
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。
　今現在も続いている、ロシアによるウクライナへの身勝手な武力侵攻により、何の罪
もない子どもたちを含め多くの人の命が奪われている事実に、強い憤りと悲しみが込
み上げてきます。2 月定例議会において、県議会の意思として「ロシアによるウクライ
ナ侵略に抗議する決議」を全会一致で可決しました。（トピックス参照）ロシア自国の
兵士も含め、これ以上尊い命が奪われないように、一刻も早い平和的解決と世界平和を心から願います。
さて、私事ですが、今年度の県議会において環境保健福祉委員会の副委員長を拝命いたしました。県民の皆
様の生活に特に深く関係する分野ですので、しっかりと審議・質疑が図られるように努めてまいる所存です。
　今年も半年がたちますが依然としてコロナの落ち着きが見えない中、2 月当初予算、6 月補正予算におい
ても、県民の健康と暮らしを守るための感染防止対策を徹底するとともに、ポストコロナを見据えた社会
経済活動の喚起策を展開する他、最優先課題である西日本豪雨災害からの創造的復興や、早期のデジタル
実装に向けた県政の DX の積極的な推進と、高度 IT 人材を含むデジタル人材の育成等に戦略的に取り組む
施策に関する予算や、防災減災対策、人口減少対策、地域経済の活性化など重要課題に対する予算を可決
致しました。今回の県政ジャーナルでは 2 月議会での一般質問の内容を中心に活動報告を書かせて頂きま
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、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。

ごあいさつ

愛媛県議会議員愛媛県議会議員
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愛媛県議会改革検討協議会の委員に
選出されました。ペーパレス化など
議会として変革が必要な部分は多く
あり、改革していけるようにしっか
りと発言して参ります。

一般質問に登壇。地本愛南町の課題や県内に
おける喫緊の課題について質問いたしました。
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愛媛県議会「第 378 回定例会（２月議会）」９日目。全会一致で「ロ
シアによるウクライナ侵略に抗議する決議」を可決しました。
実は、裏話として。。。
だいたい質問に入る前に前置きの前文として一言を述べるのが慣例に
なっており、代表質問で一番最初に登壇された他会派の方が、その前
文の中で、「ロシアによるウクライナ侵攻」についてふれなかったので、
休憩をはさんで登壇する我が会派の代表質問者に「ロシアによるウク
ライナ侵攻」について抗議する文言を入れてはどうでしょうか、と私から提案させていただきました。
会派の先輩同僚議員、全員の賛成により急遽「ロシアによるウクライナ侵攻」について抗議する文言を
作成しました。その後、これは一議員の発言だけでなく県議会として、抗議する決議をすべきだとなり、
先輩議員主導で議会決議する流れとなりました。
今このときも、ロシアによる身勝手な軍事侵略により、子どもを含め、多くの尊い命が奪われています。
これ以上、命が奪われないように、一刻も早い平和的解決を心から願います。

↓決議文全文、詳しくは県のホームページをご覧ください↓
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。https://www.pref.ehime.jp/gikai/katsudou/honkaigi/no378/giinlist/list_001.html

ロシアによるウクライナ侵略に抗議する決議

環境保健福祉委員会、農林水産委員会の合同で愛媛県在宅介護研修センター
「愛ケア」” を視察しました。同センターは、介護が必要な高齢者を支える為、
その家族・ボランティア等、広く一般県民を対象として在宅介護に関する研
修や介護に関する相談・情報提供等を行う、全国的に珍しい一般県民向けの
介護研修施設です。
今年度は在宅介護研修センターの認知度向上や来場者増加を図る為、デジタ
ル時代に対応した VRや介護ロボットを新たに活用する他、車椅子用階段を
始め、建物全体が在宅介護で参考となる特色を活かした体験型介護研修を実
施しています。
今回は、認知症の疑似 VR体験を始め、奥道後温泉の浴室、車いす用紙階段、
そして見守り介護ロボット等、在宅介護研修センター施設を視察しました。
少子高齢化社会に対応する高齢者福祉の充実に尽力して参ります。

委員会県内視察①

伊方町の “四国電力㈱伊方発電所” を視察。
今回は、四国電力㈱伊方発電所の状況（運転・廃止措置・地域防災・コロ
ナ対応・地域共生活動）を始め、建設中の使用済燃料乾式貯蔵施設、パノ
ラマ展示館、安全対策設備、中央制御室、そしてタービン・発電機を視察し、
伊方発電所の安全対策等について調査しました。
脱炭素社会に向けて火力発電の停止や、原発の
安全性の問題からの廃炉などがあいまり、電力
不足が日本国内で重大な課題となっている中、
いかに安全に原発を稼働させていくのかは、伊
方原発を抱える愛媛県にとっては重要なことで
す。引き続き、厳しく監視の目を光らせて、県
民の安全安心に勤めてまいります。

