
はじめに
今年に入ってから全国、全世界に拡大を続けている

新型コロナウイルス感染症は、都道府県にとって、目
下の最重要課題となっている。
感染者を収容する病床の確保など、医療提供体制の

整備は都道府県が行っているし、保健所の設置・運営
は政令市・中核市を除き都道府県の役割である。新型
インフルエンザ等対策特別措置法（以下「特措法」と
いう。）に基づく休業要請や休業指示は都道府県知事
の権限であり、またインバウンド需要消失により打撃
を受けた県内の観光業の再生、県立高校等の学校の休
校・再開など、都道府県が感染症対策について担う役
割、判断すべき事項は非常に大きい。
連日ニュースやワイドショーなどで、都道府県知事

の記者会見での発言などが取り上げられているが、近
年、都道府県という行政組織とその判断がこれほど注
目されたことはなかった、といってよいだろう。
感染症対策のために編成された国の補正予算につい

ても、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交
付金（3兆円：令和2年度2次補正予算後。以下「地
方創生臨時交付金」という。）、新型コロナウイルス感
染症緊急包括支援交付金（2兆3,860億円：同上。以
下「緊急包括支援交付金」という。）をはじめ、その
多くが地方自治体において執行されるものとなってい
る。
筆者は現在財務省から岐阜県に出向しているが、岐

阜県も様々な感染症対策を打ってきた。そこで、本稿
では、岐阜県がこれまでに新型コロナウイルス感染症
対策としてどのような予算上の対応を行ってきたか
を、時系列を追って解説していきたい。なお、文中意
見にわたる部分はすべて筆者の見解であり、筆者の所

属する組織の見解ではない。
本論に入る前に、国と地方との予算の違いについて
説明しておきたい。国と地方の予算制度には異なる点
が色々あるが、最も大きな違いは、地方自治体は赤字
債の発行が基本的にできない、という点である。すな
わち、国は特例公債法に基づき、いわゆる赤字国債の
発行が可能であるのに対し、地方自治体は、公共事業
等の投資的経費に対する起債や、税収が想定よりも下
回った場合の減収補填債など、起債が可能な場合が限
定されているのである。
新型コロナウイルス感染症対策として必要な事業
は、そのほとんどが投資的経費ではない、いわゆるソ
フト事業であることから、起債で対応することはでき
ない。地方自治体は財政調整基金という、想定外の支
出に対応するためのバッファーを持ってはいるが、今
回の事態に対応するために必要な予算規模は、その
バッファーで対応できる規模をはるかに超えるもので
あることから、後に詳述するように、予算担当者とし
ては、「財源をどう確保するのか」という課題に頭を
悩ませることとなった。

1令和2年度当初予算決定（2月）
国の予算は毎年12月に閣議決定され、1月に国会
に提出されるのが通例であるが、地方自治体の場合、
年内に予算の内容について協議を進めつつ、年末に示
される国の予算（特に地財計画）の内容を踏まえ、予
算の大枠を決めていく。このため、令和2年度の岐阜
県当初予算（一般会計の総額8,420億円）は、2月6
日に決定・記者発表であった。
この頃、ダイアモンドプリンセス号の船内で新型コ
ロナウイルスの感染者が広がっていることが話題に
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なっていたが、国内での感染の広がりは見られず、岐
阜県内の感染者もゼロであった。この時点では今後の
広がりが見通し難い状況であったため、当初予算で
は、新型コロナウイルス対応のための特別な対策は計
上しないが、今後の感染の推移を見て機動的に対応す
る予定であった。

2 2度の補正予算編成（3月）
その後、2月26日に県内で初の感染者が確認され

た。また翌27日には総理から全国すべての小中高校
の休校要請があり、県内の小中高校も休校となった。
こうした状況の下、県は2月28日に「新型コロナ

ウイルス感染症対策総合アクションプラン」をとりま
とめ、これに基づいた施策を実行するため、3月4日
と3月18日に補正予算を提出、いずれも原案の通り
可決された。
内容は、前者は、県保健環境研究所の検査体制強化

