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ごあいさつ
盛夏の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
7 月 23 日から 8 月 8 日にかけて開催された東京オリンピックですが、アスリート
の皆様が人種や文化の垣根を越え、各国の代表として全力でスポーツに取り組む姿
は、全世界の人々に勇気と感動を与えてくれました。
開催前にはコロナ禍における開催自体の賛否や観客の有無など様々な課題、混乱
がありましたが、大規模で行う大会等の新しいカタチが見えてきたのではないかと感じました。今後、ワク
チン接種を続けていくことと、治療薬が完成するまでは、コロナと向き合っていかないといけない社会状況
が続くことが予想されますが、今回のオリンピックを契機に新しい社会や生活様式への転換が早期に図られ、
一日も早い日常が戻ってくることを願っております。
さて、年に 2 回お送りさせて頂いている県政ジャーナルですが、今回は、先般の 6 月定例議会での一般
質問の内容と、私も PT メンバーの一員として 1 年がかりでようやく制定された議員発条例「愛媛県の未来
を創る農業・農村振興条例」など、活動を報告さて頂きますので是非ご覧になってください。
今後とも、地元の諸課題に軸足を置きつつ、愛媛県全体の発展の為、取り組んで参りますので引き続き、
ご指導賜り、皆様の暮らしの中でのお困り事や、困っている声を聞いた等ございましたら、お聞かせいただ
けたら幸いです。
暑い日々が続きますが、皆様のご健康とご多幸をお祈りしております。

愛媛県議会 令和３年度６月定例会

一般質問と答弁の概要
ワクチン接種について
我が国の、他先進国と比べたワクチン接種の遅れ
は、マイナンバー等を活用してデータ管理するなど
国の責任の下、主体的に進めるべき接種の予約方法
を市区町村に任せたことにより、自治体が手探りで
接種を進めていることが要因の一つである。供給量
が急激に増えても、接種を行う人員の確保や供給ス
ケジュール等の把握ができなければ、接種開始当初
と同様に混乱が生じるのではないかと懸念する。ま
た、副反応に関する報道や誤った情報により、
「接
種は様子を見たい」といった声を聞く。発症を予防
する有効性がインフルエンザワクチンと比べても効
果が高いと報告されているが、接種を拒否する人が
出てきて接種が進まないことを危惧する。
県には、市町の接種の進行状況の把握やサポー
ト、関係機関等との連携・調整が求められるが、
市町の円滑なワクチン接種をどのように支援して
いくのか。また、接種に関する県民の疑問や不安
の払拭にどう取り組んでいくのか。
答弁者

大北特命担当部長

希望する高齢者への接種の７月末完了に向け、接
種会場としての県有施設の提供に加え、人的支援を
希望する市町に対し、関係機関の協力もいただき、
延べ約 1,650 人の医療従事者の派遣を行えることと
なり、その結果、全県で対象者の約 85％が期間内
に完了する見込みとなったほか、今後の各市町の負
担軽減に向け、職域接種を円滑に進めるための相談
窓口を設置し、現在 15 件が承認されている。
また、県においても知事会見等の機会を捉え、有
効性についての専門家の所見や他県の参考事例を紹
介しているほか、コールセンターによる相談対応を
行っており、今後も県民の疑問や不安の払拭に向け、
情報提供を積極的に行って参りたい。

県管理河川における防災・減災対策について
本県の河川は短く急流な箇所が多く、災害から流
域住民の命と暮らしを守るためには、河川における
ハード整備とソフト対策が重要である。愛南町の僧
都川では、
Ｌ１津波により河口から約１ｋｍの間で越
水する危険性があるため、河川堤防のかさ上げが計
画されているほか、堤防の耐震強化も必要であり、
一日も早い整備完了が求められる。また、同町満倉
地区の惣川水系は、大雨等の影響により幾度となく
氾濫し、流域では様々な被害が発生しており、これ
まで以上にスピード感を持って整備する必要がある。
県下全域で整備を要する箇所は多く、頻発化、激
甚化する豪雨災害や南海トラフ地震から地域の住民