委員会県内視察②



答弁者

残ることができるため「地域経済活性化対策」の面でも
大きな影響を及ぼす。このような重要な役割を担うのが、
地域唯一の基幹病院である県立南宇和病院である。
　地域住民が住み慣れた町で安心して暮らしてい
けるよう、どのように県立南宇和病院の医療提供
体制確保や機能強化を図っていくのか。

　南宇和病院の重要性は認識している。体制を維持
するため、愛媛大学からの医師派遣や自治医科大学
卒業医師の配置に加え、地域枠医師制度やドクター
バンクの活用、県立病院間の診療支援の強化等によ
り医師の確保に努めるとともに、看護師についても、
昨年、定数を増員するための条例改正を行い、積極
的な採用に努めるほか、国の施策に即して、本年２
月から看護師の給与を引き上げるなど処遇改善を
図っている。また、昨年３月に策定した中期経営戦
略に基づき、５Ｇを活用した遠隔医療・訪問診療や、
地域医療を志す若手医師の育成・確保にも取り組ん
でおり、今後とも、愛南町や地元医師会等と緊密に
連携しながら、愛南地域を支える医療機関として、
南宇和病院の機能強化に努めて参りたい。

　医療的ケア児が地域で安心して生活していくため
には、保健・医療・福祉・教育等の関係する各機関
が相互に連携・協力する必要があることから、県で
は、これら関係機関で構成する協議の場を設置し、
支援に関する協議・検討を行っており、来年度は、
障がい児の療育指導等の実績がある県子ども療育セ
ンター内に、医療的ケア児支援センターを開設する。
県としては、支援センターを中核に、それぞれの地
域で医療的ケア児とその家族が個々の心身の状況に
応じた適切な支援を継続して受けられるよう、コー
ディネーターや関係機関、市町と緊密に連携を図り
ながら、相談支援体制の構築・強化に取り組む。

　昨年６月、国会において「医療的ケア児支援法」
が超党派による議員立法で成立し、医療的ケア児
本人と、その家族の支援強化を目的としており、
適切な支援の実施を国と各自治体の責務としたこ
とを特徴としている。医療的ケア児支援法の基本
理念には、個々の医療的ケア児の状況に応じ切れ
目なく支援を行うことや、成長し「児童」ではな
くなった後にも配慮した支援を行うことなどが掲
げられており、当事者に寄り添い、切れ目のない
ワンストップサービスを継続的に行える体制を整
えるためには、「医療的ケア児支援センター」をど
こにどのような形で設置するのかが重要である。
　県として、今後、「医療的ケア児支援センター」の設置
を含め、支援体制の強化にどのように取り組んでいくのか。

　今年度においても県では高速道路の南予延伸を
最重要施策の一つに位置付けているが、ご承知の
通り、愛媛県で唯一高速道路が整備されていない
のが愛南町である。高速道路等はネットワークを
形成してこそ、地域経済の振興や交流人口の拡大、
防災減災等の面において、本来の機能を発揮できるも
のであり、住民の生命や暮らしを守り、地域を次世代
に繋ぐ「命の道」として極めて重要な機能を持つこ
とからも、高速道路の南予延伸が強く望まれている。
　先月の２５日には国土交通省から令和４年度予
算に向けた新規事業採択時評価手続きに着手した
との発表があり、新規事業候補箇所が公表され、
長年、要望活動を続けてきた「宿毛内海道路」と
の名称も併せて公表されており、事業化に向け、
大きな一歩が踏み出されようとしている。
　これまで長年にわたり尽力して頂いた度重なる要
望を踏まえ、宿毛内海道路の一部区間が新規事業採
択時評価の対象とされていることへの所感はどうか。

　先日も私から斉藤国土交通大臣に内海・宿毛間
の令和４年度の事業化を直接訴えたほか、あらゆ
る機会を捉え県選出国会議員や地元愛南町、各期
成同盟会等と連携して要望活動を行うなど、オー
ル愛媛体制で地元の熱意を伝え、ミッシングリン
クの解消に向け積極的に取り組んできた。
　今後とも、愛南町など関係機関との緊密な連携
のもと、事業が順調に進むよう地元調整に努める
とともに、国に対し、工事中の津島道路の整備促
進や「宿毛内海道路」の早期全線開通を強く要望
するなど、県民の悲願である南予延伸の一日も早
い完成に向け全力で取り組んでまいりたい。

