部 農業振興局 農地整備課
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(1)農業農村整備事業予算の当初予算での総額確保と本県への重点配分
農業農村整備事業関係国・県予算の推移

当初予算での総額確保
農業農村整備事業の国当初予算額は
21 年度の水準まで回復していない。
本県においても、最低必要額が配分
されておらず、現場のニーズに応じた
計画的な事業執行や新規地区の推進
に支障が生じることから

安定的な当初予算での
必要額確保が重要
○強いえひめ農業を支える基盤整備の推進に不可欠な次の予算の重点配分を要望
・担い手への更なる集積促進を図るため創設された「農地中間管理機構関連農地整備事業」
・水利施設の長寿命化を図るため創設された「農業水路等長寿命化・防災減災事業」

高収益作物の生産拡大により、えひめ農業の競争力を強化するため、水田汎用化
や大区画化、農業水利施設など農業の礎となる生産基盤整備を加速化
(2)国営事業３地区の推進
①「道前平野地区」による
ほ場整備を推進

②「南予用水地区」による
水利施設の保全を推進

・大区画化や暗渠排水による水田汎用化
・担い手農家への農地集積
・高収益作物への転換

・施設の長寿命化、耐震化
・高品質化・ブランド化の促進
・産地間競争に強い樹園地を創造

③国営土地改良事業地区調査
「道前道後用水地区」の推進
・施設の長寿命化、耐震化
・用水の安定供給
・水管理の適正化

(3)貴重な水源であるため池の老朽化対策・耐震対策の推進

ため池決壊被害

耐震対策は、特に緊急性の高いもの約 30 か所に絞って今後 10 年間で実施
する整備目標を掲げているが、現状の配分額では 20 年を超える見通し。

⇒ ため池の防災対策は、選択と集中による効果的な実施に努めるものの、
現在の配分額では対応困難であり、本県への重点配分を要望。
また、30 年度までとなっている調査計画事業の定額補助の期間延長を要望。
ため池防災対策の要望額

3,500

事業費不足により対策
の遅れが懸念
（10→20 年に！)

3,000
事業費
(百万円) 2,500

老朽化対策に加えて、
新たに約５億円/年の
耐震対策が必要。

2,000
耐震対策

1,500

老朽化対策

1,000

30 年度防災減災
事業配分事業費
（1,803 百万円）

500
0

競争力のある強いえひめ農業の確立
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 果樹経営支援対策の充実・強化について


【農林水産省】


 【提案・要望事項】

果樹農家が抱える不安を取り除き、将来に向け安心して営農ができる
よう果樹経営支援対策の充実・強化を図ること。
 果樹産地の活性化対策を強化するため、産地パワーアップ事業の成

果目標項目の拡充、事業実施期間の延長等を行うこと。
  果樹農業好循環形成総合対策における各種事業について、産地の実
 情を踏まえて充実、強化すること。






・極早生や一部の中晩柑の優良品種への転換促進に向けた改植支援対策を
充実、強化すること。
・高品質な加工原料用果実の安定供給と生産者の再生産価格の確保に向け
た取組に対する充分な財政的支援を継続すること。


【現状と課題（背景・理由等）
】
１ 産地パワーアップ事業
本県果樹産地においては、長年、産地を支え続けてきた主力品種が多いものの、
老木化が進み、単収の低下や管理作業の非効率化が産地の課題。
○今後、果樹産地づくりを進めていくに当たり、同一品種への計画的な改植に
よる園地の若返りは産地活性化に向けての重要な取組。
○そのため、同一品種への改植を可能とした産地パワーアップ事業について、
産地がより安心して前向きに取り組めるよう、成果目標項目の拡充等の運用
改善が必要。
○また、本県主力品種の愛媛果試第  号 紅まどんな は生産拡大を目指し、
順次新植を行っているが、ハウス等の生産資材は果実の収穫が開始する定植
３年目以降に必要となるため、こうした生産者が本事業に取り組めるよう、
取組主体計画の実施期間を現行の２年から３年に延長する要件の緩和が必
要。 

２ 果樹農業好循環形成総合対策
○本対策においては、優良品種への改植や改植後の未収益期間の支援、加工原
料用果実の確保支援対策等を行う重要な事業として、本県においても大いに
活用。
○果樹経営の充実強化を図るには極早生や一部の中晩柑から優良品種への改
植が必要であり、大きなインセンティブとなる改植支援の加算・奨励措置を
講じる等の支援の強化が必要。
○加工原料用果実に関しては、ＴＰＰで安価な果汁が輸入されることも視野に、
より高品質な原料用果実の安定供給と生産者の再生産価格の確保が必要。

【実現後の効果】
◇ 産地の維持・強化に繋がる園地の若返りや優良品種への転換が図られる。
◇ 果樹農家の経営安定と産地及び地域の体質強化が図られる。

県担当部署：農林水産部 農業振興局 農産園芸課



− 76 −











































− 77 −

29 公共建築物等へのＣＬＴの普及促進について
【農林水産省(林野庁)】
【提案・要望事項】

県産材の飛躍的な需要拡大や林業の成長産業化の推進に期待されてい
るＣＬＴの早期普及を図るため、公共施設等への活用に対する支援を継
続すること。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○ 本県の森林資源はスギ・ヒノキ人工林を主体に充実し、特にヒノキ素材生
産量が平成 23 年度まで５年連続で全国第１位となるなど、林業・木材産業の
基盤となる豊富な資源が蓄積されている。
○ これらの資源を活用し、林業を地域の成長産業として育成するためには、
木材の増産と一層の需要拡大による関連産業の振興を図ることが不可欠であ
るが、県産材の主な需要先である木造住宅の新設着工戸数は、少子高齢化に
より減少傾向にあることから、新たな県産材の利用促進についての対策を講
じることが、喫緊の課題となっている。
○ こうした中、愛媛県では平成 30 年 4 月から全国初となる原木加工からＣＬ
Ｔ生産までの一貫製造拠点が稼働し、徹底した製造コストの削減を図り量産
体制の構築に取り組んでいる。また、県有施設等への木材利用を推進するた
め、県の「公共施設等木材利用推進方針」及び「公共建築物における木材の
利用の促進に関する方針」に、ＣＬＴ等新たな木材利用の項目を追加し、全
庁的にＣＬＴの普及を推進しているほか、行政や県内の木材・建築業者など
で組織する「愛媛県ＣＬＴ普及協議会」を設立し、官・民が連携してＣＬＴ
の普及・一般化に取り組んでいるところである。
○ ＣＬＴは県産材の飛躍的な需要拡大につながり、山村地域活性化のための
大きな手段となることから、公共施設等への活用を促進し、ＣＬＴの早期普
及を図ることが重要である。
【実現後の効果】
◇ 中・高層建築物など、非木造建築分野における木材利用拡大
◇ 二酸化炭素の固定化により、森林吸収源として大きく貢献
◇ 森林資源の利用により、山村地域の雇用創出などが図られ、林業の地域にお
ける成長産業化の進展に寄与
県担当部署：農林水産部 森林局 林業政策課
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愛媛県におけるＣＬＴの需要拡大に向けた方針
背 景
木造住宅の減少
新着住宅着工戸数 2030 年に半減(㈱野村総合研究所)

木材需要の大幅な減少

木材需要拡大の方向性
■非住宅建築物の木造化（公共施設、民間施設等）＝ ＣＬＴ等新たな木質建材の需要拡大
■海外輸出などの新たな市場開拓
圧倒的に少ない
ＣＬＴに関する課題
ＣＬＴ需要
■ＣＬＴ単価の高止まり(集成材 80,000 円/㎥に対して CLT 120,000 円/㎥)
全国の CLT 生産能力 55,000 ㎥/年
■建築ノウハウや使い方が確立されていない
(うちｽﾅﾀﾞﾔが 21,000 ㎥/年)
■設計や建築に携わる技術者の不足
H29 の全国の CLT 需要 20,000 ㎥/年
■一般的に低い認知度 等

これまでの取組み
ＣＬＴの普及・ＰＲ

ＣＬＴ製造拠点の整備
ＣＬＴ製造拠点の整備

■一般県民への普及･PR
■設計士など人材の育成：
■県有施設での率先利用
内子高校部室を CLT 工法で建設

内子高校部室

ｻｲﾌﾟﾚｽ･ｽﾅﾀﾞﾔが
H30H30
年年
4 月から本格稼働
ｻｲﾌﾟﾚｽ･ｽﾅﾀﾞﾔが
4 月から本格稼働

県方針
CLT 等先進的な技術導入を
・公共施設等木材利用推進方針【平成 29 年 4 月改正】
・公共建築物等における木材の利用促進に関する方針【平成 30 年 3 月改正】 積極的に検討

Ｈ3０年度の取り組み
ＣＬＴの需要拡大対策(建築物等への支援)
１ ＣＬＴ建築物への支援【国補・県単】
・公共建築物※1
・民間施設（業務用施設※1、一般住宅※2）
※1 国補はモデル性が高い CLT 建築物を重点的に支援
※2 国補は省エネルギー住宅に対する支援

２ 新たな用途への支援【県単】
・ＣＬＴを活用した商品開発への支援

需要拡大のための環境整備
１ 高度な技術者の育成【県単】
・設計、建築関連の技術者養成
・手引きとなる設計マニュアルの作成
２ 普及･ＰＲ【県単】
・ＣＬＴ建築物の優位性の実証
・県内展示会への出展
・一般県民へのＰＲ 等

３ 販路開拓支援（県単）
・首都圏等での営業活動

県産ＣＬＴの需要確保
(スナダヤの年間生産目標：21,000 ㎥(H32 年度))

飛躍的な木材需要の拡大／林業の成長産業化
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30 農林漁業の担い手確保対策の強化について
【農林水産省（林野庁・水産庁）
】
【提案・要望事項】

高齢化が進む中、新規就業が進んでいない農林漁業において、意欲あ
る担い手を確保するための対策及び支援を講じること。
「農業人材力強化総合支援事業」の拡充強化(農業)
（1）
次世代人材投資資金事業の予算確保や、就農研修を行うＪＡ等に対し
て経営開始に必要な施設や機械の整備を支援するとともに、担い手の養
成を行う農業大学校の施設・機械等が更新出来るよう事業拡充すること。

(2)外国人技能実習制度における「林業」の２号対象職種への追加(林業)
出入国管理及び難民認定法の「技能実習」における２号移行対象職種
へ「林業」を追加すること。

（3）新規漁業就業者総合支援事業の拡充・強化(漁業)
就業直後の収入が不安定な時期の生活を支援する「青年就漁給付金制
度」の創設や、新規着業に必要な漁業施設の取得支援を拡大すること。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○新規就農者の確保（農業）
次世代投資資金（旧：青年就農給付金）の創設により、新規就農者が増加傾
向になっており、引き続き、事業継続できるよう予算を確保する必要がある。
また、ＪＡ等で研修を行う就農希望者が研修終了後円滑に就農出来るよう就農
段階から就農に必要な施設や機械を整備する必要がある。さらに、担い手を養
成する中核機関である農業大学校の施設や機械の老朽化が進んでいるため、更
新等が必要となっている。
○外国人技能実習制度における「林業」の２号対象職種への追加（林業）
農林水産業のうち林業においてのみ、技能実習制度の２号対象職種として設
定されていないため、実習生が１年で帰国しなければならず、林業の技術移転
の障害となっているとともに、受け入れに要する渡航費や研修費の経費が割高
となっている。
○漁業の担い手の減少（漁業）
研修後も漁業技術の習得まで相当な期間を要し、その間の収入が不安定であ
ることや、漁業施設等の取得に多額の資金が必要となるため、就業直後の生活
を支援する青年就漁給付金制度の創設や漁業施設の取得支援の拡大を求める。
【愛媛県内の取組】
○新規就農者を研修するＪＡへの支援（農業）
新たな担い手対策に前向きに取り組むＪＡ等に対して、新規就農者の受入れ
体制の整備や、就農定着に向けた支援に積極的に取り組んでいる。また、農業
大学校で、時代に即した実践教育を行うなど、新規就農者の確保に努めている。
○外国人技能実習生制度への支援（林業）
外国人技能実習生受け入れに対して、平成２９年度から「林業担い手外国人
受入れモデル事業」により、外国人技能実習生受け入れの体制を整備している。
○担い手の確保・育成体制の整備（漁業）
Ｕ・Ｉ・Ｊターン等による新規漁業就業者に対して、平成２９年度から「新
規漁業就業者定着促進事業」により、就業準備に必要な資格の取得や着業時の
漁業経費に対する支援を行っている。
【実現後の効果】
◇ 次代を担う新規就業候補者の確保・育成
◇ 人手不足が深刻化する農林漁業の担い手の確保
◇ 農山漁村の活性化
県担当部署：農林水産部 農政企画局 農政課 農地・担い手対策室
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31 畜産農家の経営安定対策の強化について
【農林水産省】
【提案・要望事項】

畜産農家が将来にわたって再生産が可能となるよう、経営安定対策を継
続するとともに、生産基盤の維持・拡大を図るための支援策を強化するこ
と。
（1）畜産農家の経営安定対策の継続
・畜産農家が将来にわたって再生産が可能となるよう、畜種ごとの実態を踏
まえた畜産農家の経営安定対策を継続するとともに、法制化された経営安
定対策については速やかに実施すること。

（2）畜産生産基盤の維持・拡大を図るための支援策の強化
・畜産生産基盤の維持・拡大を図るため、畜産農家の収益性向上に必要な施
設機械等の整備に必要な支援について、継続的かつ十分な支援を講じると
ともに、畜産産地の強化に必要な食肉処理施設等の整備に対する支援策に
ついて、地域の実情に応じた仕組みとすること。
【現状と課題（背景・理由等）
】
○ 近年の畜産情勢は、担い手の高齢化や後継者不足に加え、輸入飼料価格の高
止まりなどにより離農が加速しており、畜産生産基盤の弱体化に歯止めがかか
らない深刻な事態となっている。
○ 加えて、ＴＰＰ１１や日ＥＵ・ＥＰＡ交渉など更なる国際化の進展により、
安価な輸入畜産物との厳しい価格競争が懸念され、県内の畜産農家では将来へ
の不安感が高まっており、新たな担い手の就農意欲はもちろんのこと、既存農
家の投資意欲も大きく減退している。
○ 国では、肉牛肥育及び養豚経営に対する経営安定対策が法制化されたが、依
然として施行されていないことから、速やかに実施するとともに、畜産農家が
将来にわたって再生産が可能となるよう、畜種ごとの実態を踏まえた継続的な
支援が必要である。
○ また、畜産生産基盤の強化については、喫緊の課題であり、
「畜産・酪農収
益力強化整備等特別対策事業」などの予算配分にあっては、中小規模の畜産農
家へ支援が行き渡るよう、継続的な事業実施と予算額の確保が望まれる。
○ 本県唯一の食肉処理施設については、老朽化が著しいため、施設整備に向け
て関係機関と協議を進めているところであるが、国補助事業では再編統合など
が条件とされており、再編済みの県においても施設の高度化に取組めるよう、
地域の実情に応じた事業の仕組みと予算の確保が必要である。
【実現後の効果】
◇ 経営安定対策の継続により、畜産農家が将来を見据えて経営の維持・発展に
取り組むことが可能となる。
◇ 食肉処理施設等の畜産基幹施設は、畜産産地の維持形成とともに、個々の畜
産農家の収益力向上への波及効果も期待される。
県担当部署：農林水産部 農業振興局 畜産課
− 81 −

32

地域の実情に応じた農地の集積・集約化について
【農林水産省】

【提案・要望事項】

優良農地を維持・確保し、意欲ある担い手への農地の集積・集約化を促
進するため、地域の実情に応じた課題へ配慮するとともに支援を充実する
こと。
（1）補助事業の採択基準における地域特有の課題への配慮
・補助事業の採択基準において、農地中間管理機構による農地の集積状況
を要件とする場合には、樹園地及び中山間地の多さなど地域特有の課題
に配慮すること。

（2）農地の集積・集約化を促進する施策の充実

・農地中間管理事業の予算確保と補助率を維持すること。
・集積・集約化の進みにくい樹園地については、水田や普通畑と区別し、
次代の担い手へ円滑に継承し産地を維持していくことを主眼に果樹農家
等から要望の多い小規模な基盤整備ができる事業等への国の支援を充実
するほか、樹園地の利用権を取得した担い手に、その面積に応じて奨励
金を交付する等の樹園地の集積・集約化に配慮した制度を創設すること。