のための機器整備、マスクや消毒液などについて消費
者に冷静な購買行動を促すための啓発、長期休校に伴
う中高生の心のケアを図るためのSNS相談窓口の開
設等（総額2,600万円）であり、後者は、収入が減少
した方への緊急小口資金の貸付、特別支援学校の生徒
が利用する放課後デイサービスへの運営費助成、事業
者の円滑な資金調達を支援するための休日相談会の開
催など（総額3億4,000万円）である。

3緊急事態宣言、感染拡大防止協力金 
（4月・5月）
3月下旬から4月中旬にかけて、県内では合唱団や

ナイトクラブでのクラスターが発生、累計感染者数は
3月17日時点の3名から4月16日時点で135名へと、
急速に増加した。
このような中、県は、まず4月3日に「ストップ　

新型コロナ　二週間作戦」を打ち出し、「不要不急の
外出の自粛」「感染リスクが高まる密閉、密集、密接
が揃う場の徹底回避」を県民に要請した。そして、4
月10日には県独自の「非常事態宣言」を発出すると
ともに、今後実行すべき施策を「『非常事態』総合対
策」としてとりまとめた。
対策の内容は、
（１）�県民、事業者への「ステイホーム（在宅）」

「ソーシャルディスタンシング（人との距離）」
の徹底、学校の臨時休業の延長、幼稚園、保
育所、放課後児童クラブへの休園・閉所要請
などの「オール岐阜での感染防止対策」

（２）�目標数値を明記した検査体制の拡大と柔軟か
つ徹底した検査の実施、病床数確保、後方施
設設置などの「医療提供体制の強化・充実策」

（３）�雇用調整助成金の上乗せ支援、コロナ離職者
の再雇用等の「景気経済・生活雇用対策」

となっている。
その後、4月16日に、国は特措法に基づく緊急事

態宣言の対象区域を全都道府県とするとともに、岐阜
県を特に重点的に取り組むべき「特定警戒都道府県」
に指定した。これを受け、県は直ちに特措法に基づく
措置を含む「『緊急事態』総合対策」を決定した。
具体的には、4月18日から5月6日までの間につき、

ナイトクラブ、バーなどの「遊興施設」、パチンコ店、
スポーツジムなどの「運動・遊戯施設」などを対象と
した休業要請、喫茶店や居酒屋などの「食事提供施
設」への営業時間短縮要請を行った。そして、これら
の要請に全面的に協力いただく中小事業者に対し、市
町村と連携し、50万円の協力金を支給することとし
た。
こうした対策を実施していくにあたっては、当然な

がら裏付けとなる予算措置が必要となる。予算措置と
しては、対策全体を、即刻対応すべき施策とそれ以外
の施策に仕分けし、前者を専決処分（地方自治法上認
められた制度で、特に緊急を要するため議会を招集す
る時間的余裕がないことが明らかな場合に、知事が議
会の議決すべき案件を処分するもので、次の議会にお
いて処分の承認を求めるもの）、後者を5月に開会さ
れる議会へ提出することとした。
前者の内容は、医療機関に対するウイルス検査機器

の導入支援、軽症ないし無症状患者を受け入れる民間
ホテルの借上げ、金融機関から実質無利子・無担保で
融資を受けられる県制度融資の創設などとなってお
り、後者の内容は、先述した感染拡大防止協力金のほ
か、PCR検査に必要な検体を採取する「地域外来・
検査センター」の県内各圏域での設置、患者の治療な
どの対応のため帰宅できない医療従事者への宿泊費の
助成、医療従事者への特殊勤務手当の支給、雇用調整
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助成金の上乗せ支援などとなっている。
なお、感染拡大防止協力金については、速やかに事

業者の手元に行き渡ることが重要との考えのもと、支
給対象となる約15,500件について、6月下旬には9
割を超える支給を終えるなど、全国的にも極めて速い
スピードで執行された。