の命と暮らしを守るため、各種対策を一層推進す
るとともに、国に事業費の確保を要望するなど、
県下全域で水害に強い環境整備を進めてほしいが、
県管理河川におけるハード・ソフト一体となった
防災・減災対策にどのように取り組んでいくのか。
答弁者

葛原土木部長

西日本豪雨による甚大な被害を踏まえ、豪雨対策
を最優先とし、肱川の激特事業をはじめとする再度
災害防止や河床掘削などの事前防災を推進。甚大な
津波被害が想定される宇和海沿岸では、海岸事業と
連携し、僧都川で地震・津波対策を加速させている。
今後とも、国の「防災・減災、国土強靭化のための
５か年加速化対策」関連予算や県単独予算などを活
用しながら、ハード整備による効果の早期発現を図
るとともに、迅速な避難を支援するソフト対策を効
果的に組み合わせることで、県民の生命・財産を守
る防災・減災対策を一層推進してまいりたい。

高速道路の南予延伸について
高速道路等はネットワークを形成することで、地
域経済の振興や交流人口の拡大、防災・減災の推進
等で本来の機能を発揮する。特に、西日本豪雨災害
など近年全国各地で頻発化、激甚化する大規模災害
に対しては、高速道路ネットワークは被災地への救
援活動や物資の輸送等の観点から不可欠であり、住
民の生命や生活を守るための「命の道」として重要
な機能を果たしている。前回の一般質問において、
今後の南予地域ひいては四国西南地域の発展のため
には、連絡性の高さが重要であり、どのようにＩＣ
を設置するのかも重要と提言したが、内海〜宿毛間
の４か所でＩＣを整備する計画が示され、連絡性が
高いものとなっている。また、近い将来発生が予想
される南海トラフ地震等の災害時に防災拠点となる
防災休憩施設も御荘ＩＣ付近に設置が計画され、地
域住民の命と暮らしを守る機能を兼ね備える「地方
創生の道」として、一刻も早い整備を切望する。
答弁者

中村知事

県政の最重要施策の一つに掲げ、整備促進に積
極的に取り組んでいる。県が事業化の前提条件と
なる都市計画決定の年内完了を目指し、手続きを
進めているところ。また、内海・宿毛間の事業化
に向けては、高速道路の整備を見据えた周辺施設
の環境整備が重要になることから、県と愛南町が、
城辺ＩＣや御荘ＩＣへのアクセス道路の整備を行
い、地方の取組みを加速させているところ。
先の重要要望においても、赤羽国土交通大臣に、
津島道路の早期完成と内海・宿毛間の早期事業化を
強く訴えたところであり、今後とも、関係機関と連
携しながら、県民の悲願である南予延伸の一日も早
い実現に向け、全力で取り組んで参りたい。

医師確保対策や、地域医療の機能強化について
県下の圏域別で見ると松山圏域は全国平均を大き
く上回っているものの、ほとんどの圏域では下回る
など、医師の地域偏在が顕著である。愛南地域の医
療支援に向けた５Ｇ活用については、遠隔医療支援
システム整備と並行し、例えば、救急夜間診療の当
直医が専門医でない場合、県立中央病院等にいる専
門医とテレビ電話等をつなぎ、現場の医師が診察を
行うような体制を整備していく必要がある。
徳島県の実証実験では、直線距離で約５０ｋｍ
離れている病院間で遠隔医療を５Ｇを活用し、診
察を行った医師や専門医は十分な手応えを感じ、
成果があったと報告されている。
このような取組みは、愛南地域だけでなく県下
の医師不足地域や総合病院まで距離のある島しょ
部・山間地域でも有効であり、地域医療の格差是
正や機能強化につながると期待する。
へき地における医師確保対策や、５Ｇの活用等による
地域医療の機能強化にどのように取り組んでいくのか。
答弁者