【現状と課題（背景・理由等）
】
○ 国は、平成 26 年度から、農地中間管理事業を開始し、平成 35 年度までの
10 年間で担い手の農地利用が全農地面積の８割を占めることを政策目標に
掲げ、全国的に担い手への農地の集積・集約化を推進しているが、本県にお
いては、
・耕地面積の４割強(全国平均１割弱)を樹園地が占め、特に、中山間地域は
急傾斜樹園地が多い。
・中山間地域に属する農業集落が約７割(全国平均約５割)と高く、分散した
小規模農地が多い。
・農家１戸当たりの経営耕地面積が 0.75ha（都府県 1.02ha）と小さい。
といった地域特有の課題を抱えている。
○ 担い手育成に有効な農業用機械等の導入を支援する経営体育成支援事業に
おいて、採択基準となるポイントの積算方法が、全国一律に農地中間管理機
構を活用した農地の集積･集約化の進捗状況を重視する方向で見直されたこ
とから、樹園地や中山間地を多く抱え集積が進みにくい本県では、事業採択
が困難な状況となっている。
○ 国は、農地中間管理機構の運営費（人件費）となる農地中間管理事業等推
進費について、平成 30 年度から、事業費の 3/10 を県負担としたが、今後、
事業を継続させるためには、必要な予算の確保と補助率（国 7/10）の維持が
必要である。
○ 本県においては、農業産出額が 1,341 億円（平成 28 年）と中国四国地域で
も有数の農業県で、就業人口の１割弱が第一次産業に従事するなど、今後も
農業を主力産業として振興を図っていく必要がある一方、農地集積・流動化
に関しては、地域特有の課題のほか、条件の悪い小規模な樹園地等に利用可
能な基盤整備事業等への地元からの要望が強いことから、樹園地の集積・集
約化への支援といった地域の実情に応じた弾力的な運用が必要である。
【愛媛県内の取組】
○ 平成 26 年度から農地中間管理事業に取り組んでおり、平成 29 年度までの
農地中間管理機構の担い手等への貸付け実績は、約 408ha である。
○ しかし、26 年３月に制定した本県の「農地中間管理事業の推進に関する基
本方針」において、35 年度の担い手が利用する農用地の面積を約 35,000ha
と定めており、目標の達成には更なる取組みの強化が必要である。
【実現後の効果】
◇ 担い手への農地集積・集約化による農業経営の安定
◇ 多様な担い手の確保と経営の継続
県担当部署：農林水産部 農政企画局 農政課 農地・担い手対策室
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33 鳥獣被害防止対策の強化について
【農林水産省・環境省】
【提案・要望事項】

鳥獣被害防止対策のための支援強化を行うこと。
（1）野生鳥獣による農作物等被害防止のための予算確保
・野生鳥獣による農作物等被害やイノシシ等の住宅地への出没による生活環
境被害は、産地、ひいては地域の存続や安全安心な生活に関わる深刻な問
題であり、被害防止対策推進に必要な予算確保を継続して図ること。

（2）有害鳥獣捕獲従事者の確保に向けた狩猟免許保持者の負担軽減
・地域の有害鳥獣捕獲従事者の高齢化が著しいことを踏まえ、捕獲体制の強
化を図るため、狩猟税の免除等の期限の延長及び有害鳥獣捕獲実績に即し
てハンター保険料、猟友会費を支援する仕組みを創設すること。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○野生鳥獣による農作物等被害防止のための予算確保
被害防止対策推進に必要な予算の確保はもちろんのこと、その中で、鳥獣被
害防止総合対策交付金については、平成２７年度以降、配分額が不足している
ことから、一層の予算確保が求められている。
○有害鳥獣捕獲従事者の確保に向けた狩猟免許保持者の負担軽減
過疎化、高齢化が進む地域の有害鳥獣捕獲体制の強化には、狩猟免許保持者
の確保が不可欠であるが、狩猟免許の保持に当たっては経済的負担が必要とな
ることから、今後、狩猟免許の継続的な保持や新規の取得を促すためには、税
制改正大綱において平成 31 年３月 31 日まで時限措置されている狩猟税の免除
等の期限の延長及び既存対策の対象とならない保険料等の支援を、捕獲のイン
センティブを高める仕組みとして創設することが求められている。
【愛媛県内の取組】
○被害防止のための施設整備及び狩猟者の負担軽減支援
県では、国の採択要件（受益戸数）を満たさない防護柵・防鳥ネット・獣肉
処理施設内の機器等の整備、前年度に有害鳥獣捕獲実績を有する者へのハンタ
ー保険料等について、県単独で補助を行っている。
【実現後の効果】
◇ 国策に基づく継続的な被害防止対策の実施
◇ 有害鳥獣捕獲の従事者確保と捕獲強化、被害防除による被害軽減
県担当部署：農林水産部 農業振興局 農産園芸課
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34 米政策改革にかかる対策の充実・強化について
【農林水産省】
【提案・要望事項】

平成３０年産からスタートした米政策改革を着実に実行するため、
対策の充実・強化を図ること。
（1) 水田活用の直接支払交付金の確保
・飼料用米等の戦略作物に対する助成や産地交付金に不足が生じないよう
交付金を安定的に確保すること。

（2) 経営所得安定対策等の現地確認システム導入にかかる予算確保
・農業再生協議会が行う経営所得安定対策等の交付にかかる現地確認につ
いて、業務を効率化するために、関係データのデジタル化やタブレット
端末等のシステム導入を推進するための予算を確保すること。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○水田活用の直接支払交付金の確保
平成 30 年度の水田活用の直接支払交付金については、概算要求額が満額確
保されたところ。
米政策改革への対応が本格化する 31 年産において、引き続き米の需給が緩
むことなく需要に応じた生産を行うためには、交付金の確保が必要である。
○経営所得安定対策等の現地確認システム導入にかかる予算確保
農業再生協議会が行う現地確認業務は、紙媒体で野帳や地図を事前に作成し
て行っており、事前の準備や確認結果のシステム入力など事務量が多い。さら
に、米政策改革により、農業再生協議会は、需要に応じた生産を主体的に推進
する役割を担うなど、役割の重要度が増す一方で、業務負担が増加しており、
業務運営を効率化するシステムの導入が喫緊の課題となっている。
【愛媛県内の取組】
○水田活用の直接支払交付金の確保
水田活用の直接支払交付金を活用し、日本一の収穫量を誇るはだか麦の他、
飼料用米や大豆、地域の特長を生かした野菜等の生産推進とともに、集落営農
組織や担い手等の確保育成を促進している。
○経営所得安定対策等の現地確認システム導入にかかる予算確保
複数の農業再生協議会において、複数帳簿のデジタル化と統合、タブレット
端末の導入等の要望がある。
【実現後の効果】
◇ 水田農業の経営体が、所得向上等を目指して自らの経営判断で作物を選択で
きる環境が整備され、米政策改革への早期の対応が図れる。
◇ 農業再生協議会の業務が効率化されるとともに、複数帳簿を統合したデジタ
ルデータの活用により、より具体的な需要に応じた生産の推進が可能となる。
県担当部署：農林水産部 農業振興局 農産園芸課
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35 日本型直接支払制度の充実強化について
【農林水産省】
【提案・要望事項】

（1）地域の実情に応じた区分の新設
・地域の実情に応じた特色ある農地を守るため、中山間地域等直接支払交付
金の現状の区分に「樹園地」を新設し、
「畑」よりも高い単価設定とする
こと。

（2）高齢化や人口減少時代に対応した制度の弾力的運用
・高齢者が参加しやすいよう、事業実施期間を柔軟に設定できるようにする
こと。
・中山間地域への移住促進や、担い手への農地集積・集約の円滑化を妨げる
ことのないよう、協定からの農地除外の免責事由を拡大すること。
】
【現状と課題（背景・理由等）
平成 27 年４月より、日本型直接支払制度関連法が施行されたが、本県におい
ては、急傾斜な樹園地など条件不利地域を多く抱えることや、高齢化や人口減少
が著しいことなどから参加者の減少が見込まれるため、次の通り要望する。
○地域の実情に応じた区分の新設
果樹園は、現状の「畑」区分の単価であるが、かんきつにおける平地地域と
急傾斜地との生産条件（コスト）格差が、小麦を基準とする普通畑とは大きく
異なっている。
○高齢化や人口減少時代に対応した制度の弾力的な運用
高齢化が急速に進む農業集落では、５年間の活動継続が難しくなっており、
活動が継続できなかった場合の遡及返還が取組みの拡大を阻害していること
から、事業実施期間を集落の実情に合わせて設定できるよう要件を緩和する必
要がある。
中山間地域の活力を高めるには、移住者を増やすことが重要であり、そのた
めには、移住しようとする者等についても、就業機会の確保等に向け、住宅以
外の施設（店舗、作業舎等）に対する免責事由の拡大を図る必要がある。
本県特有の急峻な樹園地で農地の集積・集約を推進するためには、特に条件
の劣悪な農地は廃作し、条件の良い農地を担い手に集約化することが必要であ
るが、事業期間中（５年間）に一部でも廃作すると、協定農用地のすべてに係
る交付金を返還することになっているため、集約化が進まない状況にあること
から、農地の集積・集約に対する免責事由の拡大を図る必要がある。
【愛媛県内の取組】
平成 27 年からの第４期対策においては、５年間の活動継続が足かせとなり協
定数、交付面積とも 10％以上減少したが、平成 28 年以降の制度改正等により新
規の取組や既存協定の取組拡大によって若干の増加に転じた。また、
「超急傾斜
農地保全管理加算」は増加傾向にあり、協定内の超急傾斜農地の約 50％で取り組
まれている。
【実現後の効果】
◇ 制度の安定化により、参加者の減少を食い止め、農地保全効果が高まる。
◇ 移住者の増加や担い手の規模拡大により、地域活性化が図られる。
県担当部署：農林水産部 農業振興局 農地整備課
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36 日本農業遺産「愛媛・南予の柑橘農業システム」
の認定等について
【農林水産省】
【提案・要望事項】

本県が申請予定の「愛媛・南予の柑橘農業システム」の日本農業遺産へ
の認定等
・農林水産省に継続申請予定の「愛媛・南予の柑橘農業システム」は、世界に
誇れる農業システムであることから、日本農業遺産への認定及び世界農業遺
産への認定申請に係る承認を行うこと。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○日本農業遺産の認定を目指す背景について
1. 国連食糧農業機関（ＦＡＯ）は、世界的に重要かつ伝統的な農林水産業を
営む地域を「世界農業遺産」として、平成１４年度から認定している（現
在１９か国４９地域※うち日本１１地域）が、農林水産省は２８年度から、
この無形の農業システム保全制度の国内版として日本農業遺産の制度を創
設し、８地域を認定した。
2. 南予地域の段々畑をはじめとする急傾斜地における「柑橘農業システム」は、
「耕して天に至る」と形容されるように、幾多の生産者の汗と努力により
営々と受け継がれてきた、世界でも稀なリアス式海岸につらなる急傾斜地
利用農業であり、当地域が日本一の柑橘産地であることと合わせ、県とし
ても後世に残していくべき重要な農業システムとして認定を目指すことが
ふさわしいとの考えのもと、引き続き、認定に向けて取り組むこととした。
○認定申請に向けた取組み及び現在の状況
本県では、
「柑橘農業システム」の維持・発展に、地域全体として取り組む
ための推進母体として「愛媛県南予地域農業遺産推進協議会」を立ち上げ、シ
ンポジウムの開催など機運の醸成を図るとともに、農林水産省に対して「日本
農業遺産への認定申請」及び「世界農業遺産への認定申請に係る承認申請」を
行ったが、２８年度は見送られたところ。
３０年度申請に向け、協議会での取組みや遺産価値の説明を強化。
[３０年度審査スケジュール]
・応募期間
平成３０年１月１６日～６月２０日
・一次審査結果通知 平成３０年８月頃
・現地調査
平成３０年９月～１１月頃
・二次審査
平成３１年１月頃
・認定地域公表
平成３１年２月頃
【実現後の効果】
◇ 南予地域が誇る高品質柑橘の更なる認知度向上やファン拡大につながると
ともに、新規就農者の拡大や季節アルバイターへの関心喚起などの担い手対策
にもつながるなど、
「柑橘農業システム」を維持するための基盤が確立され、
後世に伝えていく取り組みが活発化する。
◇ 認定を契機として、南予地域を、リアス式海岸につらなる急傾斜地を利用し
た農地利用により形成された世界に誇る一大果樹地帯として国内又は海外に
アピールすることで、南予エリアの知名度やイメージの向上、地域住民の自信
と誇りの創出、観光客の誘客などにつながるとともに、南予地域全体のブラン
ド化が図られる。
県担当部署：農林水産部 農政企画局 農政課
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37 林業の成長産業化に向けた森林整備の推進について
【総務省・財務省・農林水産省（林野庁）
】
【提案・要望事項】

愛媛県産材の増産で関連産業の振興を図り、林業を地域の成長産業と
する「えひめ森林・林業振興プラン」の推進に必要な措置及び財源を確
保すること。
(1)主伐・再造林等に対する支援制度の拡充
・主伐の推進による県産材の増産と伐採跡地への再造林を確実に実施するた
め、植栽、下刈り、獣害対策に係る造林事業の国補助率を 60％に引き上げ
るなど、森林所有者の負担を軽減する支援制度の充実・強化を図ること。

(2)林業・木材産業の生産性強化対策の拡充
・県産材の安定供給、需要拡大を図るため、川上から川下まで総合的な対策
を継続できるよう、
「林業成長産業化総合対策」の予算を十分に確保すると
teisei
ともに、地方の裁量により弾力的な運用が行えるような制度とすること。

(3)地球温暖化対策を推進する森林整備のための財源確保
・間伐等の実施に必要な財源を確保するとともに、森林環境税（仮称）及び
森林環境譲与税（仮称）の創設にあたっては、県が独自に課税している森
林環境税に影響が生じないよう、県と市町の役割分担を明確にしたうえで、
納税者の理解が得られるよう丁寧な説明を行うこと。
】
【現状と課題（背景・理由等）
県では、林業の成長産業化を実現するため、従来の間伐に加え主伐を導入し、
県産材の増産を図るとともに、主伐後の伐採跡地については、再造林や下刈り等
の保育作業を確実に実施することにより、森林のもつ多面的機能を持続的に発揮
させることとしている。
しかしながら、長引く木材価格の低迷や植栽・下刈り等保育作業員の不足、獣
害対策等に要する森林所有者の負担増が深刻な問題となっているほか、県産材の
安定供給体制の整備に加え、ＣＬＴ生産や海外輸出などの新たな需要の拡大が急
務であり、こうした取り組みを支援する予算を安定的に確保する必要がある。
【愛媛県内の取組】
愛媛県では、森林資源の循環利用による林業成長産業化を実現するため、平成
28 年度に「えひめ森林・林業振興プラン」を策定し、主伐の推進と伐採跡地の植
栽や下刈、獣害対策、担い手の確保・育成など供給体制の構築を図るとともに、
これらに対して県独自の補助を実施してきたほか、原木流通の改善、ＣＬＴ等の
木材加工の高度化、販売促進など、様々な課題に取り組んでいる。
【実現後の効果】
◇ 主伐の推進により県産材生産量が拡大するとともに、伐採跡地の適切な再造
林等によって、森林の保全・整備と資源の循環利用が図られる。
◇ 県産材の加工・流通の拡大や競争力の向上によって、山村地域における雇用
の拡大が図られ、林業が地域の成長産業として育成される。
県担当部署：農林水産部 森林局 林業政策課・森林整備課
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Ⅳ 「スポーツ立県えひめ」
の実現