4「県有施設整備・新型コロナウイルス
感染症対策基金」
さて、これらの予算を措置するためには、当然財源

が必要となる。先述したように、地方自治体には赤字
債の起債が認められないので、他の手段により財源を
工面する必要があった。
まず、成立したばかりではあるが、令和2年度当初

予算の見直しを行った。全部局の予算をもう一度洗い
直し、感染症の拡大に伴い一部中止や延期が決まった
事業や、不急の事業の予算を減額することにより、約
16億円を捻出することができた。
しかしながら、財源としてはなお約87億円が必要

であった。ちょうどこの頃、国の地方創生臨時交付金
の岐阜県への第一次交付限度額の内示があったが、約
67億円という結果であったため、交付金を最大限活
用した上で、差し引き20億円を更に捻出することが
求められた。
先述したように、このような場合は財政調整基金か

ら取崩しを行うのが通常の対応である。しかし、今
後、感染症対策として更なる支出が想定されること
や、大幅な税収減が見込まれる（先述の減収補填債は
あるが、消費税が対象税目となっていないなど、税収
減を全て起債で補うことはできない）ことも考える
と、県にとっていわば「ラストリゾート」である財政
調整基金を安易に取り崩すことは慎重に考える必要が
あった。
ところで、岐阜県では現在、老朽化が進んだ現庁舎

の隣の敷地に新たな県庁舎を整備するための工事を
行っており、「県有施設整備基金」にそのための財源
を積み立ててきた。もともと、事業費の2分の1を基
金から出し、2分の1を県債発行で賄う予定であった
が、法令上、事業費の4分の3まで県債の充当が可能
であることから、県債の発行割合を増やす形で財源の
組み換えを行えば、基金に積み立ててきたお金の一部

を感染症対策に回すことができる。
そこで、条例を改正し、基金名も「県有施設整備・
新型コロナウイルス感染症対策基金」とすることで、
基金を感染症対策の財源に充当可能とし、ここから約
20億円の取崩しを行った。

5過去最大の補正予算編成（6月）
緊急事態宣言後、「オール岐阜」体制で対策に取り
組んだ結果、4月末以降、県内の感染状況は落ち着き
を見せた。県内の感染者は4月末に累計149人であっ
たが、6月末時点では156人で、2カ月間での新規感
染者は7人にとどまった。
この間、5月14日には国の緊急事態措置が解除さ
れた。学校も6月1日から分散登校により段階的に再
開され、6月中旬には全ての小中高校において通常の
授業に移行した。
このように、県民生活は徐々に日常を取り戻しつつ
あったが、一方で新型コロナウイルスが「未だに日常
に潜んでいる」ことを忘れず、第二波、第三波に耐え
うる備えを打っておく必要があった。同時に、打撃を
受けた県経済を回復させ、事業、雇用を守るための更
なる対策が求められた。更に、感染拡大を契機に進み
つつある「デジタルトランスフォーメーション」の加
速化等にも取り組んでいく必要があった。
こうした状況認識のもと、コロナ対応としては5度
目となる補正予算を編成し、6月23日開会の議会に
提出、7月9日に可決成立した。
内容は、1感染防止・医療　2経済の再生　3子ど
もたちを守り育てる教育体制の再整備　4「新たな日
常」・社会経済の変容　の4本柱から構成されるもの
となった。詳細は表1をご覧いただきたい。
補正予算の総額は約1,105億円となり、岐阜県が編
成した補正予算の金額としては過去最大の規模となっ
た。
この財源であるが、予算の半分弱を占める約513億
円は県制度融資貸付金となっており、これは金融機関
経由で事業者に貸し付けられる資金で、金融機関から
年度末に一旦返還されるものであるため、県の持ち出
しは必要ない。残額のうち、医療提供体制整備・感染
防止対策予算には緊急包括支援交付金（約352億円）、
経済再生対策等の予算には地方創生臨時交付金（約
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178億円）を充てていき、その他個別の国庫補助と合
わせ、国からの支援を最大限に活用した。その上でな
お県独自に支出する必要があるものについては、県有
施設整備・新型コロナウイルス感染症対策基金から約
3億円を充当した。