菅保健福祉部長

地域医療を支える自治医科大学卒業医師の育成
や県内定着にも努めるなど、県としてできる限り
の医師確保対策を講じているが、地方の努力だけ
では限界があり、引き続き、国に対し実効性のあ
る対策の実現を強く求めていきたいと考えている。
さらに、本年２月からは、愛南町内の医療機関
や介護事業所等２０施設の参加を得て、５Ｇを活
用した高精細映像の情報共有システムの運用を開
始し、在宅医療の機能強化を図っており、今後、
ＣＴや心エコー等の４Ｋ映像を遠隔地の専門医に
伝送し、診療支援を受けることにより迅速かつ的
確な診断を可能とするなど、新たな遠隔医療支援
システムを確立して、他の医師不足地域にも広げ
ることで、地域医療の底上げに繋げてまいりたい。

真珠産地の支援について
一昨年の夏、アコヤガイの大量へい死が発生し、
生き残った稚貝が平年の約３分の１となる事態に
なったが、いまだ原因の特定には至らず、昨年も
夏から秋にかけてへい死が発生し、最終的に生き
残った稚貝は半分程度にとどまるなど、深刻な稚
貝不足が続き、母貝生産のみならず、今後の真珠
生産への影響が強く懸念される。
母貝養殖業者は、今年も一部の地域でへい死が
発生する中、不安を抱えながらも、日本一の真珠
産地を守るため必死に稚貝を育成しており、一日
も早い原因の特定はもとより、へい死率の低減や
不足する稚貝の補填等の対策を講じる必要がある。
へい死対策に加え、コロナ禍による消費行動の変容
にも対応した生産と販売の両面での対策が必要である。

アコヤガイのへい死とコロナ禍に見舞われている
真珠産地の支援にどのように取り組んでいくのか。
答弁者

馬越農林水産部長

被害をできる限り軽減できるよう、関係団体や市
町等と連携して適時適確に対策を講じていくことが
肝要と考えている。緊急の種苗生産に備えて、親貝
の育成を急ぐ。
また、
海水温等をリアルタイムで収集・
提供できる機器の設置やリスク分散を目的とした新
たな漁場での飼育試験にも取り組み、被害軽減に努
めるとともに、
「感染症にも強い貝づくり」を進める。
また、真珠の販売面においては、国の輸出拡大実行
戦略で産地に指定されたことも追い風に、デジタル
マーケティングを活用した販売促進活動を更に強化
し、国内外における販路拡大に取り組むとともに、
積極的な情報発信により真珠と関係の深い宝飾文化
での利用促進や産地イメージの浸透を図るなど、幅
広い施策を展開し、日本一の真珠生産地としての輝
きを保ち続けられるよう強力に支援して参りたい。

県産水産物の消費回復や販路拡大について
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛要
請等により外食機会が大幅に減少し、行き場を失っ
た水産物の価格が低迷している。魚価は平時の約 5
分の 1 と超低価格になっているとも聞いている。
漁業者の収入は減少して厳しい経営状況にある。
本年２月議会で知事からは、県産農林水産物の
更なる販路開拓を図るとの説明があった。
国の輸出拡大実行戦略の具体的対策では輸出重
点品目に本県が強みを持つブリやマダイ、真珠等
が挙げられ、また、水産物輸出に係る県の輸出事
業計画が国の認定を受け、一層の輸出拡大に取り
組むとしており、官民一体となった海外市場の開
拓に期待する。県には、新型コロナの影響で低迷
した消費の回復や新たな需要の開拓、新しい生活
様式に即した柔軟な対応や取組みが求められる。
コロナ禍で影響を受けている県産水産物の消費
回復や販路拡大にどのように取り組んでいくのか。
答弁者

中村知事

今後とも漁業者が不安を感じないためには、引
き続き国内外での需要喚起に取り組むことが極め
て重要と考えている。
このため、県では、人々の行動変容に伴い変化して
いる需要を取り込むため、
ＥＣサイトの活用や量販店
等でのフェアの拡大のほか、多様なメディアを連動さ
せた重層的なプロモーションを展開するとともに、国
の輸出拡大実行戦略でのブリ・マダイの産地指定を梃
子に、輸出先に応じた戦略的な販路開拓を進めるなど、
官民一体となって県産水産物のブランド化と需要拡大
に取り組み、コロナ禍にあっても「水産王国えひめ」
を維持・発展させていけるよう努めて参りたい。