38 スポーツ交流による地域活性化への支援について
【内閣官房・文部科学省（スポーツ庁）
】
【提案・要望事項】
平成 29 年に開催された第 72 回国民体育大会(えひめ国体)及び第 17 回全国障
害者スポーツ大会(えひめ大会)の“国体レガシー”を活かして取り組むスポーツ
を通じた交流の促進やスポーツを活用した地域活性化などに対する財政支援等
(1) 東京 2020 オリンピック・パラリンピック等に向けた事前合宿等の誘致や
機運醸成の取組みの支援
東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向け、より多くの自治体が事
前合宿誘致やスポーツを通じた国際交流に取り組めるよう、国が推進する
ホストタウン制度の登録要件の緩和や財政支援対象経費の拡大など、支援
制度を拡充するとともに、商標、エンブレム等の使用手続きを可能な限り
簡素化するなど、地域レベルでの機運醸成の取組みを後押しすること。
(2) ラグビーワールドカップ 2019 を契機とする国際交流に係る財政支援
ラグビーワールドカップ 2019 を契機とする国際交流や合宿の受入れに
当たり、相手方の滞在、移動、練習その他の交流事業等に係る様々な経費
について、幅広く財政支援の対象となるよう、各種制度の充実を図ること。
(3) 日本スポーツマスターズ開催県に対する財政支援
2020 年に愛媛県で開催することが決定した日本スポーツマスターズにつ
いては、開催県に大きな財政負担が生じることから、開催経費に係る財政
支援を拡充すること。
【現状と課題（背景・理由等）
】
○ 愛媛県では、平成 29 年に開催されたえひめ国体及びえひめ大会のレガシー
を活かし「スポーツ立県えひめ」を実現するため、スポーツ・文化部を新設し、
様々な取組みを展開している。
○ 東京 2020 オリンピック・パラリンピックやラグビーワールドカップ 2019 と
いった世界的スポーツイベントの開催が予定され、国全体がスポーツによる盛
り上がりを見せる中、開催地以外の地方においても、これらの大会の開催効果
を呼び込むため、事前合宿等の誘致や国際交流事業に積極的に取り組んでいる
が、実際の誘致活動や交流、事前合宿の実施に当たっては、相手国の事情やニ
ーズも多様で、それに対応するために、施設・設備の整備、改修等を含め、様々
な経費が発生し、自治体の負担が大きくなることが懸念される。
これらの負担を軽減するためにも、現行の補助金や交付金、地方財政措置等
の柔軟な運用と、支援制度の新設・拡充が必要である。
○ 東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けた気運醸成や盛り上げに当
たっては、商標、エンブレム等の使用手続きを可能な限り簡素化することが求
められる。また、代表選手が参加する壮行会や報告会は、全国の子どもに夢を
抱かせる絶好の機会であり、スポンサーや自治体、競技団体だけではなく、所
属企業や学校が主催するものも公開を可能とするなど、我が国の実情に応じた
運用が求められる。さらに、聖火リレーは、我が国全体の機運醸成のための重
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要なイベントであり、各都道府県には主催者（組織委員会）と歩調を合わせた
取組みが求められているが、その検討や準備、実施に要する多大な経費は、基
本的に実施自治体の負担とされている。
○ 2020 年に愛媛県での開催が決定した日本スポーツマスターズにおいては、開
催経費の大部分を開催都道府県が負担することが求められているが、現行では、
これに対する財政支援制度が十分ではなく、負担が大きくなっている。
【愛媛県内の取組】
○えひめ国体・えひめ大会のレガシーを活用した「スポーツ立県えひめ」の実現
平成 29 年９月から 10 月にかけて「愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会」が
盛大に開催され、多くの県民が観客、スタッフ、ボランティアなど様々な立場
で関わり、スポーツによって県全体が一つになった。この盛り上がった機運を
継承、発展させ、国が掲げる「一億総スポーツ社会」の実現に向け、平成 30
年３月に「愛媛県スポーツ推進計画（平成 30～34 年度）
」を策定し、
「スポー
ツ立県えひめ」の実現を目指して取組みを強化しているところ。
○東京 2020 オリンピック・パラリンピックやラグビーＷ杯の事前合宿誘致
本県や県内自治体においては、東京 2020 オリンピック・パラリンピックや
ラグビーワールドカップ 2019 の事前合宿誘致に取り組むとともに、誘致活動
を通じて構築した人脈等を活用し、大会後のスポーツ交流の継続や経済・文化
交流の活性化も視野に入れた友好関係の構築を目指している。
＜県内のホストタウン登録の状況＞
自治体
相手国
競技
野球、ソフトボール、卓球、陸上競技、
県・松山市
台湾
柔道、テコンドー、空手
新居浜市
サウジアラビア ウエイトリフティング
西条市
オーストリア
スポーツクライミング
※その他にも、複数の自治体が登録を検討中
○国際大会、全国大会などの大規模スポーツ大会の開催やスポーツ合宿の誘致
日本スポーツマスターズの 2020 年愛媛県開催のほか、県内の競技団体が主
催する国際大会・全国大会などの大規模大会の開催支援やスポーツ合宿の誘致
により、えひめ国体・えひめ大会の開催で盛り上がったスポーツ機運の継承・
発展に取り組んでいる。
【実現後の効果】
◇ スポーツの持つ力を最大限活用し、県民がスポーツに親しみ、スポーツで人
や地域がつながり、スポーツで地域を活性化することにより、
「スポーツ立県
えひめ」の実現を図る。
◇ 県民が「スポーツの価値」を享受することにより、第２期スポーツ基本計画
の「一億総スポーツ社会」の実現につながる。
県担当部署：スポーツ・文化部 スポーツ局 地域スポーツ課
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39 障がい者スポーツ振興への支援の拡充について
【文部科学省（スポーツ庁）
】
【提案・要望事項】
全国障害者スポーツ大会（えひめ大会）で培った競技力や県民の関心の高ま
りを一過性のものとすることなく継承、発展させるための支援の拡充
(1) 障がい者が身近にスポーツを楽しむ環境の整備
脆弱な障がい者のスポーツ環境に対し、既存の民間のスポーツ施設（スポー
ツクラブやスイミングクラブ等）を活用した新たな仕組み（施設のバリアフリ
ー化、利用料金減免、障がい者スポーツ指導員の養成・派遣）を構築すること。
(2) 地方の中小企業における障がい者スポーツアスリートの雇用促進
中小企業向けにインセンティブを付した障がい者アスリート雇用促進制度
を創設し、地域に根差した障がい者アスリートの育成を図ること。
(3) デフリンピックやスペシャルオリンピックス世界大会の誘致
聴覚障がい者のための世界大会であるデフリンピック夏季大会や、知的発
達障がい者のための世界大会であるスペシャルオリンピックス夏季世界大会
の我が国への誘致に向け、取り組むこと。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○ 障がい者スポーツ振興への支援の拡充
本県では、えひめ大会に向けて、障がい者スポーツの競技力向上を主眼に取
り組んできたが、今後は、スポーツの素晴らしさを一部の競技者だけではなく、
多くの障がい者に身近な地域で楽しんでもらう環境づくりを進めて、スポーツ
を通じた障がい者の社会参加の推進を図ることとしている。
また、民間企業の支援と連携して、トップアスリートの育成強化に積極的に
取り組むことが求められている。
さらに、障がい者スポーツへの盛り上がりを一過性のものとすることなく、
東京パラリンピックにつなげ、その後も継承、発展させていくため、障がい者
の世界大会を積極的に誘致することも必要である。
① 障がい者が身近にスポーツを楽しむ環境の整備
障がい者専用もしくは優先スポーツ施設は、全国に 139 施設（*1）しかなく、
障がい者が身近にスポーツを楽しむ環境は脆弱である（*2）。
*1 2015 年度障害者専用・優先スポーツ施設に関する研究（笹川スポーツ財団）
*2 全国のスポーツクラブ数 4,902 件（平成 26 年経済センサス基礎調査（総務省統計局）
）

（事業イメージ図）
民間スポーツクラブ
バリアフリー整備事業

スポーツ庁

バリアフリー化
改修費補助

事業委託

民間スポーツクラブ
施設利用
（一部減免）

民間スポーツクラブにおける障がい者利用促進
事業（利用料金補填、指導員養成・派遣）

日本障がい者スポーツ協会
利用契約
指導者養成・派遣要請
指導者派遣

利用者（障がい者）

(ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ)
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障がい者スポーツ指導者協議会

② 地方の中小企業における障がい者スポーツアスリートの雇用促進
東京パラリンピックに向け、本県ではパラスポーツコーディネータを設置
し、企業によるアスリート雇用に向けた活動を行っているが、地方の中小企
業では、資金的な面からアスリート活動に専念できるような環境整備は難し
く、雇用につながりづらい状況にある。
(*障害者雇用促進法に基づく法定雇用率制度とは別制度）
《中小企業向け障がい者アスリート雇用促進制度》

（文部科学省スポーツ庁所管）
障がい者アスリート認定制度

居住地の中小企業者
（中小企業基本法に定める）
認定アスリート
と雇用契約
（インセンティブ例）
・海外・国内遠征費の一部補助
・東京パラリンピック公式スポンサー登録
・人件費等の損金算入可（税制上の優遇）

申請

アスリート

③ デフリンピックやスペシャルオリンピックス世界大会の誘致
日本開催は 2005 年スペシャルオリンピックス冬季世界大会･長野のみ。
スペシャルオリンピックス夏季大会開催地

デフリンピック夏季大会開催地

【実現後の効果】
◇ 障がい者の社会参加の推進や社会における障がいへの理解の促進など、スポ
ーツを通じた共生社会の実現に寄与する。
県担当部署：スポーツ・文化部 スポーツ局 地域スポーツ課
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40 次世代のトップアスリートの発掘・育成に対する
支援等の充実について
【文部科学省（スポーツ庁）
】
【提案・要望事項】

国体で手に入れた「レガシー」を活用しつつ行う、次世代トップアスリ
ートの発掘・育成に対する支援方法の充実
(1)「ナショナルトレーニングセンター」や「国立スポーツ科学センター」の管
理運営に当たっては、本県の競技団体などが強化の対象としている選手やジ
ュニアアスリート発掘事業の認定者についても、オリンピック強化選手と同
等に施設を使用できる仕組みを構築するよう、関係機関と調整を図ること。
(2)本県が整備した国体施設を競技力強化のための拠点施設として位置付けると
ともに、全国レベルの大会や合宿等で施設を積極的に活用するための誘致や
開催経費に対する財政的支援を行うモデル事業について、中央競技団体等と
調整を図りながら構築すること。
(3)次世代トップアスリートの発掘・育成事業に対するスポーツ振興くじの助成
金について、財政的支援の拡充を図ること。
(4)県が育成している次世代トップアスリートが、オリンピアンや中央競技団体
の指導者から県内で直接指導を受けられるよう、妥当な謝金単価による人材
派遣の仕組みを構築すること。
【愛媛県内の取組と現状・課題（背景・理由等）
】
○ 県では、えひめ国体で培ったノウハウや成果を一過性で終わらせることな
く、国体終了後も次世代のアスリート候補を育成し、国際大会で活躍できる
トップアスリートを輩出するべく競技力の向上に取り組んでおり、そのため
には、より高度なトレーニングや最先端のスポーツ医・科学情報が重要であ
るが、
「ナショナルトレーニングセンター」や「国立スポーツ科学センター」
の利用に制約があるため、国の支援を求める。
○ 国体で整備した施設は、本県にとってのレガシーの一つであり、今後も競
技力強化のための拠点施設として活用していきたいと考えている中で、県内
競技団体からも、高いレベルの選手や指導者を地方に呼び込み、地元チーム
等との対戦や交流を持つ機会を増やしてほしいとの声が上がっていること
から、国と地方、中央団体等の関係機関が一体となって育成・強化の一貫指
導体制及び施設の有効活用について検討していく必要がある。
○ 愛媛県では、平成 27 年度に小学４年生から中学２年生を対象に「愛顔の
ジュニアスリート」を選考、認定するとともに、28 年度から育成プログラム
を開始しており、今後さらに、質の高いプログラムを幅広い競技のトップア
スリートやトップコーチを招へいし、トップレベルの指導や適性診断を受け
る機会を提供することができるよう、スポーツ振興くじの助成規模や対象経
費の拡大、上限額の引き上げなどを求める。
○ オリンピアンや中央競技団体の指導者を招へいする際には、本県関係者の
個人的な人脈に頼っているのが実情であるとともに、高額な謝金単価が招へ
いの支障となっているケースも多いことから、財政的支援の拡充に加え、専
門家の紹介を受けられる人材バンク及び妥当な謝金単価による人材派遣シ
ステムの構築を求める。
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【実現後の効果】
◇ 地方レベルのアスリート発掘等事業で育成する潜在能力が高い児童・生徒
がＮＴＣ等を利用し、高度なトレーニングと最先端のスポーツ医科学を学ぶ
ことで、更なる競技力や活動意欲の向上につながるとともに、中央競技団体
が全国のジュニアアスリートの情報を集約するシステムが構築できる。
◇ 国体で整備した施設を競技力強化のための拠点施設として活用することで、
都市部に行かなくてもトップアスリートを育成できる可能性が広がるととも
に、該当競技を対象とするアスリートの適性評価を集約し、中央競技団体へ
速やかに提供できる（システムの構築）
。
◇ 財政的支援の拡充による充実した育成・強化事業を展開することで、トッ
プレベルの指導者から直接指導、助言を受ける機会が増え、アスリートの更
なる参加意欲の向上を促す。
県担当部署：スポーツ・文化部 スポーツ局 競技スポーツ課
■平成２９年度の状況
【えひめ愛顔のジュニアアスリート発掘事業について】
１ 育成プログラム等
各プログラム等の実施状況：毎月２～３回程度（土曜日）に実施
対象者：Ｕ13（13 歳以下）74 名、Ｕ15（15 歳以下）60 名

〔コオーディネーション〕

〔食事ビュッフェ〕

〔メンタルトレーニング〕

２ パスウェイプログラム
各競技団体指導者による適性評価（オーディション）を実施し、本人の適
性種目選択の参考とする。
【ジャパン・ライジング・スター・プロジェクトへの参加状況】
○本県から多くの中学生がプロジェクトに参加した。
進度（状況）
全国の参加者数等
本県の参加状況等
ネットによる応募 1,189 名
第１ステージ
男子 39 名 女子 37 名（計 76 名）
第２ステージ
第３ステージ
検証Ⅰ
第３ステージ
検証Ⅱ

全国９か所で測定会
通過 971 名 参加 672 名
東京での合宿
通過述べ 55 名 実人数 48 名
対象７競技の拠点県開催合宿
検証Ⅰ通過 実人数 40 名

男子 36 名 女子 33 名（計 69 名）
本県から５名通過
（男子 2 名 女子 3 名）
本県から４名通過
（男子 1 名 女子 3 名）

【ＮＴＣ競技別強化拠点施設及びＪＯＣ認定競技別強化センターの状況】
○中国・四国地方での拠点施設（特に四国地方）が少なくなっている。
北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州
ＮＴＣ（３８施設） ５
１
９
１３
７
０
０
３
ＪＯＣ（５２施設） ９
５
１０ １３
７
３
１
４
計
１４
６
１９ ２６ １４
３
１
７
※JOC 認定競技別強化センターは、国外２施設を除く。沖縄の施設は九州に含む。
※施設数は、NTC は平成 29 年４月１日現在、JOC は平成 27 年８月１日現在。
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Ⅴ 交通基盤の整備