　地元愛南町において継続的な課題となっている、
医療の充実について伺う。地元の皆様とお話をさ
せていただく中で必ずと言っていいほど出てくる
のが、医療に対する不安の切実な声である。知事
の公約の三本柱である「防災・減災対策」「人口減
少対策」「地域経済活性化対策」のいずれにも関連
するのが愛南地域では特に「医療」の問題である。
「防災・減災対策」の面では、災害時における救急
患者の受入れ先の確保。「人口減少対策」の面では、
里帰り出産も含め、子どもを安心して産み育てら
れる環境の整備に繋がり、また、適切な医療提供
体制が整っていれば、将来の産業を支える若者や
まだまだ働き盛りの定年退職者が安心して地域に

県立南宇和病院の機能強化について

高速道路の早期南予延伸に向けて

今後、医療的ケア児の支援体制強化にむけて

一般質問と答弁の概要
愛媛県議会 令和４年２月定例会

中村知事

答弁者

答弁者

公営企業管理者

保健福祉部長



答弁者

答弁者

答弁者

　未だに我が国では差別を禁止する法整備が進め
られていませんが、海外では８０以上の国でＬＧ
ＢＴに関する差別をなくすための基盤となる法律
が整備されており、昨年開催されたＧ７サミット
の参加国の中でこうした法整備がなされていない
のは日本だけというのが現状。
　性的マイノリティの方々が偏見を持たれたり差
別されたりすることのないように一日も早く法整
備がなされることを願うが、県として性的マイノ
リティへの理解促進や差別・偏見の解消に向けど
のように取り組んでいくのか。

相談・支援体制の整備、人権教育の推進など、各
種施策を積極的に展開することとしている。
今後とも、電話や面接相談、意見交換会等で寄せ
られた当事者からの意見等に配意し、人権啓発活
動を効果的に推進することにより、性的マイノリ
ティへの偏見・差別の未然防止、解消に努め、県
民一人一人が互いの個性や生き方の違いを認め合
い、誰もが安心して暮らせる共生社会の実現を目
指して参りたい。

　県では、「県人権施策推進基本方針」で「性的マ
イノリティへの支援対策」を重要課題に位置付け、
性的指向や性自認に関する県民の理解促進を始め、

　国による農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略
において輸出重点品目にもあげられている養殖ブ
リについて、昨年「もじゃこ」と呼ばれる稚魚の
不漁が発生した。愛南町にある久良漁協ではブリ
の養殖が盛んで、ある生産者さんからお聞きした
話では、例年の１０分の１しか生け簀に入ってお
らず、また稚魚の採捕数が少ないが故に、一匹の
稚魚の価格も例年のおよそ３倍に高騰しており、
仕入れに対して販売総額が見合わなくなる可能性
が高くなっている。ブリはマダイと違って人工種
苗がほんの一部で、ほぼ天然に頼っており、今回
のような不漁になると対応できないのが現状。海
外への販路拡大や永続的なＳＤＧｓの観点を取り
入れた完全養殖の実現はもとより、新たな養殖魚
種や養殖技術の開発等に向け、県として、その基
幹となる水産研究センターの整備及び増設等の対
応が不可欠である。
　施設の老朽化が目立つ県水産研究センターについ
て、将来的なブリの人工種苗生産体制の確立を含め、
施設整備に今後どのように取り組んでいくのか。

　本県のブリ養殖は、毎年４００万尾近くが必要
となる種苗のほとんどを天然の「もじゃこ」に依
存しており、種苗の安定確保のみならず、欧米等
への輸出において重要視される資源保護等の観点
からも、人工種苗への転換は、今後のブリ養殖に
おける大きな課題となると認識している。
　現在整備中の「種苗生産棟」で、本年秋にも年
間数万尾規模での人工種苗の生産を開始する予定。
引き続き、生産した種苗を養殖可能なサイズまで
育てる「稚魚飼育棟」の整備にも着手することと
しており、今後、人工種苗への転換が急速に進ん
でも、安定供給が図られるよう、民間への技術移
転も視野に入れ、取組みを進める考え。今後は、
先端技術の導入による育種期間の短期化にも取り
組む考えであり、これらの研究を加速するため、
引き続きセンターの施設整備と研究体制の強化に
努め、将来にわたって「水産王国えひめ」を下支
えできるよう、機能の充実を図って参りたい。

性的マイノリティへの理解促進や差別・偏見の解消について

将来的なブリの人工種苗生産体制や､
県水産研究センターの施設整備について

警察本部長

県民環境部長

中村知事

　児童虐待や、ＤＶといった事案を取り巻く情勢は
年々厳しさを増しており、警察庁によれば、令和
２年中、児童相談所に通告した児童数は過去最多
となっており、また、配偶者等からの暴力事案の
件数も過去最多である。通常であれば、相談・通
報があれば、その家庭を訪問して子どもの体を確
認したり、関係者から詳しく事情を聴いたりして
リスク評価を行い、被害者を隔離して安全を確保
するなどの措置を速やかに講じるが、コロナ陽性
者や濃厚接触者がいる家庭においては、従来と同
じような、早期対応や被害の拡大防止措置が講じ
られなくなることを危惧している。
　県内の児童虐待とＤＶの現状はどうか、また、新型
コロナウイルスの感染拡大により、警察の児童虐待、Ｄ
Ｖへの対応も難しさを増しているが、取組状況はどうか。