令 和 ３ 年度当初予算編成方針
Ⅰ 県民の健康と暮らしを守るため、新型コロナウイルス感染症対策を強化
Ⅱ 西日本豪雨災害からの創造的復興の歩みを着実に後押し
Ⅲ 知事公約（第３ステージ）
を実現するため、重点分野を中心に積極的な予算編成

★ デジタル技術を活用した地域課題の解決や新たな価値創造に向けて、県政のDX（デジタル変革）
を積極的に推進
① 南海トラフ地震への備えをはじめ、原子力防災対策など、
ソフト・ハー ド両面から県民の安全•安心に直結する防災・減災対策を推進
② テレワーカーやサテライトオフィスの誘致も含めた移住促進、官民協働で取り組む子育て世帯への支援など、人口減少問題への取組みを強化
③ 戦略的な営業活動をはじめ、2022年プロ野球オールスターゲームに向けた機運醸成など、地域経済活性化・実需の創出を追求

Ⅳ 国3次補正予算に対応した2月補正予算と合わせ、感染拡大防止や地域経済に配慮した切れ目のない対策を実施
Ⅴ その一方で、徹底したスクラップ・アンド・ビルドにより、財政健全化にも目配り

令和３年度当初予算額 6,948 億円 （前年当初比 ＋517 億円、＋8.0%）
〔コロナ対応 640 億円を除く 6,308 億円（前年当初比 ▲123 億円、▲1.9%）〕

令和３年度当初予算の重点施策
1 コロナ対策の強化
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地域経済の活性化

3 デジタル技術を駆使した施策展開 3 億 19 百万円

7

医療・福祉等の充実

5 人口減少対策
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104 億 45 百万円

6 億 32 百万円

2 豪雨災害からの創造的復興 43 億 65 百万円

商工•観光 3 億 98 百万円 農林水産業 2 億 34 百万円

4 防災・減災対策
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令和３年度
４月補正予算の
主な事業

75 億 7 百万円

2 億 54 百万円

教育・文化・スポーツ
社会資本整備

91 億 14 百万円

Ⅱ 今回は、新型コロナウイルス感染症の県全体へのまん延を抑えるため、感染防止対策や市町と連
携した経済支援など、緊急に措置が必要な各種施策について県民総ぐるみで推進
≪4月補正 48億円≫

総額 688億円 （3年度）

予算規模

これまでのコロナ対応予算総額：1,761 億円

（Ｒ元：5 億円、
Ｒ2：1,068 億円、
Ｒ3：688 億円）

一般会計補正予算額 48 億 4,170 万円

（１） ワクチン接種と医療・検査体制の充実強化 4億2,468万円
（２） 感染抑止と事業継続・生活維持への支援
43億6,408万円

令和３年度
６月補正予算について

（３） その他

5,294万円

Ⅰ 更なる医療体制の充実など、新型コロナウイルス感染症への対応
Ⅱ 防災・減災対策の推進
Ⅲ 当面措置が必要な施策への対応

新型コロナウイルス感染症への対応

19億 299万円

防災・減災対策の推進

これまでのコロナ対応予算総額：1,798 億円

（Ｒ元：5 億円、Ｒ2：1,074 億円、Ｒ3：719 億円）

新型コロナウイルス感染症対応予算総額 719億円（R3年度累計）

（１） 更なる医療体制の充実 8億1,633万円
4,008万円
（２）女性や離職者への支援
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1 億 79 百万円

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症によって生じている諸課題に対しては、当初予算に必要とする経費を計上（640億円）