41 四国への新幹線の導入について
【国土交通省】
【提案・要望事項】

四国の新幹線計画を整備計画に格上げすること。
（１）四国新幹線・四国横断新幹線の実現を図るための基本計画から整備計画
への格上げに向けた調査の実施
（２）在来線との乗継利便性を確保するためのＪＲ松山駅への新幹線駅併設に
向けた調査・検討の実施
】
【現状と課題（背景・理由等）
四国の新幹線については、昭和 48 年に決定された２つの基本計画（四国新幹線、
四国横断新幹線）の整備計画格上げに向けた調査の実施が実現への第一歩となるが、
これまでに実施された調査は、地形や地質の調査に限られており、平成 20 年以降
は調査の予算も執行されず、事実上中断されている。
一方、各地で新幹線の整備が着実に進展し、全国の新幹線のネットワークが広が
る中、四国新幹線、四国横断新幹線のいずれも基本計画に留まっている四国は、唯
一の新幹線の空白地帯となっており、地域間競争で大きなハンデを背負っているこ
とから、四国の活性化を図るためには、四国への新幹線導入が不可欠であり、整備
計画への格上げに向けた調査の実施が強く望まれる。
また、新幹線の整備をより効果的なものとするには、在来線との乗継利便性の
確保が必要であり、ＪＲ松山駅への新幹線駅併設に向けた調査・検討が求められる。
【愛媛県内の取組】
平成 29 年４月に、県と県内全市町で構成する「愛媛県鉄道高速化促進期成同盟
会」を、知事を会長として経済・観光・農林水産団体を加えた官民一体の組織の
「愛媛県新幹線導入促進期成同盟会」に拡大改組し、ＪＲ松山駅への新幹線駅併設
を求める決議文を採択した。
30 年２月には、四国の活動組織「四国新幹線整備促進期成会」と共催でシンポ
ジウムを開催したところであり、今後とも、住民の機運醸成や国への要望活動等に、
さらに積極的に取り組むこととしている。
【実現後の効果】
◇ 時間距離の短縮により、観光交流の拡大、商業施設の新規立地、都市機能の相互
利用・行政投資の効率化などが図られる。
◇ 新幹線導入により路線の高規格化が図られ、災害に強い鉄道づくりが推進される。
◇ ＪＲ松山駅を起点として県内各地への乗継利便性が確保され、本県全域で新幹線
整備の波及効果が得られる。
県担当部署：企画振興部 地域振興局 交通対策課
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【経 緯】
○四国新幹線・四国横断新幹線:S48 年に基本計画路線に位置付け
○四国 4 県・経済界等で実施した「四国における鉄道の抜本的高速化に関する基礎
調査」
（H26.4 公表）で、整備ルートによっては費用便益比(B/C)が「1」を超え
ることが示され、四国の新幹線整備の妥当性を確認
○四国圏広域地方計画において、四国の新幹線に関する記述が盛り込まれた
（H28.3 公表）
。

四国の新幹線整備のイメージ
●基礎調査の結果（H26.4 公表）

●想定ルートの沿線人口

○基礎調査で費用便益比（B/C）が「1」を越えたルート（上図中の赤色実線）の沿線には、
既に開業もしくは建設中の各地の新幹線の沿線を上回る人口が集積
＜参 考＞ 他 地 域 の 整 備 新 幹 線 沿 線 人 口
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42 高規格幹線道路等の整備促進について
[1] 高速道路ネットワークの「３つのミッシング
リンク」の早期解消
【内閣府・財務省・国土交通省】
【提案・要望事項】

愛媛県における高速道路ネットワークの「３つのミッシングリンク」を
早期に解消し、国土強靭化や地域経済の活性化、広域交流・連携の基盤と
なる道路ネットワークを形成するため、高規格幹線道路等の整備促進に必
要な事業費を確保すること。
（1）四国８の字ネットワークの未着手区間「内海～宿毛」の早期事業化と
「津島道路」の整備促進
（2）今治・小松自動車道の「今治道路」の整備促進
・「夜昼道路」
・「大洲西道路」
（3）大洲・八幡浜自動車道の「八幡浜道路」
の整備促進
【現状と課題（背景・理由等）
】
切迫する南海トラフ地震等に備えた「命の道」であるとともに、四国はもと
より西日本全体の広域交流や連携を加速させる「地方創生の道」となる高速道
路ネットワークのミッシングリンクを早期に解消することが県民の悲願。
〇ミッシングリンク １：
「南海トラフ地震等への備えと
地域の基幹産業の競争力強化等」
南海トラフ地震等の被害想定において、特に、津波等による深刻な被害が想定
されている宇和島以南は、鉄道も無く、海岸沿いの唯一の幹線道路である国道56
号が津波により寸断されるため、リダンダンシーを確保する、四国８の字ネット
ワ－クの未着手区間「内海～宿毛」において早期事業化を図るとともに、｢津島
道路｣の早期整備が必要。また、地域の基幹産業の競争力強化や交流人口拡大に
よる地域活性化のためには早期完成が不可欠。
○ミッシングリンク ２：
「中国～四国の広域的な交流･経済の振興」
平成27年３月に｢中国やまなみ街道｣が全線開通するなど、中四国地方の高速道
路ネットワークの構築が進み、新たな人・モノの流れが発生しつつあるが、
「瀬
戸内しまなみ海道」と「四国８の字ネットワーク」を繋ぐ「今治道路」区間は、
未整備であることから、中四国地方の更なる広域的な観光や経済活動の振興を図
り、架橋効果を最大限に発現させるためには早期整備が必要。
○ミッシングリンク ３：「九州～四国～京阪神の広域高速ネットワ－ク、地域活性化、避難道路」
「九州～四国～京阪神」の広域ルートは、東九州自動車道等の整備が進むにつ
れ、フェリー航路を介した九州･四国間の利便性が向上しており、新たな国土軸
としての機能や重要性が一層高まっている。また、八幡浜市・西宇和地域におけ
る産業や観光振興に資する地方創生の道となるほか、万が一の原発事故時には広
域避難・救援道路の軸となる「大洲･八幡浜自動車道」全線の早期整備が必要。
【実現後の効果】
◇ 「四国８の字ネットワーク」を骨格とした高速道路ネットワークを形成するこ
とで四国地方、更には中国・九州・近畿地方が一体となった飛躍的な発展
◇ 救命・救急医療はもとより、大規模災害や万が一の原発事故等に備えた避難・
緊急輸送に不可欠な強靭な道路ネットワークの確保
◇ 地域の基幹産業や観光の振興など、
「まち」
・
「ひと」
・
「しごと」の活性化
県担当部署：土木部 道路都市局 道路建設課
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42 高規格幹線道路等の整備促進について
[2]地方創生を推進する高速道路ネットワークの
整備･利便性等の向上
【内閣府・財務省・国土交通省】
【提案・要望事項】

高速道路のＩＣと空港･港湾等の交通拠点を結ぶネットワークを形成し、
松山都市圏をはじめとする愛媛県の生産性の向上につながる、地域高規格道
路「松山外環状道路」の整備促進に必要な事業費を確保すること。
また、地方創生に資する基盤強化のため、既存の高速道路を賢く使い、
利便性や安全性等を向上させること。
「国道 33 号インター東線」の整
(1) 松山外環状道路の｢国道 56 号空港線｣・
備促進及び｢松山空港～国道 196 号｣の早期事業化
(2) 松山自動車道｢松山ＩＣ～大洲ＩＣ｣及び国道 56 号｢大洲道路｣の早期
４車線化
(3) 東温スマートＩＣ(仮称)の 30 年度新規事業化
(4) 中山スマートＩＣの整備促進
(5) 宇和ＰＡ(仮称)の整備
【現状と課題（背景・理由等）
】
＜松山外環状道路＞
〇松山都市圏における慢性的な渋滞の解消と交通事故の削減
国道11号、33号、56号等や空港・港湾へのアクセス道路等の放射状道路、並
びにこれらを連絡する内環状道路においては、慢性的な渋滞や交通事故が多発
しているが、インター線(28年12月全通)・空港線に続く、インター東線等の整
備によって渋滞解消等を図り、松山都市圏の生産性を向上させることが必要。
〇松山空港･松山港への最寄りの高速道路「松山ＩＣ」からのアクセス性向上
空港線や「松山空港～国道196号」の整備によって、高速道路との継ぎ目のな
いネットワーク形成と所要時間の短縮を実現し、愛媛県全域の生産性を向上さ
せることが必要。
＜高速道路の機能向上＞
○暫定２車線区間の４車線化による安全性・信頼性の向上
恒常的に発生している対向車線への逸脱による痛ましい死亡事故や行楽期等
における渋滞の解消、さらには南海トラフ地震や万が一の原発事故時等の対応
として、この度、付加車線設置事業(6.3km)が着工されたことは、全線４車線化
への大きな一歩であり、引き続き、残りの暫定２車線区間においても早期の４
車線化を図り、高速道路の安全性・信頼性を向上させることが必要。
〇スマートＩＣやＰＡの整備による利便性の向上
低迷する地域経済を活性化させる拠点形成のほか、防災・救急医療の体制強
化のため、スマートＩＣやＰＡを整備し、高速道路の利便性を向上させること
が必要。取り分け、平成31年度末の供用開始を目指している中山スマートＩＣ
については、完成供用に必要な事業費を確保するとともに、東温スマートＩＣ
（仮称）についても平成30年度新規事業化を要望。
【実現後の効果】
◇ 松山都市圏の渋滞緩和や空港・港湾へのアクセス性向上による、物流の効率
化や移動の円滑化
◇ 安全性・信頼性の向上による九州～四国～京阪神を結ぶ新たな国土軸の機能
強化
◇ 拠点形成による地域活性化や防災・救急医療の体制強化、更には高速道路の
利用促進
県担当部署：土木部 道路都市局 道路建設課
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43 離島架橋事業（岩城橋）の推進について
【国土交通省】
【提案・要望事項】

離島同士が合併した上島町の一体化を支援する上島架橋事業「岩城橋」
の整備を進めており、この「岩城橋」の計画的な事業推進に必要な事業費
を確保すること。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○離島町村が合併した上島町の一体化を支援する「上島架橋事業」
本県では、16 年度に離島町村同士が合併し誕生した「上島町」の一体化や活
性化の促進、町民の利便性向上を図るため、旧３町村の４島を３本の架橋で結
ぶ「上島架橋事業」を進めており、このうち、
「弓削大橋」は８年３月に、
「生
名橋」は 23 年２月に供用を開始している。
生名橋の開通後は、予想を大幅に上回る利用があり、通勤・通院・買い物な
どの利便性の飛躍的な向上や、救急・消防活動の迅速化、陸続きによる時間に
制約のない地域間の交流が生まれるなど、島民の生活に大きな変化をもたらし
ており、残る岩城島の住民からは、造船業を中心とする地場産業の振興に加え、
岩城橋完成で陸続きになることによる同様の効果への期待が一層高まってい
る。
また、上島町は、観光振興や交流人口の拡大を目指し、４島を結ぶ架橋ルー
トの愛称を「ゆめしま海道」と命名してマラソンやサイクリングを中心にイベ
ントを開催しており、岩城橋完成後の 34 年度のしまなみ国際サイクリング大
会において、全線開通により４島を走破できる“新たな”ゆめしま海道コース
をお披露目し、更なる知名度の向上や観光振興につなげたいと大いに期待して
いる。
○「岩城橋」の事業推進に必要な事業費の確保
「岩城橋」は、28 年度末に本体橋工事を発注、29 年７月には起工式を開催
し本格的な建設工事がスタートしている。
30 年度においても、引き続き、本体橋工事と共に、取付道路部の高架橋や土
工事を計画的に進め、33 年度の完成を目指し全力で取り組むこととしている。
しかしながら、完成までには、毎年度多額の事業費を必要とするため、着実
に工事を進め完成できるよう、離島事業費の総額確保及び岩城橋への優先的な
予算配分を要望する。
【実現後の効果】
◇ 離島同士が合併した上島町の一体化促進
◇ 離島である上島町の活性化及び住民の生活利便性の向上

県担当部署：土木部 道路都市局 道路建設課
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○25 年度から本格着手し、33 年度の完成を目指す「岩城橋」
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ

生名橋開通後の上島町の観光客数（人）

岩城造船㈱

通勤時間の短縮！55 分→15 分(40 分短縮)
・主要産業である造船会社への島内通勤者
が陸路で通勤可能に！
※弓削総合支所～岩城造船㈱にて試算

いん

因 島

●総合病院

立石港 ●

岩城島

ゆめしま海道

岩城橋

総合病院への通院時間の短縮！
37 分→21 分（16 分短縮）
・因島の総合病院への通院時間が短縮

生名島

※岩城総合支所を起点に試算

イワキテック㈱ ●
生名総合支所

岩城総合支所
●㈱今井製作所
上島町へのサイクリスト数（人）（人）

弓削高校
生名橋
消防署

弓削島

弓削総合支所（本庁）

佐 島

弓削大橋

救急・消防の到達時間の短縮！
17 分→14 分（3 分短縮）
・弓削島の消防署から消防・救急車が天候に
左右されずいつでも陸路で出動可能！
※消防署(弓削町)～岩城港にて試算

通 勤
40 分短縮
※弓削支所～岩城造船㈱

44 分短縮
役 場
※岩城支所
～弓削支所

29 分短縮
買 物
※岩城支所
～因島ﾓｰﾙ

4 島間の移動が短縮

■生活の利便性が
飛躍的に向上！！
■医療・福祉に貢献！
■4 島間を周遊する観光
ルートとしても機能！

17 分短縮
※岩城支所
～弓削高校

通学(弓削高校)

16 分短縮
※岩城支所
～因島総合病院

通 院(総合病院)

○岩城橋の
年次計画
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44 ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業等の
整備促進について
【財務省・国土交通省】
【提案・要望事項】

ＪＲ松山駅周辺の交通渋滞・踏切事故や市街地分断の解消、県都松山の
陸の玄関口にふさわしい魅力あるまちづくりを推進するため、連続立体交
差事業、土地区画整理事業、街路事業等の一体的な整備促進に向け、必要
な予算の確保と愛媛県への重点的な配分を行うこと。
（1） ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業（鉄道高架区間、行き違い線区間、
北伊予駅改良区間、車両基地・貨物駅区間の４区間）の整備促進
（2）松山駅周辺土地区画整理事業の整備促進
（3）松山駅西口南江戸線の整備促進
（4）路面電車の駅西側延伸区間の早期事業化
【現状と課題（背景・理由等）
】

○ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業（８つの踏切除去）による交通渋滞・踏切事
故、市街地分断の早期解消
四国最大都市松山の顔であるＪＲ松山駅周辺は、南北に走るＪＲ予讃線等による市
街地分断や、踏切遮断による交通渋滞や踏切事故が発生し、地域住民の生活や駅の利
用に支障を来しているため早期解消が必要。

○松山駅周辺土地区画整理事業によるにぎわいと活力あるまちづくりの推進
ＪＲ松山駅周辺は、鉄道等による市街地分断により、駅周辺の一体的な発展が阻害
され、駅西側には防災上危険な密集市街地が残るなど、新たな都市機能の集積やにぎ
わいと活力あるまちづくりを推進する上で支障となっているため、面整備による県都
松山の陸の玄関口、おもてなしの場にふさわしい「賑わい・潤い」の創出が必要。

○松山駅西口南江戸線（街路）整備等による空港、松山観光港等へのアクセス向
上、駅西側地区の交通の利便性向上
駅西側は、街路等が未整備であり、松山市西部の空港、港や駅西側地区の住宅地等
から直接アクセスできないため、駅前広場や街路整備による交通の円滑化が必要。

○路面電車の駅西側地区への延伸による交通結節点機能の向上と、交通拠点間の
連携強化
現駅前広場は、狭隘でバリアフリー化されておらず、鉄道から路面電車、バス等へ
の乗り換えが不便であり、また、駅西側には公共交通がなく、空港・港湾などとの連
携が脆弱であるため、高架下への路面電車の引き込み等による交通結節点機能の向上
と、松山駅西口南江戸線への路面電車の延伸による交通拠点間の連携強化が必要。
また、空港へのアクセス向上については、引き続き、課題に関する整理・検討を進
めることとしている。

○平成 31 年度の取り組み内容
31 年度は、新車両基地・貨物駅の移転完了及び本格的に実施する高架本体工事に加
え、現基地の先行買収を進める区画整理事業や工事着手に向けた南江戸線整備事業等、
関連事業の一体的な整備に必要な額について、本県への重点的な配分を要望。

【実現後の効果】
◇ 踏切除却による交通渋滞、踏切事故及び市街地分断の解消
◇ 県都松山の陸の玄関口にふさわしいにぎわいと活力あるまちづくりの実現
◇ 面整備による地域住民の生活環境の向上、賑わい・潤いの創出、歩いて暮らせるコ
ンパクトシティの形成
◇ 駅周辺街路、路面電車の整備による交通の円滑化、利便性の向上

県担当部署：土木部 道路都市局 都市整備課
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県都松山の陸の玄関口、おもてなしの場にふさわしい、
賑わいと潤い、活力あるまちづくり
現在のＪＲ松山駅周辺の状況