6豪雨、第二波（7月）
（１）令和2年7月豪雨
7月に入り、岐阜県は新たな災害に見舞われた。令

和2年7月豪雨は、7日から8日にかけ中濃から飛騨
地方を中心に断続的に非常に激しい雨となり、6市に
大雨特別警報が発表されたほか、降り始めからの降水
量が県内11地点で1,000ミリを超えるなど、記録的
な大雨となった。
これにより、飛騨川を中心とする河川の氾濫や土砂

災害、下流域の白川町ではバックウォーター現象によ
る浸水被害が発生し、また八百津町では短時間の突風
による損壊家屋が発生した。
特に、下呂市と高山市を結ぶ幹線道路である国道

41号線は約500メートルにわたり崩落し、8月17日

まで通行止めとなるなど、インフラの被害は大きいも
のがあった。筆者はお盆休み中に、岐阜県の東北端に
ある奥飛騨温泉郷に向かったが、途中の道路には片側
交互通行の個所が5、6か所あり、中には道路の片面
がえぐられて復旧に相当の時間を要すると見られる所
もあった。
このような中、死者・行方不明者がなかったこと

は、不幸中の幸いであったし、岐阜県がこれまで積み
重ねてきた治水・治山事業の成果、また、地元自治
体、地域住民などが連携して早期の避難誘導が実施さ
れた結果と考えられる。
県としては今後災害復旧のための補正予算を編成予

定である（なお、岐阜県は2年前にも7月豪雨災害に
見舞われている。その模様については、坂口前部長が
ファイナンス2018年11月号に寄稿されているので、
興味のある方はご覧いただきたい）。

（２）感染再拡大
また、7月には岐阜県でも新型コロナウイルスの感

染が再拡大した。6月末時点で累計156名であった感

〈表1〉　令和2年度6月補正予算　～コロナ社会を生き抜く～

補正予算額　1,104億7,340万3千円
（単位　千円）

1　感染防止・医療
（1）感染防止対策の推進

○病院、診療所等の感染防止対策支援 7,692,116
○福祉施設等の感染防止対策支援 3,573,516
○学校・幼稚園、保育所など多方面での感染防止対策支援 2,904,374
○「新たな日常」に対応する宿泊施設の改修等への支援 500,000
○災害時の避難所における感染防止対策の拡充 200,000

（2）今後に備えた医療・福祉提供体制の整備
○医療、介護・障がい福祉施設従事者等への慰労金の支給 10,345,500
○感染症患者受入病床の確保 9,744,793
○ICUの前室付陰圧室化などの入院・診察体制の強化 1,846,039
○防護服、フェイスシールドなどの衛生資材の確保 1,188,383
○PCR検査体制の増強 583,842
○感染症患者受入医療機関への協力金の支給 644,000
○在宅高齢者・障がい者へのサービス再開に向けた支援 162,200

403億円 2　経済の再生
（1）経済再生・雇用維持

○中小・小規模事業者への更なる金融支援の強化 51,334,000
○新型コロナウイルス感染症対応事業応援補助金の拡充 1,200,000
○地場産業の販路開拓及び商品開発等への支援 1,042,321
○サプライチェーンの見直しと新たな需要への設備投資支援 750,000
○離職者雇用企業給付金の増額 45,000

（2）観光のリスタート（守りと攻め）
○「新たな日常」に対応する宿泊施設の改修等への支援［再掲］ 500,000
○ 安心ステイ～ほっと一息、ぎふの旅～キャンペーン
（クーポン発行等） 771,595

