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増田視距改良

ごあいさつ

令和４年 新年を迎えて
新春の候、寒い日々が続いておりますが、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。
昨年を振り返りますと、新型コロナウイルスの暗い話題が中心でしたが、そのような中、真鍋淑郎さん
のノーベル物理学賞受賞や、ゴルフで日本男子初のメジャー制覇を勝ち取った松山英樹選手のマスターズ
初優勝、また、東京五輪・パラリンピックでの県人選手の活躍など、愛媛に関わる明るい気持ちにさせて
くれる嬉しいニュースも多くありました。
さて、この文章を書かせて頂いている 12 月 26 日現在においてここ数日は、県内・日本全国共に落ち着
きを見せている新型コロナウイルス感染症ですが、世界全体を見ますとオミクロン株流行など、急激な感染
拡大や混乱を及ぼしています。これから、治療薬の効果効能が確立され、同時にワクチン接種を定期的に行っ
ていく体制が整うまでは、一人一人が感染拡大防止に注意を払い生活をしていかなくてはなりません。
愛媛県議会において、新型コロナ感染症対策（累計 2,044 億円）を中心に、12 月議会では、「この冬を乗
り越えるための応援策」として 41 億 5 千万円を議決しましたが、コロナ関係だけではなく県内には喫緊の
課題が山積しており、同時並行に取り組んでいるところです。今回の県政ジャーナルでは、会派での地元
愛南町の現地視察をはじめ、活動報告を中心に書かせて頂きました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、いつでもお聞かせください。
今年一年が皆様にとって、明るく幸せで健康な年になりますようお祈りしております。
有権者に年賀状を送ることは違反になりますので、本誌をもって年始のご挨拶とさせていただきます。

令和３年度

６月補正予算

（新型コロナウイルス
感染症関係追加予算）

の概要について

令和３年度
８月専決補正予算
新型コロナウイルス
感染症に係る専決処分
の概要

令和３年度

９月補正予算
の主な事業

追加提案理由
新型コロナウイルス感染症に係る高齢者へのワクチン接種の促進及び生活困窮世帯への支援の
ため、国の追加対策を受け、緊急に措置を必要とする経費を６月議会に追加提案する。

一般会計補正予算額 52 億

予算
規模

これまでのコロナ対応予算総額 1,850 億円 （R 元 :5 億円、R２:1,074 億円、R３:771 億円）

編成方針
国の「まん延防止等重点措置」の適用等を受け、営業時間の短縮に応じる飲食店への協力金の支給
などに要する経費について、専決処分を行ったもの

一般会計補正予算額 5 億 3,966 万円 【累計 7,138 億 8,262 万円】

予算
規模

○営業時間短縮等協力金事業費 5 億 1,884 万円 ○テレワーク推進協力金事業費 2,082 万円

これまでのコロナ対応予算総額 1,855 億円 （R 元 :5 億円、R２:1,074 億円、R３:776 億円）

Ⅰ 新型コロナ対策として、病床確保や円滑なワクチン接種等の感染防止対策を図るほか、社会的・経
済的弱者への孤独・孤立対策の推進や経済の立て直し、
スポーツ・文化活動の継続等への対応な
ど、県民の健康や暮らしを守る対策を強化
Ⅱ 集中豪雨や南海トラフ地震等への備えとして、県独自の緊急防災・減災対策等を積極的に推進
Ⅲ 地球温暖化対策など、当面する課題への対応

1 新型コロナウイルス感染症への対応
2 防災・減災対策の推進 35億2,036万円

予算規模
令和３年度

９月補正予算

（新型コロナウイルス
感染症関係追加予算）

の概要について

令和３年度

12月補正予算
について

一般会計

予算
規模

の概要について

3 当面する課題への対応 23億9,432万円

一般会計補正予算額 20 億 5,981 万円 【累計 7,345 億

新型コロナウイルス感染症対応予算総額 924 億円 （R3 年度累計）

827 万円】

これまでのコロナ対応予算総額 2,003 億円 （R 元 :5 億円、R２:1,074 億円、R３:924 億円）

新型コロナ対策を力強く展開するための『この冬を乗り越える！愛顔の応援パッケージ2021』
による対策を中心に編成
このほか、豚熱の予防的ワクチン接種の体制維持など本県産業の振興と教育環境の充実や
人事委員会勧告に基づく給与改定

41億4,870万円

追加提案理由

予算
規模

これまでのコロナ対応予算総額：2,044 億円

（Ｒ元：5 億円、
Ｒ2：1,074 億円、Ｒ3：965 億円）

3 人事委員会勧告に基づく給与改定 ▲14億7,822万円

◆ 一般会計 補正予算額
29 億 8,605 万円
◆ 企業会計 補正予算額（3 会計） ▲2 億 439 万円

12月補正予算

（新型コロナウイルス
感染症関係追加予算）

これまでのコロナ対応予算総額：1,982 億円

（Ｒ元：5 億円、
Ｒ2：1,074 億円、Ｒ3：903 億円）

追加提案理由
新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者の健康管理体制の強化や生活困窮世帯への支援に加え、飲食店へ
の営業時間短縮要請等の延長に伴う対策について、緊急に措置を必要とする経費を９月議会に追加提案する。