事業箇所全体図

踏切遮断による交通渋滞
松山駅周辺土地区画整理事業
A=約 16ha

駅舎から離れた電停等
ＪＲ松山駅
電停

高架区間
L=約 2．4km

バス停

駐輪場

行き違い線
L=約 1．7km

社会基盤が未整備な駅西地区

狭隘で混雑した駅前広場

北伊予駅改良
L=約 0．5km
行き違い線
車両基地・貨物駅
L=約 1．3km
A=約 6．3ha

松山空港

完成後のＪＲ松山駅周辺のイメージ図

連立事業、区画整理事業、街路事業
の一体的整備の実施

さらなる路面電車の延伸検討

松山総合公園
至松山空港

←至松山ＩＣ

松山環状線

至松山観光港→

路面電車延伸
土地区画整理事業区域
松山駅西南北線
←至宇和島

街路事業
（松山駅西口南江戸線）

西口駅前広場新設

至高松→

ＪＲ松山駅
駅舎・東口駅前広場の整備
（バリアフリー化）

現在の路面電車

回遊性
の向上

民間投資
の誘発

整備後の効果

駅東口

ＪＲ松山駅

駅西口

交流人口
の増加

駅西地区
の活性化

集住の
促進

環境・景観
の向上

鉄道高架化による踏切除却
渋滞､事故､市街地分断の解消
○交通渋滞
車両：約 3 万台/日
自歩行者：約 1.6 万台・人/台
○踏切事故
8 件（過去 20 年）
ゼロ！
○市街地分断
地域の一体的発展の阻害

高架下への路面電車の引込み
交通結節点機能の向上
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松山駅西口南江戸線

交通結節点
機能の強化

空港・観光港
アクセス向上

駅のバリアフリー化
移動円滑化､安全性､利便性の向上
利用者の負担大
乗換えが不便

解消！

45 松山港、東予港など主要港湾の整備促進について
【内閣府・国土交通省】
【提案・要望事項】

（1）松山港国際物流ターミナルの整備促進
・国際物流ターミナルの整備を促進すること。

（2）東予港など県内主要港湾の港湾整備事業費の確保
・本県の港湾事業が着実に進むよう、事業費を確保すること。
・維持管理・更新に関する交付要件の緩和を図ること。
【現状と課題（背景・理由等）
】
○松山港国際物流ターミナルの整備促進
松山港外港地区では、臨海部に立地する化学工業等に関連した外貿貨物等の
物流拠点として整備を進め、平成 29 年度当初から、水深 13ｍ岸壁及び２基目
のガントリークレーンの完成により２船同時の荷役が可能となるなど、物流機
能の充実が図られたが、近年、輸送効率の向上や輸送コストの削減を図るため
に船舶の大型化が進展していることから、既存施設の利便性低下が懸念され、
港湾利用者等から改善を求める声が強く上がっている。
このことから、今後、より効率的な輸送による取扱貨物量の維持・拡大を図
るために、係留施設等の更なる整備が必要であり、直轄事業として進めている
国際物流ターミナルの整備促進をお願いする。
○東予港など県内主要港湾の港湾整備事業費の確保
東予港、三島川之江港、宇和島港、新居浜港、今治港及び八幡浜港等の本県
の港湾は、人・物の交流拠点として本県経済を支える極めて重要な社会資本で
あり、近い将来、発生が予想されている南海トラフ地震等に備えた防災対策と
して、耐震強化岸壁や防災緑地等の整備を、着実に実施する必要がある。
また、三島川之江港金子地区では、平成 28 年度のコンテナ取扱量が、供用
前の約 2 倍となる約 9.4 万 TEU と四国最大の取扱量であり、更に地元大手製紙
会社の新工場稼働に伴う紙製品の増産計画等に対応できるように、より効率的
な荷役作業のため、ガントリークレーンの整備が必要である。
このほか、小型船と貨物船等の輻輳等による港内の安全性低下や、施設の老
朽化等による利便性の低下が危惧されていることから、港湾施設の安全性確保
や長寿命化を早期に進める必要があるため、施設の改修や老朽化対策等の港湾
整備事業費の確保とともに、浚渫など、港湾施設の維持・更新に関する交付要
件の緩和を強く要望する。
○クルーズ船誘致への支援
松山港においては、平成 31 年の大型クルーズ船寄港に向け、受入施設の整
備を進めており、今後、他港も含め、クルーズ船の誘致や寄港数増加を図りた
いので、引き続きご支援をお願いする。
【実現後の効果】
◇ 安定した生産活動の確保と輸送効率の向上による地域経済の競争力強化
◇ 人流・物流の効率化等による地域経済の活性化と防災面の強化による住民の
安全・安心の確保
県担当部署：土木部 河川港湾局 港湾海岸課
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経済・雇用を支え
える国際物流
流拠点の整
整備
～松山港外港地区国
国際物流ター
ーミナル整
整備事業～
港湾計
計画図

同時係留状況

物流と防災の
の拠点となる
る港づくり
り
東予港の耐震
震強化岸壁
壁などの整備
備～
～東

防災緑地
大
大型補償物件

港湾関連
連用地

Ｈ
Ｈ30-31 債務負担
担

臨港道路

三島川之江
江港金子地区
区における
る物流機能の
の強化 ～ｶﾞﾝﾄﾘｰｸﾚｰﾝﾝ整備～
コンテナ取扱量の推移
移

荷役状況

県内主要港湾
湾の港湾整備
備事業費の
の確保

港
港名

事業内容

三島川
川之江港 岸壁改良（川之江地区）等
等

【主
主要港湾位置図
図】

新居
居浜港

港湾施設の耐震化（東港
港地区）

東予
予港

今治
治港

小型船だ
だまり整備（西条地
地区）等
だまり整備（木浦地
地区）
小型船だ
【地方創
創生港整備推進交
交付金】
岸壁改良（蔵敷地区）等

松山
山港

可動橋改良（高浜地区）等
等

松前
前港

岸壁改良（筒井地区）
沖新田地区）
耐震強化岸壁の整備（沖
創生港整備推進交
交付金】
【地方創
臨港道路
路整備（大浦地区
区）等

伯方
方港

八幡
幡浜港
宇和
和島港

− 105 −

46 鉄道・バス・フェリー等公共交通機関の維持・
活性化対策について
【国土交通省】
【提案・要望事項】

（1）交通政策基本計画で掲げられた公共交通確保維持策の着実な実施
・地域における持続可能な交通ネットワーク確保に必要な予算を確保する
こと。
・公共交通を担う人材確保・育成のための施策の充実を図ること。

（2）高速道路料金施策の影響を受け続ける公共交通機関への対応
○ＪＲ四国に対する支援

・「鉄道・運輸機構」の利益剰余金等を活用したＪＲ四国に対する支援につ
いて、本四高速料金の引下げを踏まえて追加支援を実施すること。
・ＪＲ四国の脆弱な経営体質を鑑み、同社が行う安全対策に対する地方公共
団体の補助は、地域鉄道事業者（中小民鉄等）の場合と同様に、地方財政
措置を設けること。
○フェリーに対する支援

・大規模災害発生時における車両・鉄道輸送の代替手段としてのフェリーの
果たす役割、特に本州との道路・鉄道によるアクセスが本州四国連絡橋の
みである四国・愛媛県におけるフェリーの重要性に鑑み、また太平洋新国
土軸の形成に不可欠であるとの観点から、フェリー航路の維持・確保に向
けた国の支援を実施すること。
・本四高速料金の引下げによるフェリー航路への影響を緩和するとともに、
フェリー航路の利用促進及び高速道路の有効利用の観点から、フェリー利
用のために、車両が高速道路を一旦流出し、再度乗り直した場合にも、高
速道路通行料金の「長距離逓減制」の適用を図ること。

（3）生活バスや離島航路に係る国庫補助制度の充実及び改善
○生活バス

・四国ブロックの実情(輸送量が約 10 人/日)に応じた輸送量要件の緩和を行
うこと。
・地域間幹線系統補助や地域内フィーダー系統補助について、厳しい経営状
況にある交通事業者や財政負担が増えている市町の実情に鑑み、必要な予
算を確保するとともに、補助上限額を引き下げないこと。
・車両購入費補助について、購入時一括補助方式(従前方式)に改善すること。
○離島航路

・地域が維持すべきと認める生活航路については、他に代替交通手段がない
航路に限るという要件を緩和し、唯一航路に準じて国の補助対象として認
定すること。
・島民運賃割引についても、全国一律の要件を撤廃し、地域が応分の負担を
して引下げを行う場合には、国の補助対象として認定すること。

（4）離島活性化交付金による生活交通の運賃低廉化
「人の往来に要する費用の低廉化」を推進するため、本土と離島及び離
島と離島を結ぶ航路並びに離島内のバス交通など、離島住民の移動に必要
不可欠な生活交通の料金軽減に係る支援等を交付金の対象事業とするこ
と。
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【現状と課題（背景・理由等）
】
○ 人口減や車社会の進展による利用者の減少に加え、国の高速道路料金施策に
よる影響もあり、地域における公共交通機関を取り巻く環境は非常に厳しいも
のがある。
○ 地域公共交通の確保維持に係る地方の負担が年々増加している中、国が講ず
べき施策等を示した交通政策基本計画に定められている公共交通の確保維持
に係る経費について、国において十分に予算が確保される必要がある。
○ 有効求人倍率が過去最高水準に推移する中、公共交通に従事する運転手・船
員の人材確保が難しくなっており、路線や航路の維持に支障を来す恐れがある。
○ ＪＲ四国が行う安全化対策について、同社の脆弱な経営体質を考慮し、県と
市町が連携して 1/3 を補助しているが、地方財政措置がないため地方の財政的
負担が大きい。
○ 県民の足である地域公共交通の維持には、国の補助制度（地域公共交通確保
維持改善事業等）を地方の実情に応じた使い勝手の良いものにした上で、県や
市町が積極的に活用していく必要がある。
○ 国の補助制度の対象外となる離島航路や生活バス路線について、住民の移動
手段の確保のため、国庫補助要件の緩和や運賃の軽減を図る必要がある。
【愛媛県内の取組】
○ＪＲ四国が行う安全化対策への支援について
工事個所所在２市町のみで負担した場合、経費が多大であるため、ＪＲ予讃
線の沿線 12 市町で分担して負担の軽減化を図っている。
○地域公共交通網形成計画・地域公共交通再編実施計画の策定について
県下全域をエリアとする「地域公共交通網形成計画」を 29 年度に策定した
ところであり、30 年度には利用者の減少や生活バス路線の廃止が進む南予地域
の「地域公共交通再編実施計画」の策定を予定している。計画において、行政
や交通事業者が役割分担の下、国の特例措置の活用等により、路線の見直しを
進め、将来に渡って持続可能な地域公共交通網の再構築を図ることとしている。
○公共交通に従事する運転手・船員の人材確保対策の実施について
若年者や県外求職者等を対象に、合同企業説明会や運輸業の職場見学会の開
催、運輸の仕事を紹介する冊子の配布など、事業者の人材確保を支援している。
【実現後の効果】
◇ 国において予算が十分に確保され、国の講ずべき施策が着実に実施されるこ
とにより、地方の地域公共交通の確保維持が図られる。
◇ 地方公共団体への財源措置がなされることによりＪＲ四国に対する支援が
強化され、幹線以外のローカル線を含めた四国の鉄道ネットワークの維持が図
られる。
◇ フェリーに対する適切な支援やフェリー利用に配慮した高速道路料金体系
の導入などにより、海上モーダルシフトの推進に加えて、東日本大震災のよう
な大規模災害時に、陸上交通が寸断された場合における海上輸送手段の確保が
図られる。
◇ 生活バス路線に係る国の補助要件や補助上限の緩和により、補助対象路線が
拡大し、縮小傾向にある生活バス路線が維持されるとともに、地方のバス事業
者の経営環境が改善し、減便・廃止の流れに歯止めをかけることができる。
◇ 車両購入時一括補助方式の導入により、事業者の車両購入時に必要となる多
額の経費負担が軽減され、老朽化車両の更新が促進される。
◇ 離島航路に係る対象航路を拡大し、
「しまなみ海道」など架橋と競合する生
活航路についても国庫補助対象とすれば、本四高速料金引下げに対しても、島
民の通学・通院のための海上交通の足が確保される。
◇ 離島住民の生活交通の移動料金の軽減に係る支援事業が離島活性化交付金
の対象となれば、支援制度による「人の往来に要する費用の低廉化」が図られ、
離島住民の定住に資することができる。
県担当部署：企画振興部 地域振興局 交通対策課
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47 松山空港の機能拡充について
[1] ターミナル地域の整備促進
【国土交通省】
【提案・要望事項】

エプロンを拡張してスポットを増設するなど、松山空港ターミナル地域の
整備促進を図ること。
【現状と課題（背景・理由等）
】
○松山空港のエプロン拡張の必要性
・ 松山空港の利用者数は、経済の低迷や東日本大震災の影響から、平成２３
年度に２２２万６千人まで減少したが、その後は順調に回復し、平成２９年
度は、昭和３１年の民間空港としてのスタート以降、初めて３００万人を突
破し、４年連続で過去最高を更新している。
・ また、人口減少が進む中、交流人口の拡大による地域経済の活性化を図る
ため、地方空港間の路線誘致競争が激化しており、本県でも、路線誘致に懸
命に取り組み、昨年１１月のソウル線、本年３月の札幌線の新規就航に漕ぎ
着けたところである。
・ 利用者数の増加に合わせ、就航便数も増加し、現在、国内９路線、海外２
路線の１日３９便が就航し、朝夕の混雑時間帯を中心にエプロンが満杯の状
態となっている。
・ 松山空港のスポット数は、近隣の地方空港に比べて少ないことからも、松
山空港のエプロンの狭隘化は明らかである。
・ 引き続き、増加する訪日外国人旅行者の本県への誘客を図るため、訪日誘
客支援空港への国の支援も活かしながら、台湾線など路線誘致活動を積極的
に展開しているが、航空会社の希望する時間帯にスポットの空きがなく、新
規就航や増便の妨げになるといったことがないよう、早期にエプロンを拡張
し、空港機能の強化を図ることは、喫緊の課題である。
【実現後の効果】
◇ 定期便の安定運航に資するほか、機材トラブル発生時の対応力も強化され、
将来の新規就航や増便にも柔軟に対応することが可能となり、一層の空港利用
促進につながる。

県担当部署：企画振興部 地域振興局 交通対策課
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47 松山空港の機能の拡充について
[2] ＣＩＱ体制の充実・強化
【財務省・法務省・厚生労働省・農林水産省】
【提案・要望事項】

松山空港のＣＩＱ（税関・出入国管理・検疫）体制の充実・強化を図
ること。
【現状と課題（背景・理由等）
】
○ 松山空港においては、平成 7 年 4 月のソウル線就航に合わせてＣＩＱ機関の
増員が図られ、開設当初から日曜運航が実現したが、各機関とも限られた人員
体制の中での対応を余儀なくされている。
○ 特に外国人の利用者の多い便などでは定刻の出発が難しい場合もある。
○ 愛媛県では、
「松山空港」と同じ名称の空港を有する台湾との交流を進めて
いるが、23 年 11 月には、台湾からのチャーター便到着の際に、外国人利用者
の入国審査に長時間を要するとともに、折り返し便も大幅に遅延し、利用者か
ら大きな不満の声が上がる事案が発生した。
○ 松山空港においては、運休中であったソウル線が平成 29 年 11 月から再開さ
れ、愛媛県としては、上海線と合わせ、国際線の維持・拡充を図っている他、
サイクリングなど幅広い分野での交流が広がっている台湾への定期路線開設
を目指しているところ。
○ 政府においては、平成 28 年 3 月 30 日に策定した『明日の日本を支える観光
ビジョン』において 2020 年に訪日外国人旅行者を 4000 万人にする新たな目標
を掲げており、地方での外国人旅行者の受入環境の整備を進める必要がある中、
松山空港においてもＣＩＱ体制の充実・強化が求められている。
【実現後の効果】
◇ 利用者の利便性向上と快適性が確保される。
県担当部署：経済労働部 観光交流局 国際交流課
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47 松山空港の機能拡充について
[3] 進入管制空域の返還
【国土交通省】
【提案・要望事項】