○ 「新たな観光」の推進（VR、戦国武将、サステイナブル・
ツーリズム等） 320,761

○インバウンド再開に向けたネットワーキング 103,058
（3）農林水産業の支援

○学校給食への飛騨牛・鮎等の提供支援 669,500
○輸出先国の市場変化に対応した食品製造施設整備等の支援 285,000
○原木ストックヤードの確保、県産材住宅の建設支援の拡充 60,600

588億円

3　子どもたちを守り育てる教育体制の再整備
（1）教育のICT化

○県立高校等の生徒用タブレット導入やオンライン学習の充実 3,954,902
○私立高校等の教育ICT化の支援 590,840
○県立学校（農業大学校、国際園芸アカデミー　等）のICT化 149,571

（2）学びの場の確保と安全対策
○学習指導の人的体制の充実 847,293
○学校再開に伴うサポートスタッフの増員 269,994
○臨時的なスクールバス増車による三密の回避 227,188
○家計急変の影響を受けた児童生徒の私学授業料の軽減 10,804
○高校総体等の代替大会開催の支援 9,920

61億円 4　「新たな日常」・社会経済の変容
（1）県民生活の維持・「新たな日常」への対応

○緊急小口資金や住居確保給付金の確保 1,449,000
○ひとり親世帯、妊産婦への支援 477,166
○移住定住の促進、サテライトオフィスの支援 517,000
○SDGs（持続可能な開発目標）の推進 109,000

（2）社会経済の変容（デジタルトランスフォーメーションなど）
○テレワークの推進 559,650
○ローカル5Gの環境整備、ソフトウェア産業の支援 222,000
○農林業、福祉分野のロボット・ICT化支援 490,117
○「コロナ社会を生き抜く」文化芸術活動の応援 160,000
○県庁デジタルトランスフォーメーションの推進 1,500,044

56億円
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染者数は、7月末時点で331名となり、1か月で倍増
した。4月を上回るスピードで感染拡大が見られたこ
とから、7月31日、県は独自の「第二波非常事態」
を宣言し、県民に警戒を呼び掛けた。特に、本県感染
者の約6割が愛知県由来であり、そのうち、繁華街で
のクラブ等、酒食を伴う飲食店での感染者が約7割超
であることから、愛知県、特に名古屋での酒類を伴う
飲食を回避すること、また、若者の感染急増や高等学
校でのクラスター発生が見られたことから、学校夏休
み・お盆休み対策の徹底を呼び掛けた。
8月に入っても新規感染者の発生は続いたが、中下

旬には新規感染者数が一桁台の日が続いており、減少
傾向が見られる。

7おわりに
以上、新型コロナウイルス感染症に対するこれまで

の岐阜県の対応を主に予算面から解説した。対策は多
岐にわたっており、また現在進行中の事象であって今
後も継続して対応が必要なものであるが、地方の現場
で何が起きていて、どのような対策が打たれてきたか
が、少しでも伝われば幸甚である。
最後に、地元の新聞に掲載されたエピソードを御紹

介したい。
感染の拡大に伴い、県庁の業務も急増したため、対

応する人員も大幅に増加した。当初、健康福祉部の保
健医療課にある感染症対策係が担当であったが、係一
つでは到底回せなくなり、対策チームが組まれ、一番
多い時は170人が対応にあたった。
チームの勤務場所には県庁内の講堂（財務省の講堂

の2倍くらいの広さ）が充てられ、多くの職員が夜間
休日も作業をしていたが、その講堂で勤務するある職
員に、新聞記者が「何の仕事を担当しているのです
か？」と尋ねたところ、「県民の命を守る仕事です」
と答えたという。記者としては具体的な担当業務を尋
ねたつもりだったのだが、職員の使命感にはっとさせ
られた、という記事であった。
先述したように、感染症対策のための補正予算編成

にあたっては、国からの交付金等を最大限活用してい
るが、それはこのような熱意ある職員によって執行さ
れ、県民、国民のために活用されていることを知って
いただければ幸いである。
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