県民の健康と暮らしを守る
新型コロナ感染症対策の強化

1

24 億 54 百万円

（３）第４波後の人流回復等への対応

55億 112万円 〔債務負担行為

10億4,658万円

9億4,000万円〕

国内示を受けて、ため池・山地の防災対策や道路改築、海岸・港湾施設の整備、都市公園施設の長寿命化など
防災・減災対策等を追加実施。

3

当面措置が必要な施策への対応

予算規模

6,952万円

◆ 一般会計補正予算額

73 億 5,050 万円

【累計 7,081 億 4,232 万円 】

◆ 企業会計補正予算額
◇ 予算総額

1 億 2,313 万円
74 億 7,363 万円

【累計

〔債務負担行為 9 億 4,000 万円〕

707 億 4,589 万円 】

トピックス
愛媛県の未来を創る農業・農村振興条例
私も、超党派 12 名で構成されたプロジェクトチームの一員として取り組ん
できた議員発の条例が、2 月議会において全員賛成で可決されました。お
よそ 1 年間かけて様々な団体や農業者等との勉強会を重ねて、「農は国のも
とい」であるとの認識を共有するとともに、本県の農業・農村の持続的な
発展を図り、愛媛の豊かな未来を創るという趣旨のもと制定致しました。
条例審査特別委員会では、「経営の法人化がどのように担い手の確保・育成につなが
るのか。」との質問に対し、「１、農業法人に就農することにより初期負担なく経営能
力、農業技術を習得できることから新規就農者の受け皿となる。２，社会保険、労働
保険の適用による福利厚生面の充実を図ることにより、幅広い人材の確保につながる。
３，農家の後継者でなくても構成員、従業員の中から意欲ある有能な後継者を確保す
ることが可能となり、経営継承の円滑化につながる。」と答弁いたしました。
農業だけではなく、
愛媛県の基幹産業である 1 次産業の継続的な発展に向けてこれからも取り組んでまいります。

↓条例全文、詳しくは県のホームページをご覧ください↓

https://www.pref.ehime.jp/gikai/katsudou/jourei/nougyounousonshinkoujyourei.html

紙（文章でも）
ご用意しますので
必要でしたら
ご連絡ください。

大三島視察
議員有志で大三島の視察を行いました。主に
ワイナリーや、古民家を改修し有効活用する
宿泊施設、また、クラフトビールを醸造販売
しているブリュワリーなど、Iターンで大三島
にこられて新規事業をされている若い方々か
ら取り組みや課題を聞かせて頂きました。

コロナ禍において地方への移住が注目を浴びている今、先進的な取
り組みを吸収しつつ、人口減少が顕著な南予地域にも少しずつでも
移住者が増加するように、それぞれの地域特性を活かした体制づく
りが行政に求められていると再認識しました。

activity report

愛顔感動ものがたり
政策提言勉強会 LS21
中村知事主催の政策提言勉強会 LS21 にて DX
（IT を活用して社会生活をより良い方向に変
化さすこと）について学びました。学びを実
需の創出に繋げるため取り組んでまいります。

以前、一般質問で取り上げさせていた
だいた「愛顔感動ものがたり」に出席。
笑いあり涙ありの素晴らしいイベントで
した。写真は優秀賞を受賞した愛南町の
濱本英雄さんの「太鼓祭り最高！」です。

とべもり Z ! PLINE

大森山公園の草刈り
所属委員会にて議論してきた、とべもり Z ! PLINE（ジップ
ライン）が完成し、視察してきました。なかなかスピードが
あり大人も楽しめるので、是非一度足を運んでみてください。

スポーツを通じた地域活性・地方創世について
スポーツを通じた地域活性・地方創世について
今治 FC オーナーの岡田武史さんから取り組み
と課題について伺いました。

AINAN
NAKATA
SUPPORT GR.

〒798-4110

愛媛県議会議員

愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 3740

TEL 0895-73-0500
FAX 0895-73-2822

E-mail

koutarou19850226@gmail.com

南宇和ライオンズクラブの皆様と大森山公園
の草刈りを行いました。私が住んでいる北裡
地区も一望できる素晴らしい景色でした。

愛南町の母貝業者さんを視察
アコヤガイ稚貝の状況を聞かせていただくべく愛南
町の母貝業者さんを視察させていただきました。今
年もへい死がみられる中、即応できる体制整備と事
業者にとって有効な施策に取り組んでまいります。

所属委員会

環境保健福祉委員会
えひめ ICT 未来創造特別委員会

活動情報
発信中！

役職

愛媛県生活衛生同業組合 顧問
愛媛県相撲協会 参与
愛媛県薬剤師会宇和島支部 顧問
宇和島市倫理法人会 顧問

スマホの方はこちら

https://nakata-ainan.jp/