松山空港の進入管制空域の返還について米国に強く要求すること。
・米軍岩国基地の管理下にある松山空港の進入管制空域及び進入管制業務の
日本への返還について米国に強く要求すること。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○ 松山空港においては、日米安全保障条約に基づき、航空機の安全な離発着に
不可欠な進入管制空域及び進入管制業務が米軍岩国基地の管理下にあるため、
高度 900ｍから 4,500ｍまでを米軍岩国基地が管制し、その上下の空域は日本
側が管制するという複雑な空域利用を強いられている。
○ 沖縄の進入管制空域が、22 年３月 31 日に返還され、軍民共用空港を除く民
間空港で米軍が進入管制権を握るのは松山空港のみとなっている。
○ 18 年５月に日米両政府が合意した「在日米軍再編実施のためのロードマッ
プ」に示された厚木基地の空母艦載機などの岩国基地への移駐が 30 年３月に
完了し、進入管制空域の返還は一層困難な状況となっている。
○ 岩国飛行場は、24 年 12 月より軍民共用空港となり、民間航空機の進入管制
業務も米軍が管理しているため、松山空港の進入管制権の返還が一層困難な状
況となっている。
【実現後の効果】
◇ 日本側が一元的に航空管制を行うことで、民間航空機の効率的な運航が可能
となる。

県担当部署：企画振興部 地域振興局 交通対策課
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Ⅵ 安全・安心で住みやすい
地域づくり

48 ドクターヘリの運航に対する支援等について
【厚生労働省】
【提案・要望事項】

救急医療体制の充実・強化に向け、ドクターヘリの安定的な運航体制を
確保するとともに、地域において良質かつ適切な医療を効果的・効率的に
提供できるよう、財源確保を含め、国において必要な措置を講ずること。
（1）ドクターヘリの運航に係る新たな支援制度の創設
（2）医療提供体制推進事業費補助金制度の改善
】
【現状と課題（背景・理由等）
○ドクターヘリの運航に係る新たな支援制度の創設
ドクターヘリの運航に係る国庫補助制度として、「ドクターヘリ導入促進事
業」
（医療提供体制推進事業費補助金）があり、運航業者委託料や搭乗医師・
看護師確保経費などを補助対象とし、補助基準額（29 年度）は 250,549 千円、
負担割合は国１/２、都道府県１/２となっている。
しかしながら、格納庫の確保に係る費用や搭載医療機器・運航管理室の維持
管理費などの補助対象外経費が発生している。
また、国は、ドクターヘリ導入促進事業は 100％配分したとはいえ、当該補
助金全体では、交付率が 55.0％（29 年度〔全国〕
）に止まっており、将来にわ
たって国費分が確保できるかどうか不透明な状況となっているうえに、ドクタ
ーヘリ分を確保するためには、他の事業を削減し充当するほかない。
このため、ドクターヘリの安定的な運航体制の確保ができるよう、恒久的か
つ柔軟性の高い財政支援制度が必要である。
○医療提供体制推進事業費補助金制度の改善
医療提供体制推進事業費補助金については、救急医療や周産期医療など、地
域医療の推進に不可欠な補助金であるものの、前述のとおり、補助金総額が少
なく、事業の縮小や中止を余儀なくされており、いずれの事業に充当しても地
域医療が守られていない状況となっている。
30 年度の同補助金予算総枠（229 億円）は増額されたものの、29 年度都道府
県計画額（279.9 億円）を下回っており、事業の安定的な実施のため補助基準
額に応じた交付が確実になされるよう法律補助とするなど、同補助金制度の改
善が必要である。
【実現後の効果】
◇ ドクターヘリの安定的な運航体制の確保により、全国的な救急医療体制の充
実・強化が図られる。
◇ 地域において良質かつ適切な医療を提供するために必要な事業の円滑な実
施ができる。
県担当部署：保健福祉部 社会福祉医療局 医療対策課
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○救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法（抜粋）
（目的）
第一条 この法律は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療が傷病者の救命、後遺症の軽減
等に果たす役割の重要性にかんがみ、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の全国的な確
保を図るための特別の措置を講ずることにより、良質かつ適切な救急医療を効率的に提供する
体制の確保に寄与し、もって国民の健康の保持及び安心して暮らすことのできる社会の実現に
資することを目的とする。

○ドクターヘリ導入促進事業（医療提供体制推進事業費補助金）の概要
・対 象 経 費：運航業者委託料、搭乗医師・看護師確保経費、運航調整委員会経費等
・補 助 率：１／２（国１／２、都道府県１／２)
・補助基準額：250,549 千円／箇所（Ｈ29）

◆補助金総枠の交付率（全国）は 55.0％に止まり、将来にわたって、国費分が確
実に確保できるかどうか不透明な状況なうえに、ドクターヘリ分を確保するた
めには、他の事業を削減し充当するほかない。

○医療提供体制推進事業費補助金予算総額等の推移
年度

予算総額

都道府県計画額

交付率（調整率）

Ｈ25

226.7 億円

325.7 億円

69.6%

Ｈ26

151.0 億円

241.4 億円

62.5%

Ｈ27

134.3 億円

247.1 億円

54.4%

Ｈ28

150.2 億円

262.9 億円

57.1%

Ｈ29

154.0 億円

279.9 億円

55.0%

＊Ｈ25 年度については、看護サミット開催経費（調整対象外）を除いた額

○ドクターヘリ出動件数（年度別）
・Ｈ28 年度： 33 件（平成 29 年２月運航開始）
・Ｈ29 年度：259 件
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49 医師確保対策について
【厚生労働省・文部科学省】
【提案・要望事項】

(1) 医師の偏在を是正するための義務や規制の検討
・都道府県の機能強化や医師の自律性に基づく偏在対策では限界があることから、医師免
許取得後一定期間、医師不足地域での診療を義務付けるなど、義務や規制を伴う医師の
偏在是正策の検討や、国、都道府県及び医療関係者間の役割や責任、協力義務等の更な
る明確化など、実効性を高めた仕組みを構築すること。
・国の実施要綱等に基づき設置している各種会議等については、住民・患者視点に立ち、
それぞれの役割に応じて地域の実情に即した医師確保対策を実施しているところであ
るため、一方的な全国一律の制度改正ではなく、状況に応じた複数の選択肢を示すなど、
地域の実情により配慮した柔軟な制度設計・運用を検討すること。

(2)専門医養成のための研修・教育体制の充実
・新専門医制度については、国と日本専門医機構において、都道府県間の定員調整や地域
枠に配慮したプログラムの導入など、医師が地方に分散される仕組みを構築すること。
・地域医療などに求められる「総合診療専門医」を養成するための専門講座を大学医学部
に必置とするなど、
「総合診療専門医」養成に向けた教育体制の充実を図ること。

【現状と課題（背景・理由等）
】
○ 平成16年度の臨床研修制度の必修化以後、大学医学部の医師派遣機能が低下し、地域の
中核的な医療機関において医師不足に伴い診療体制の縮小を余儀なくされるなど、医療提
供体制の維持が極めて厳しい状況になっている。
○ 国では、
平成20年度からの医学部入学定員の増員や新たな専門医制度を実施しているが、
医師養成には長い時間が必要であるほか、単に医師数を増やすだけでは、現在の地域間や
診療科間の偏在解消に結びつくとは限らない。
○ 現在、国の検討会において、1.都道府県における医師確保対策の実施体制の強化、2.医
師養成過程を通じた地域における医師確保、3.地域における外来医療機能の不足・偏在等
への対応、などについて議論されており、平成30年通常国会に関連法の改正法案が提出さ
れる見込み。
○ また、医師確保に関する各種会議体（地域医療支援センター運営委員会、へき地医療支
援機構等）を地域医療対策協議会に移管し、原則廃止とすることも含まれる。
○ 今後、国、県、大学及び地域医療関係者等がそれぞれの役割や責任に応じた取組みを行
い、地域や診療科間の偏在の解消につながる適正な制度の構築が求められる。

【本県の取組】
○ 本県では、自治医科大学卒業医師の活用や、へき地診療所への代診医の派遣、ドクター
バンク事業等を通じて、即戦力となる医師の掘り起こしに努めるとともに、地域枠入学生
を対象とした奨学金の創設や、地域医療に関する寄附講座の運営等により、地域医療を担
う医師の養成・確保に努めているところである。
また、県内の地域や診療科間の偏在を解消し、将来にわたって、安心できる医療を県民
に提供していくために、地域医療に従事しながらキャリア形成できる環境を整備し、奨学
生医師をはじめとする若手医師の県内定着を図ることとしている。

【実現後の効果】
◇ 地域の医師不足が解消され、県民全てが、いつでもどこでもどの分野でも安心して医療
を受けられる社会が形成できる。

県担当部署：保健福祉部 社会福祉医療局 医療対策課
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本 県 の 医 師 の 状 況
○平成 28 年 12 月 31 日時点における医師数をみると、前回調査（平成 26 年）から全国では
8,275 人（2.7％）増加し、本県では 66 人（1.8％）増加する結果となっており、全国と同
程度の増加率にとどまっている。
○また、人口 10 万人当たり医療施設従事医師数を圏域別にみると、松山圏域以外は全て全国
平均以下となっており、宇摩圏域では、松山圏域の半数程度の医師数となるなど、医師の地
域偏在が顕著となっている。

〔圏域別人口 10 万対医療施設従事医師〕

〔医師数の推移〕

〔市町別人口 10 万対医療施設従事医師数分布〕
上島町
今治市
松前町
伊方町
八幡浜市

50～
100～
150～
200～
250～

松山市

伊予市
東温市
大洲市
砥部町
内子町

新居浜市
西条市

久万高原町

四国中央市

西予市
宇和島市

鬼北町
松野町

愛南町

○医学部入学定員の増員に伴い、県が奨学金貸与枠を設定した「地域枠」出身の奨学生医師は、
新居浜市
計画ではピーク時に 100 名程度を県内の医療機関に配置可能となる見込み。

〔地域枠医師の配置予定数推移〕
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50 地域の実情に応じた地域医療介護
総合確保基金の見直しについて
【厚生労働省】
【提案・要望事項】

（1）地域の実情に沿った柔軟な制度への見直しと十分な財源の確保
・本基金について、地域の実情に沿って柔軟に活用できる制度とすると
ともに、将来にわたり十分な財源を確保すること。

（2）早期の内示など基金の円滑な運用
・内示により基金配分額が判明するまで、医療・介護の関係機関・団体
等が基金活用事業を実施することが困難であるため、医療・介護サー
ビスの円滑な提供に多大な影響を与えている。早期の内示など、運用
の見直しを早急に行うこと。
【現状と課題（背景・理由等）
】
１ 地域の実情に沿った柔軟な制度への見直しと十分な財源の確保
本県では、医療分野としては、地域の実情に沿った医療提供体制を構築し、
「県民安心の愛媛医療」の維持確保を図るため、平成２７年度に地域医療構想
を策定した。構想では、地域全体で治し支える「地域完結型」の医療とともに、
高度かつ専門的な医療については、各医療圏の広域的な連携を確保して地域医
療を守ることとしている。
また、介護分野としては、団塊世代が後期高齢者になる平成３７年を見据え
た中長期的な視点に立って、地域包括ケアシステムの構築を柱として、平成３
０年３月に高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画を策定した。計画では、
え がお
「健康長寿を実感し、地域において愛顔で暮らせる共生社会づくり」を目指し、
社会参加の促進や在宅医療・介護連携の推進のほか、認知症高齢者への支援、
高齢者施設の整備・充実や介護人材の確保に努めることとしている。
本基金の目的は、地域における医療と介護の総合的な確保であり、地域の実
情に沿って柔軟に活用できる制度にするとともに、構想等の実現に向けて十分
な財源の確保が必要。
２ 早期の内示など基金の円滑な運用
内示を受けるまで基金の配分見通しが全く立たないことや、地元大学と連携
した事業が配分額算定の積算からは除外されるケースがあることなどが、基金
活用事業の円滑な実施を図る上で障害となっているため、事業実施に必要な基
礎的な額をあらかじめ定めるとともに、内示を前年度中に行うなどの円滑な運
用が必要。
【実現後の効果】
◇ 柔軟な活用が可能となり、将来にわたって財源が安定的に確保されることに
より、地域医療構想や高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画に掲げた施
策の適切な実施につながるとともに、愛媛らしい医療・介護提供体制の構築が
図られる。
◇ 運用の円滑化により、医療・介護の関係機関・団体等による基金活用事業の
早期の着手が可能になるなど、医療・介護サービスの向上が見込まれる。
県担当部署：保健福祉部 社会福祉医療局 医療対策課
生きがい推進局 長寿介護課
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51 肝炎ウイルス検査の推進について
【厚生労働省】
【提案・要望事項】

（1）肝がんの大きな原因となるウイルス性肝炎対策を強化するため、職
域での肝炎ウイルス検査の自己負担分に対する受検者への助成制度
を創設し、検査の受検を強力に推進すること。
（2）重症化予防として実施されている初回精密検査費用の助成について、
職域での肝炎ウイルス検査を受けた結果、陽性と判定された者も対
象とするよう拡充すること。
【現状と課題（背景・理由等）
】
○現 状
肝がんの原因は、肝炎ウイルスによるものが８割を占めていることから、誰
もが一度は、肝炎ウイルス検査を受検することが求められている。
国の調査によると、職場健診時に併せて肝炎ウイルス検査が受検可能である
にもかかわらず、受検率は、大企業で４割、中小企業に至っては２割と低調で
あり、全国的に、職域での検査の促進が大きな課題とされている。
○愛媛県の取組
本県では、県民が検査を受けられる機会の増加を目的に、全国健康保険協会
（協会けんぽ）愛媛支部等の保険者や検診機関と連携して、保健所、医療機関、
健康増進事業（市町）及び職域等における肝炎ウイルス検査の普及啓発活動を
強化し、検査率の向上を通じて早期発見及び早期治療に結びつけることとして
いる。
○国の支援の必要性
職域での肝炎ウイルス検査受検を強力に推進するには、普及啓発に加えて、
検査費用の自己負担分を軽減することが効果的である。
また、ウイルス性肝炎は、集団予防接種の際の注射器連続使用や輸血により
感染するなど感染経路が多岐にわたり、国内最大級の感染症とされていること
から、国の責務において助成制度を創設することが必要不可欠である。
さらに、現在、重症化予防として実施されている初回精密検査費用の助成に
ついては、特定感染症検査等事業又は健康増進事業の肝炎ウイルス検診での陽
性判定者のみ助成対象となっているが、職域での肝炎ウイルス検査を受けた者
も対象とするよう拡充することが必要である。
【実現後の効果】
◇ 職域における肝炎ウイルス検査の取組が促進されることにより、肝炎の早期
発見・早期治療につながり、肝炎が重症化した肝がんによる死亡率を低下させ
ることができる。

県担当部署：保健福祉部 健康衛生局 健康増進課
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52 マイナンバー制度の安定した情報連携環境の
構築等について
【内閣官房・内閣府・総務省・厚生労働省】
【提案・要望事項】

（1）マイナンバー制度の安定した情報連携環境の構築
・国家的な情報基盤であるマイナンバー制度における情報連携について、
現状の不備改善や対象手続の追加等を行う際には、自治体側での事務処
理手順まで考慮した全体設計を徹底し、問題の発生を未然に防止するこ
と。
・情報連携用データレイアウト等の全国共通仕様を変更する場合には、十
分なシステム対応期間及びテスト期間を設けるとともに、対応経費につ
いては原則として国が負担すること。
・情報連携のために新たに設置した中間サーバー、統合宛名システム等の
システム更新経費についても原則として国が負担すること。