2 えひめの産業の振興と教育環境の充実 1億1,118万円

令和３年度

126億5,116万円

185 億 6,584 万円 【累計 7,324 億 4,846 万円】

1 この冬を乗り越えるための応援策

予算規模

64 万円 【累計 7,133 億 4,295 万円】

新型コロナウイルス感染症対応予算総額 771 億円 （R3 年度累計）

【累計 7,374 億 9,431 万円】
【累計 705 億 4,150 万円】

国の補正予算(第１号)への対応のうち、
緊急を要する新型コロナ対策として、
→ 県民の命や健康を守るため、
３回目のワクチン接種の促進
→ 安全安心を確保した社会経済活動の再開等のため、
検査無料化の体制整備
に必要な経費を12月議会に追加提案する。

一般会計補正予算額 33 億 9,149 万円【累計 7,408 億 8,580 万円】
新型コロナウイルス感染症対応予算総額 999 億円 （R3 年度累計）

これまでのコロナ対応予算総額 2,078 億円 （R 元 :5 億円、R２:1,074 億円、R３:999 億円）

トピックス
愛南町視察
私が所属する会派の先輩議員をお招きし、
地元愛南町の視察を行いました。
まずは、2年前から稚貝のへい死が収まらな
い真珠母貝養殖を視察。
私は何度もみていますが、実際に会派の皆
さんにも見ていただき窮状を体感してもら
いました。
その後、御荘支所にて清水町長と愛南町水
産課と愛南漁協から現状と課題を踏まえて
意見交換をし、翌朝には、ヤスタカ水産さ
んにお世話になり、出荷の様子や、沈下型い
けすでのエサやり等を見させて頂き、マダイ
養殖業の現状と課題を聞かせて頂きました。
普段から私が訴え続けていることを、実際
に地元愛南町の人からの声を同会派の先輩
議員に聞いていただき、ともに解決に向け
て取り組んで頂ける良い機会となりました。

後日、視察の調査結果をまとめて、県庁の担当課理事者との意見交換と要望を行いました。
主な内容は以下の通りです。

1 愛媛県で全国の真珠母貝の７割を養殖しているため、ここで養殖ができなくなると、日本の真珠産業
が壊滅的な打撃を受ける。愛南町、愛媛県だけの問題とせず、関係他県、国等と連携して原因究明、
支援に取り組むべきである。

2 流木ゴミ問題は、地元である愛南町、利害関係者である養殖業
者の協力により、河川管理者である愛媛県の支援により対策を
講ずるべきである。

3 県の支援などにより学校給食、スシロー、モス真鯛バーガー等で
消費拡大に取り組んでいるが、取引値段が安く、県の補助がない
と成り立たない。一過性の対策では、根本的な改善に繋がらない。
同様に、養殖業も支援しなければ経営が成り立たなくなる。

4 既に被害が出ている惣川水系はじめ、僧都川、蓮乗寺川、の河
川整備を加速させる必要がある。

愛南圏域治水対策連携強化プロジェクト
令和3年6月定例県議会で、私の一般質問でも取り上げさせていただき、
上記の視察での要望にもあったように、県管理河川におけるハード、ソ
フト一体となった防災・減災対策を推進すべく、愛南圏域治水
対策連携強化プロジェクトを策定いただき、愛南圏域の減災対
策協議会において同プロジェクトが承認されました。記録的豪
雨が当たり前のように毎年起きている中で、愛南町においても、
いつも被害が出ている満倉地区の惣川・赤木川水系の河川整備
もスピード感を持って整備促進されるように予算確保に向け取
り組んでまいります。

ウニッコリを視察
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コロナワクチン職域接種
仲間議員たちと取り組んできた新型コロナワ
クチンの職域接種を行い、スタッフとしてお
手伝いしてきました。地元愛南町でも職域接
種を試みようとしましたが、要件が合わず断
念。改めて医療従事者皆様に感謝です。

愛南町が取り組みを進めている「ウニッコリ」
の視察に船越湾を訪れました。駆除廃棄され
るガンガゼウニに、廃棄される予定のブロッ
コリーの葉っぱや河内晩柑を与えることに
よって食用ウニに大変身。生産量を増やし販
路を確保するなど、これからに期待です。

愛南サイクリング
全長 30 キロの道のりを
中村知事や参加者みなさ
んと疾走。高茂岬までの
急勾配に苦戦しながらも楽しいひと時を
過ごさせて頂きました。

片の浜清掃
各団体の皆様と一緒に片の浜の清
掃活動を行いました。いつもより
人手が多く作業が捗り感謝です。

ペーパーレス化に向けて
以前から提言していた、議会に
おける DX が一歩前進。令和３年
12 月議会からペーパーレス化を
図るため議場にパソコンの持ち
込みが可能となりました。
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コロナの影響で２年越しに開催された、愛南
町寒蘭愛好会展示会にお招きいただき鑑賞し
てきました。丹精込めて育てられた作品には
それぞれの顔があり楽しませてくれます。

LS21 政策提言勉強会
第 10 回勉強会の幹事として水産業をテー
マに開催しました。追求型の退屈で後ろ向
きな質問ではなく、提案型の前向きな一般
質問が出来るよう努力してまいります。

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

愛南町寒蘭展

koutarou19850226@gmail.com

所属委員会

農林水産委員会
えひめ ICT 未来創造特別委員会

果樹を語る会
果樹議連の皆さんと柑橘選果場
を視察し、生産者や団体からお
話を聞き、
意見交換を行いました。
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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/