（2）国から地方への安全な情報伝達の実現
・マイナンバー制度導入に伴うセキュリティ対策の抜本的強化（インター
ネットの分離等）を踏まえ、各自治体が利用する国提供情報をＬＧＷＡ
Ｎ上に設置するよう努めること。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○情報連携環境における問題点
・ 情報連携の総合運用テストや試行運用等において、システム上の最も基礎
的な取決めである全国共通の情報連携用データレイアウト（データの項目名
や種類、順番等を定義）について、事務処理上支障をきたす不備が発見され、
住民の利便性向上（添付書類の省略等）が実現できない事務手続が生じたと
ともに、大幅なデータレイアウト変更が必要となり、自治体側に、システム
の改修やデータ登録作業及び予定外の作業経費負担が発生することとなっ
た。（データレイアウト変更は、情報連携の対象手続の追加等に伴い今後も
実施されるものであり、同様の問題の発生が懸念される。
）
・ 大幅なデータレイアウト変更が 30 年７月に実施されることとなったが、
仕様が開示された後も変更が頻繁に発生し、自治体側での検討・設計等が進
まない事態に陥るとともに、対応期間の確保に苦慮することとなった。
・ 情報連携のために 26 年度から新たに設置した中間サーバー、統合宛名シ
ステム等について、システム更新への対応経費が必要となる。当初構築を国
補助で行ったものであり、更新についても同様に国補助が必須。
○国から地方への安全な情報伝達における問題点
マイナンバー制度の導入に伴い、自治体側ではインターネットの分離を実施
したが、インターネット上にある国提供情報（各省庁のホームページに掲載の
情報やインターネット上のシステムで伝達される情報等）について、その取り
込みに苦慮しているところである。
【愛媛県内の取組】
○団体内統合宛名システムや各業務システムのシステム対応
データレイアウト等の全国共通仕様を国が変更する都度、システム改修や運
用方法の検討を追加実施し、予定外の対応経費を追加負担している。
【実現後の効果】
◇ マイナンバー制度全体の中核である、情報連携機能の信頼性・実用性の向上
◇ 住民手続の「添付書類の省略」等、住民にとっての利便性の向上
◇ 国から地方への情報伝達における安全性の確保
県担当部署：企画振興部 政策企画局 情報政策課
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53 地方消費者行政の充実・強化について
【内閣府（消費者庁）
】
【提案・要望事項】

地方の自主性・独自性を踏まえつつ、地方における着実で安定的な消費
者行政推進のため、地方の実情に即した将来にわたる柔軟な財政支援制度
の創設と充分な財源の確保を行うこと。
・ 消費者行政については、度重なる交付金制度改正による複雑化及び地方へ
の財源措置の縮小など、相談体制の維持や着実な消費者教育推進の継続に懸
念が生じているため、地方の実情に即した将来にわたる柔軟な財政支援制度
の創設と充分な財源の確保を行うこと。
】
【現状と課題（背景・理由等）
国は、26 年１月に最長で 39 年度まで基金等による財政支援のスキームを示すと
ともに、地域体制を整備すべく「地方消費者行政強化作戦」を策定した。その後、
27 年１月に複数年度も執行可能な基金から単年度の交付金への制度変更を行い、
活用に際して地方公共団体は、消費者行政推進のための計画を国に提出することと
された。
愛媛県では、21 年度以降、制度変更にも対応しながら基金等を活用して、市町
の相談体制の整備や県消費生活センターの中核機能の強化、事業者への法執行の推
進及び消費者教育の推進を図ってきたが、財政基盤が弱く、体制整備が遅れている
市町が多い本県にあっては、引き続き交付金を活用してこれらの事業を継続して行
っていける財政支援が必要である。
また、30 年度以降に向けて「地方消費者行政強化交付金」が創設されたが、国
の事業メニューにおける概ね３年間での実施に加え、地方の財政負担もあるため、
本県における市町の現状では活用が難しく、地方消費者教育の後退が懸念される。
このため、国の義務とされている財政措置を地方に必要な水準まで講ずるよう求め
ていく必要がある。
〇 21 年度以降、基金（国費 10/10）を活用し、愛媛県及び市町の消費生活相談員の
設置・増員や研修実施・研修参加助成を通じた相談員のレベルアップ等を実施した
結果、一定の相談体制の充実が図られた。
（21～29 年度 約 4.0 億円事業実施）
【相談員数】
20 年度
愛媛県：6 名
30 年度
愛媛県：8 名

市町： 7 市町 延べ 11 名
市町：19 市町 延べ 28 名（未設置は１町）

〇 一方、30 年度予算において、国の交付金は、37 年度末までの活用期間内である
にもかかわらず半減されるなど充分な支援がされておらず、消費者教育・啓発事業
の大幅な削減での対応に至った。今後も縮小傾向にあり、財政基盤が脆弱で体制整
備が遅れている地方にあっては、相談業務の維持も困難となる懸念がある。
【実現後の効果】
◇ これまでの事業規模が継続できることで、消費者被害の発生・拡大の防止や相談
窓口におけるスムーズな対応及び消費者教育の着実な推進が図られることとなり、
高齢者や若者をはじめとした県民の安全・安心な消費生活につながり、消費者行政
推進のための県計画の実現はもとより「地方消費者行政強化作戦」の達成に資する。
県担当部署：県民環境部 県民生活局 県民生活課
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54 低炭素社会の実現に向けた対策の支援について
【経済産業省（資源エネルギー庁）
・環境省・農林水産省】
【提案・要望事項】

（1）温室効果ガスの抜本的な削減のための設備導入等の支援の強化
・家庭や事務所、店舗等から排出される温室効果ガスの抜本的な削減を図
るため、再エネ・省エネ設備の導入等に対する支援を強化すること。

（2）気候変動の影響への適応策の取組の強化
・気候変動及びその影響予測・評価等に関する積極的な情報提供や、地域
における具体的な適応策の立案・実施の推進に対する支援を強化するこ
と。

（3）バイオ燃料利用拡大のための環境整備
・バイオ燃料に対する国民の理解や、製造したバイオ燃料の利用を強力に
推進するとともに、税財政面での優遇措置を講ずるなどバイオ燃料の利
用拡大に必要な環境整備に取り組むこと。
【現状と課題（背景・理由等）
】
○温室効果ガス排出量の増加
近年、火力発電所の稼働増に伴い、特に業務・家庭部門の温室効果ガス排出
量が増加しており、家庭へのＺＥＨ(ゼロエネルギーハウス)の導入や、事務所、
店舗等において省エネ効果の高い設備改修等を更に促進していく必要がある。
〇気候変動の影響
地球温暖化によって極端な高温や強い台風などの異常気象が各地で発生す
るなど、かつて経験したことのないような気候の変化に直面しており、地球温
暖化に対する適応の取組を強化する必要がある。
〇バイオ燃料を取り巻く状況
地域の未利用資源である使用済み天ぷら油を原料としたバイオ燃料は、温室
効果ガス削減・循環型社会の構築など重要な役割を果たすものであるが、製
造・流通等のシステム・制度の整備、国民の理解など様々な課題がある。国民
の理解促進や利用推進に必要な環境整備を図るとともに価格競争力を高め、導
入を促進することが必要となっている。
【愛媛県内の取組】
○県民総ぐるみでの地球温暖化防止の推進
「愛媛県地球温暖化防止実行計画」に基づき、地球温暖化対策に繋がる賢い
選択を促す各種キャンペーンなどを通じた意識啓発に加え、ＺＥＨ住宅、再生
可能エネルギーや家庭用燃料電池の導入促進、自転車によるエコ通勤の普及の
ほか、地域で回収したバイオマス資源“使用済み天ぷら油”を原料としたバイ
オディーゼル燃料５％混合軽油の利用拡大を図るなど、県民総ぐるみで地球温
暖化防止に努めている。
また、平成 27 年３月の同計画改定時に新たな施策として地球温暖化への適
応の取組を追加し、国の適応計画や最新の科学的知見・行政の情報を踏まえ、
適応策の方向性の検討を行うこととしている。
【実現後の効果】
◇ 地域全体で再エネ・省エネの更なる導入を促進し、温室効果ガスの大幅な削
減を図るとともに、気候変動の影響に対する適応策の推進により、住民の安
全・安心を確保し、もって持続可能な低炭素社会の実現を目指す。
県担当部署：県民環境部 環境局 環境政策課
− 119 −

55 新エネルギーの導入促進及びエネルギーのベスト
ミックス実現による電力需給の安定化について
【経済産業省（資源エネルギー庁）
・環境省】
【提案・要望事項】

エネルギーの安定供給等を確保するための最適な電源構成の実現に向け
た具体策を講じるとともに、新エネルギーの一層の導入促進を図ること。
（1）エネルギーのベストミックス実現による電力需給の安定化
（2）新エネルギーの導入促進に対する支援措置の拡充
【現状と課題（背景・理由等）
】
○ 「エネルギー政策基本法」において、エネルギーの需給に関する施策を総合
的に策定・実施することは、国の責務とされており、第５次「エネルギー基本
計画」の最終取りまとめ作業が現在進められているが、
「長期エネルギー需給
見通し（Ｈ27 年決定）
」で示された、2030 年度の最適な電源構成（再生可能エ
ネルギーの比率 22～24％程度、原子力発電の比率 20～22％程度）の実現に向
け、国において具体策を示し、着実に実行していくことが望まれる。
○ 伊方発電所については、１号機に続いて２号機の廃炉決定（Ｈ30 年３月）が、
３号機はＨ28 年８月の再起動後、Ｈ29 年 12 月の広島高裁による運転差止仮処
分決定がなされるなど、原子力発電を取り巻く環境は激変しており、国におい
ては原子力発電の今後の位置づけをより明確化するとともに、県民生活や経済
活動に支障が出ないよう、ベースロード電源等を適切に組み合わせたベストミ
ックスの実現による電気料金の低廉化と電力需給の安定化が望まれる。
○ また、固定価格買取制度による太陽光発電設備の導入拡大により、多くの地
域で系統接続量が限界に達しており、更なる再生可能エネルギーの導入促進に
向けては、系統運用の見直しや蓄電池の設置等のインフラ整備など抜本的な系
統連系対策が必要である。
○ 加えて、新エネルギーのより一層の導入促進を図るためには、固定価格買取
制度の適切な運用と併せて、家庭や企業向けの設備導入に関する補助制度等、
国の支援策の拡充のほか潮流発電等の研究開発段階のエネルギーを含め、更な
る技術開発や高性能で低コストの蓄電技術の開発研究が必要であることから、
国が戦略的に取り組むことにより、その道筋を明確にしていくことが望まれる。
○ なお、固定価格買取制度により、電力会社が買取りに要した費用については、
最終的には、企業や家庭の電気料金に上乗せされることから、国は、国民負担
の軽減を図るとともに、国民に対し、より丁寧な説明と理解を得る努力が必要
である。
【愛媛県内の取組】
○ 市町とも連携し、家庭用燃料電池や蓄電池の導入補助に加え、中小企業の新
エネ設備等の導入に向けた県単低利融資制度の拡充や工業用水道等を活用し
た小水力発電のほか、市町等が実施する再生可能エネルギーの導入可能性調査
に対する支援を行うなど、本県の特性や実情に応じた多様な再生可能エネルギ
ーの導入促進に努めている。
【実現後の効果】
◇ 地域の実情に応じた新エネルギーの導入促進
県担当部署：経済労働部 産業雇用局 産業政策課
県民環境部 環境局 環境政策課
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56 エネルギー対策特別会計関連交付金の
充実強化について
【経済産業省（資源エネルギー庁）
】
【提案・要望事項】

東日本大震災を契機に、地域における防災・安全対策の重要性が高まる
中、喫緊かつ集中的な事業展開を図るため、エネルギー対策特別会計関連
交付金の充実強化を図ること。
（1）電源立地地域対策交付金の交付対象市町（エリア）の拡大及び愛媛県・
交付対象市町への交付金額の増額や、交付金制度拡充による適切な財
政措置
（2）石油貯蔵施設立地対策等交付金の愛媛県・交付対象市町への交付金額
の増額
】
【現状と課題（背景・理由等）
○ Ｈ23 年発生の東日本大震災の影響により、東京電力福島第一原子力発電所で
放射能漏れ事故が発生した。更に震災直後、東京電力広野火力発電所、常陸那
珂火力発電所、鹿島火力発電所についても運転が停止され、また、コスモ石油
千葉製油所でもＬＰＧタンク付近で大規模火災が発生するなど、今後の日本の
エネルギーの安定供給システムの維持・確保のためには、更なる対策強化が望
まれる。
○ 東日本大震災後、愛媛県ではＨ24年度に地域防災計画（原子力災害対策編）
を改訂し、重点的に防災対策を行う範囲をＥＰＺ（概ね半径10kmの地域）から、
ＰＡＺ（概ね半径５kmの地域）
、ＵＰＺ（概ね半径30kmの地域からＰＡＺを除
いた地域）に拡大しており、国においても、エネルギーの総合的な対策を実施
する責務を有している立場から、地方自治体や事業者等と連携しながら、安全
対策とエネルギー関連施設の運転円滑化に一層拡充し取り組む必要がある。
○ 四国電力では、伊方発電所１号機に続いて２号機の廃炉を決定（Ｈ30年３月）
したところ。Ｈ29年９月から１号機の廃止措置作業に着手したが、その完了に
は約40年の長い期間を要し、地域の経済、雇用、財政等に影響を及ぼすことが
懸念されることから、国のエネルギー政策に協力してきた立地地域の持続的な
発展に向けて、廃止措置作業完了までを見据えた交付金制度の拡充を求める。
【愛媛県内の取組】
○ 愛媛県では、県や地元市町において、電源立地地域対策交付金、原子力発電
施設等立地地域基盤整備支援事業交付金及び石油貯蔵施設立地対策等交付金
などを活用し、防災・安全対策事業等を展開しているが、対策強化及び地域振
興のためにも、交付対象市町（エリア）の拡大、交付金額の増額や、制度の拡
充が必要である。
〔参考〕30 年度交付金の交付限度額
・電源立地地域対策交付金（電力移出県等交付金相当部分） 県・地元市町総額
・原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金
県・地元市町総額
・石油貯蔵施設立地対策等交付金
県・地元市町総額

636,733 千円
500,000 千円
195,778 千円

【実現後の効果】
◇ 地域住民の一層の安心・安全確保
県担当部署：経済労働部 産業雇用局 産業政策課
− 121 −

57 警察基盤の強化について
【総務省・国家公安委員会・警察庁】
【提案・要望事項】

（1) 愛媛県警察官の増員
・警察官１人当たりの業務負担が同規模県の中でも高い現状を早急に改
善するとともに、人身安全関連事案対策、特殊詐欺対策及び原子力関
連施設等へのテロ対策等の治安課題に的確に対処するため、本県警察
官を増員すること。

（2) 装備資機材、警察車両、自動車ナンバー自動読取システムの増強
・治安課題に的確に対処するため各種装備資機材や警察車両を増強し、
必要箇所への自動車ナンバー自動読取システムの増設又は簡易な自動
車ナンバー自動読取システムに係る補助金制度を新設すること。
【現状と課題（背景・理由等）
】
○過重な業務負担
本県警察官の１人当たりの負担人口は全国で 15 番目、負担世帯数は全国で
３番目に多く、同規模県の中でも高い業務負担の平準化を図るためには、本県
警察官の増員が必要である。
○人身安全関連事案対策や特殊詐欺対策等の治安課題への的確な対処
現在、本県では、既存の人員で対処し難い
◇ 人身安全関連事案対策
◇ 特殊詐欺対策
◇ 原子力関連施設等へのテロ対策及び大規模災害対策
◇ サイバー犯罪・サイバー攻撃対策
◇ 捜査手法・取調べの高度化及びＤＮＡ型鑑定等の科学捜査力の充実
等の治安課題があり、これらに的確に対処し、県民の期待と信頼に応えるため
には、本県警察官の更なる増員が必要である。
○各種装備資機材の整備が不十分
原子力関連施設等へのテロ対策、大規模災害対策、サイバー犯罪・攻撃対策
など各種治安課題に的確に対処するため、装備資機材の更なる整備・充実が必
要である。
○警察車両の整備率が四国最下位
本県における警察官１人当たりの警察車両（国費）整備率は、四国４県で最
下位であることから、更なる増強が必要である。
○自動車ナンバー自動読取システムの整備が不十分
広域化、複雑多様化する犯罪情勢に対処するため、自動車ナンバー自動読取
システムの増設又は簡易な自動車ナンバー自動読取システムに係る補助金制
度を新設する必要がある。
【実現後の効果】
◇ 安全で安心な社会の実現
※ 本県担当部署：警察本部 警務課・生活安全企画課・刑事企画課・警備課等
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58 交通安全施設更新事業の計画的な推進について
【国家公安委員会・警察庁】
【提案・要望事項】

交通安全施設更新事業の計画的な推進
・
「信号機の心臓部」である信号制御機の計画的な更新に係る補助金につい
て、継続的に予算を確保すること。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○交通安全施設の現状
本県では、いわゆる「第二次交通戦争」に係る総合対策の一環として、平成
元年から 15 年にかけ、交通安全施設を重点整備し、交通の安全と円滑を図っ
てきたところであるが、これらの更新基準が 19 年であることから、現在、交
通安全施設の大量更新時期を迎えている状況にある。
○計画的な信号制御機の更新の必要性
交通安全施設の中でも「信号機の心臓部」となる信号制御機は、特に重要度
が高く、確実な保守が求められているものであり、更新が滞った場合には、老
朽化による故障で滅灯、誤動作等を引き起こし、交通渋滞や交通事故を頻発さ
せるなど、県民生活に大きな影響を及ぼすおそれがあることから、計画的に更
新することが重要である。
○信号制御機の更新の取組
本県では、平成 28 年度末で約 2,000 基の信号制御機を設置・運用している
ところ、更新基準（19 年）が示されている中、既設信号機の見直しを図りつつ、
毎年 100 基程度を更新し、適正な維持管理と更新の平準化を図ることとしてい
る。この更新計画を確実に進めるため、警察庁の特定交通安全施設等整備事業
に係る補助金について、継続的に予算を確保する必要がある。
【実現後の効果】
◇ 信号制御機を計画的に更新することが、老朽化に起因する故障等による交通
渋滞や交通事故の発生を防止し、安全で円滑な交通環境を確保することにつな
がる。
県担当部署：警察本部 交通部 交通規制課
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Ⅶ 行財政改革・地方分権

59 地方税財源の充実・強化について
【内閣府・総務省・財務省】
【提案・要望事項】

（1）地方財政計画の適正な策定
・地方財政計画の策定に当たっては、地方財政計画の決定過程の透明化を図
るとともに、喫緊の課題である防災・減災対策及び公共施設等の老朽化対
策、大幅に増加している社会保障関係経費、人口減少対策や地域経済の活
性化等の地方創生に必要な経費など、地方の財政需要を的確に反映させる
こと。

（2）地方一般財源総額等の確保
・今後国の経済・財政一体改革の取組みを進めていく中で、地方の安定的な
財政運営に必要となる一般財源総額を確保すること。特に、地方交付税に
ついては、財源調整・財源保障機能が適切に発揮されるよう、その総額を
確保すること。

（3）地方分権を実現するための税収が安定的で偏在性の小さい地方税体
系の早期実現
・国と地方の役割分担を明確にした合理的な体制が必要とされる中、真の地
方分権を実現するため、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体
系の構築を図るとともに、国からの税源移譲も速やかに進めること。

（4）消費税への軽減税率導入に係る代替財源の確保及び更なる清算基準
の見直し
・平成 31 年 10 月の消費税率 10％への引上げにあわせて導入される軽減税
率制度について、その減収により地方の社会保障財源に影響を与えること
がないよう、代替財源等を確実に確保すること。
また、清算基準については、税収の最終的な帰属地と最終消費地を一致さ
せるという制度趣旨を踏まえたものとすべきであることから、引き続き、
地方の意見を踏まえ、より適切なものとすること。

（5）地球温暖化対策に関する税財源の確保及び円滑な実施
・必要な税財源を確実に確保するとともに、国に先駆けて森林環境税等を導
入してきた都道府県と二重課税や屋上屋を重ねる使途とならないよう制
度設計を行い、国において納税者に対し十分な説明を実施すること。
【現状と課題（背景・理由等）
】
30 年度地方財政計画においては、子育て支援や地方創生等の諸課題に取り組む
地方の実情を踏まえ、一般財源総額が 62.1 兆円（対前年度比 0.04 兆円増）と前
年度を若干上回る規模が確保された。特に、地方が反対していた基金残高の増加
を理由とした地方交付税等の削減は行われなかったほか、廃止された歳出特別枠
についても、公共施設の老朽化対策等に要する経費に振り替えて措置されるなど、
地方が自由に使える財源が全体として確保された。
地方の一般財源総額は、
「経済財政運営と改革の基本方針 2015」で 30 年度まで
実質的に同水準を確保することとされていたが、31 年度以降の在り方については、
今後、国の経済・財政一体改革の取組みの議論の中で検討されるものと考えてお
り、地方財政の新たなフレームにおいて、社会保障をはじめ、教育、警察、消防
といった住民生活に必須の行政サービスの安定的提供はもちろん、喫緊の課題で
ある防災・減災対策及び公共施設等の老朽化対策、人口減少対策や地域経済の活
性化等の地方創生に向けた取組みを推進していくために必要な一般財源総額を
安定的に確保することが不可欠である。
特に、今後も地方の基金残高に関する議論が継続すると予想されるが、地方で
は国を大きく上回る行財政改革努力を行いつつ、将来の財政需要を見据えて計画
− 124 −

的に基金を積み立て、財政負担の平準化等に努めているものであり、基金残高の
増加を理由に地方の固有財源である地方交付税を削減することは容認できない。
また、今後も既往の臨時財政対策債の元利償還金分が累積していくことが見込
まれることから、地方交付税法の本来の姿に立ち戻り、所得税など４税の法定率
を引き上げるなど、特例措置に依存しない持続可能な制度を確立することが重要
である。
さらに、30 年度税制改正により地方消費税の清算基準が見直され、結果として
大都市から地方へ税収が移転したものの、これは税収帰属の適正化を図るための
ものであり、地方税全体での都道府県別の人口一人当たりの税収額が２倍を超え
る税源偏在が引き続き存在していることから、税源の偏在性が小さく、税収が安
定的な地方税体系の構築を図るための実効性ある措置を検討すべきである。
31 年 10 月１日の消費税率 10％への引上げにあわせて導入される軽減税率制度
については、安定的な恒久財源を確保するため、30 年度末までに法制上の措置等
を講ずるべきである。
また、地方消費税の清算基準については、統計データの計上地と最終消費地に
ズレが生じているものや非課税取引等については統計データから除外し、カバー
率を 75％から 50％に変更するとともに、統計データのカバー外の代替指標とし
て「人口」の比率を 50％とすることとされた。
この見直しは、地方消費税に係る税収の最終的な帰属地と最終消費地を一致さ
せるという清算基準の趣旨を踏まえ、統計データの利用方法等の見直しを行うと
ともに、正確に都道府県別の最終消費を把握できない場合に、消費代替指標とし
て「人口」を用いること等により、算定における「人口」の比率を高める方向で
見直すことを検討すべきという 30 年度県重要要望に沿ったものとなっているが、
地方消費税は地方団体にとって重要な基幹税であり、その清算基準については、
今後とも、税収の最終的な帰属地と最終消費地を一致させるという制度趣旨を踏
まえたものとすべきである。
地球温暖化対策に関する地方の役割等に応じた税財源については、30 年度税制
改正で、森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）の創設が決定され、36
年度からの課税に先立って、交付税及び譲与税配付金特別会計からの借入金を財
源として 31 年度から森林環境譲与税（仮称）を譲与することとされたが、今後
は、新たな森林管理システムにおける私有林を中心とした間伐等の新たな業務に
係る都道府県と市町村の役割分担、都道府県の超過課税と国の森林環境税（仮称）
の関係の整理、市町村の事業実施体制の確保等が円滑に進むよう、必要な税財源
を確実に確保するとともに、国に先駆けて森林環境税等を導入してきた都道府県
と二重課税や屋上屋を重ねる使途とならないよう制度設計を行い、国において納
税者に対し十分な説明を実施するなど、制度の円滑な導入に向けた取組みを求め
る。
【実現後の効果】
◇ 地方の安定した財政運営の確保
◇ 地方が住民生活に必須の行政サービスを安定的に提供
◇ 喫緊の課題である防災・減災対策、人口減少対策や地域経済の活性化等の地
方創生に向けた取組の推進
県担当部署：総務部 行財政改革局 財政課・税務課
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60 地方創生の実現に向けた実効性のある
支援について
【内閣府】
【提案・要望事項】

（1）地方創生推進交付金を活用するための所要財源の確保
・地域再生法に基づく事業計画として認定されることで、複数年度にわた
る取組が地方創生推進交付金の対象として位置づけられることとなった
が、計画に掲げた取組を着実に実施できるよう、所要財源を十分に確保
していくこと。

（2）地方が自らの力で創生していくために必要な権限と財源の移譲推進
・真の地方創生を実現するためには、地方の創意工夫が十分に生かせる仕
組みが必要であることから、地方が現場目線で実効性のある取組をスム
ーズに行えるよう、権限と財源の移譲をしっかり進めていくこと。
】
【現状と課題（背景・理由等）
○地方創生推進交付金を活用するための所要財源の確保
地方創生推進交付金の活用条件として、地域再生法に基づく事業計画の内閣
総理大臣による認定が定められたことにより、複数年度にわたる取組が地方創
生推進交付金の対象として位置づけられることとなったが、計画に掲げた取組
を着実に実施できるよう、所要財源の継続的な確保が不可欠である。
○地方が自らの力で創生していくために必要な権限と財源の移譲推進
地方創生推進交付金をはじめとして、国による地方創生の実現に向けた手厚
い支援が行われているが、真の地方創生を実現するためには、地方の創意工夫
が十分に生かされる仕組みであることも必要である。
そのためにも、地方が現場目線で実効性のある取組をスムーズに行えるよう、
権限と財源の移譲をしっかり進めなければならない。
【愛媛県内の取組】
○「愛媛県版まち・ひと・しごと創生総合戦略」の着実な推進
平成27年10月に「愛媛県版まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、
「①
地域に働く場所をつくる・人を呼び込む」
、
「② 出会いの場をつくる・安心し
て子どもを生み育てる」
、
「③ 元気な地域をつくる・いつまでも地域で暮らせ
る」の３つの基本目標のもと、まち・ひと・しごとの創生を目指して取り組ん
でいくことで、県内人口の自然減と社会減の是正を着実に進めている。
また、県内各市町も同様に総合戦略を策定し、地方創生に向けた取組を推進
している。
【実現後の効果】 ※実現後の効果として、県の総合戦略で掲げている基本目標
◇ 社会減の縮小〔3,512 人の転出超過（平成26年度）→1,200 人以上の縮小
(平成31年度)〕
◇ 若い世代の就労・結婚・子育ての希望が実現することによる合計特殊出生率
の段階的な上昇〔1.50（平成26年）→1.58 程度(平成31年)〕
◇ 市町連携による人口減少に対応した地域づくり〔３件（平成26年度）→
５件(平成31年度・累計値)〕
※ 県内各市町においても、実現後の効果として、同様に目標を設定。

県担当部署：企画振興部 政策企画局 総合政策課
− 126 −

【愛媛県版まち・ひと・しごと創生総合戦略の概要】
（戦略の理念）
＊＊＊第六次愛媛県長期計画「愛媛の未来づくりプラン」において、今後の愛媛づくりにおける
基本的な考え方として掲げられた以下の４つの視点を県民と共有しながら、
「愛のくに 愛顔
あふれる愛媛県」の実現に向けて取り組み、本県が直面する人口減少問題の解消に向け、オ
ール愛媛で取り組んでいく。
＊＊＊＊①
＊＊＊＊②
＊＊＊＊③
＊＊＊＊④

つながり実感愛媛の実現《人と人との絆を大切にする》
オリジナル愛媛の創造《愛媛らしさを発揮する》
愛媛コーディネートの確立《愛媛の魅力をつなぎ合わせて強みを高める》
ニュー・フロンティア愛媛の追求《自ら道を切り拓き新しい分野へ挑戦する》

（戦略の位置付け）
本戦略は、まち・ひと・しごと創生法に基づき策定された国の「まち・ひと・しごと創
生総合戦略」を勘案し、本県の目指す将来の方向性を示す「愛媛県人口ビジョン」を踏ま
え、今後５か年の目標や具体的な施策を示し、県内人口の自然減の歯止め、県外への流出
の是正を着実に進めていくためのもので、
「愛媛の未来づくりプラン」をはじめとする県の
各種計画と一体的に推進していく。
（取組に当たっての基本事項）
市町をはじめとする産学官等の多様な機関・団体、国や県外の地方公共団体等と連携し
て、地方創生の実現を目指した取組みを効果的に推し進め、本県の活力の維持・向上を目
指し、具体的には、
＊＊＊＊① 「地域経済の活性化」
、
「きめ細かな少子化対策」
、
「地域課題への対応」の観点から、
東・中・南予の地域特性を踏まえた実効性の高い取組み
＊＊＊＊② 市町をはじめ産学官等の多様な機関・団体と連携した「オール愛媛」の体制での推
進
＊＊＊＊③ 国や県外の地方公共団体等との広域連携による人的・物的交流の拡大などによって、
出生率の向上や若年層を中心とした県外への人口流出の解消等を図り、人口減少に歯
止めをかけることで更なる県内の活性化を目指す。
＊＊＊また、各市町が自らの総合戦略に基づき、様々な取組を進めるなかで、市町間での連携・
協力が円滑に行われ、県内が一体となって、まち・ひと・しごとの創生を目指して取り組ん
でいけるよう、県が調整役となる。
さらに、国が提供する「地域経済分析システム(RESAS)」を活用した地域経済に係わる様々
なビッグデータ（企業間取引、人の流れ、人口動態等）に基づく分析を行うことで、より
効果的・効率的に各種施策に取り組んでいく。
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61 地方分権改革の推進について
【内閣府・総務省】
【提案・要望事項】

個性を活かし自立した地方をつくるため、地方の提言・要望を十分反
映した、真の地方分権型社会実現への取組を推進すること。
（1） 国と地方の役割分担の見直し
・国と地方の役割分担の大胆な見直しを行うこと。
・広域自治体のあり方については、道州制ありきではなく、国と地方の
役割分担を明確にした上で、住民に一番身近な基礎自治体を強化する
観点から検討すること。

（2）地方税財政制度の整備
・税源移譲、国庫補助負担金、地方交付税等の税財政上の措置のあり方
について一体的に検討し、地方自らの責任で効率的な自治体経営を行
うことができる地方税財政制度の整備を図ること。

（3）更なる事務・権限の移譲
・地方の課題をより迅速かつ効果的に解消できるよう、事務･権限の更な
る移譲を行うこと。

（4）更なる義務付け・枠付けの見直し
・地方の自主性・裁量性を拡大するため、更なる義務付け・枠付けの見
直しを行うこと。
・
「従うべき基準」の多用などの課題解消を図ること。

（5）地方分権改革に関する提案募集制度の推進
・制度の実効ある運用を行い、現場を知る地方からの提案に対して真摯
に耳を傾け、より具体的な成果を出すこと。
【現状と課題（背景・理由等）
】
○ 明治以来続いてきた中央集権型行政システムは、社会の成熟に伴う住民ニー
ズの多様化や経済のグローバル化の進展など時代の変化に対応できない状況
に陥っており、地域の個性を活かした地域づくりに対する阻害や国と地方の二
重行政等による無駄といった課題が指摘されている。
○ こうした現状を打破し、活力に満ち、安心して暮らすことのできる社会を実
現するためには、国と地方の役割分担を明確にして、国は、外交や防衛、金融
政策といった本来果たすべき役割に専念し、住民に近い行政は地方が主体的に
決定、実行することで、国・地方双方の機能強化につなげていく必要がある。
○ 地方分権改革は、住民に最も身近な基礎自治体を重視して進めることが重要
であり、地域の個性を活かした地域づくりや国、地方を通じた行財政改革のた
めに、ぜひとも実現させなければならない重要課題である。
〇 地方からの発意に根ざした新たな取組として、平成 26 年から導入された「地
方分権改革に関する提案募集制度」では、平成 29 年度は、全国の提案の 89.9％
について、地方から意向を踏まえてなんらかの対応を取るとする対応方針が示
されたものの、具体的な検討を先送りしているものが多い。
【実現後の効果】
◇ 住民に身近な自治体等の強化により、住民自治の具現化が図られ、地域の個
性を活かした地域づくりが可能になる。
◇ 国と地方の適切な役割分担により、国と地方の二重行政等の無駄を排除し、
国、地方を通じた行財政改革に寄与する。
本県担当部署：総務部 行財政改革局 行革分権課
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平成31年度
国の施策等に関する提案・要望
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