　現在のコロナ禍においては、感染のおそれを理
由に当該確認作業を断ってくる家庭も存在してい
るが、その場合であっても、必要に応じ感染防護
衣を着用して対応することを伝えるなどして、コ
ロナ禍であることが要因となって事案を見逃し深
刻な事態に発展することのないよう取り組んでいる。
　さらに昨今、全国で重大な児童虐待事案が発生
していることを受けて、県警では現在、過去２年
に遡る約１ ,７００人の被害児童について、改めて
危険度の高かった事案を洗い出し、現時点におい
ても緊急の危険性がないかなど再度の安全確認作
業を推進している。児童虐待やＤＶ事案に対して
は、コロナ禍であろうがなかろうが、関係機関と
の連携を図りつつ、被害者の安全確保を最優先に、
万全の取組みを講じて参りたい。

児童虐待とＤＶの現状。また､コロナ禍で対応について



◆ 一般会計補正予算額   178 億     668 万円

◆ 特別会計補正予算額   1,333 万円

  【累計 7,210 億 8,668 万円 】

 【累計 2,519 億 2,939 万円 】
◇ 総額 178 億 2,001 万円（一般会計・特別会計）

〔債務負担行為 9,000 万円〕

(1) 生活困窮者など生活者への支援 4億4,890万円

Ⅰ

★ 急速な社会変化に対応して、早期のデジタル実装に向けた県政のＤＸ(デジタル変革)を推進するほか、将来の本県産業を担うデジタル人材を積極的に育成
① 南海トラフ地震を始めとする大規模災害への備えなど、ハード・ソフト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

③ 戦略的な営業活動を始め、プロ野球オールスターゲームの開催などを契機とした、地域経済活性化・実需の創出を追求
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

Ⅱ
Ⅲ

 「守り」の感染防止対策を徹底した上で、ポストコロナを見据えた「攻め」の社会経済活動の喚起策を展開
最優先課題である西日本豪雨災害からの創造的復興を実感できるステージへ着実に推進
知事公約（第3ステージ）の締めくくりの年に当たり、重点分野を中心に積極的な予算編成

Ⅳ ２月補正予算と合わせ、感染拡大防止や防災・減災、地域経済の回復に向けた切れ目のない一体的な予算編成
Ⅴ 持続可能な県政運営のため、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

新型コロナ感染対策と社会経済活動の両立に向けた取組みの強化 60億    657万円

(2) 生産者･事業者への緊急支援と中長期的影響も見据えた競争力の向上  18億3,324万円

(１)ＤＸの更なる推進 26億7,266万円 (２)その他 1億  560万円

 令和４年度当初予算額 7,033 億円     （前年度当初比 ＋85 億円、＋1.2％）
〔 新型コロナ対応　701 億円を除く：6,332 億円 （前年度当初比 ＋24 億円、＋0.4％）〕 ※知事就任以来、最大規模

令和４年度当初予算の重点施策
9億 35百万円

11億 86 百万円新たな未来を切り拓くデジタル施策の展開
71 億 71 百万円防災・減災対策
2億 65 百万円人口減少対策

商工•観光 農林水産業
地域経済の活性化

7億 49百万円 1億 86百万円

Ⅰ 新型コロナ感染対策と社会経済活動の両立に向けた取組みの強化
原油価格・物価高騰等への緊急対策と今後の影響緩和策Ⅱ
防災・減災対策の推進Ⅲ
DXの更なる推進など重要課題への対応強化Ⅳ

防災・減災対策の推進 〔債務負担行為 9,000万円〕
【国営農業水利事業負担金特別会計 1,333万円】63億7,260万円

310 億 90 百万円コロナ対策の強化
40億 46 百万円豪雨災害からの創造的復興

令和４年度当初予算編成方針

令和４年度
６月補正予算の
主な事業について

原油価格・物価高騰等への緊急対策と今後の影響緩和策 25億1,460万円

「守り」の感染対策を徹底した上で、「攻め」の当面の需要喚起と社会経済活動の本格的再開への備え

国の総合緊急対策も踏まえた原油価格・物価高騰等の影響を受ける生活者や事業者の下支え

国内示を受けて、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。

DXの更なる推進など重要課題への対応強化 29億1,291万円
デジタル技術の社会実装の加速化やデジタル社会形成に向けた基盤整備

2 億 71 百万円医療・福祉等の充実

3億 55 百万円教育・文化・スポーツの振興

57 億 89 百万円社会資本整備

感染力の強いオミクロン株が県内に急拡大している状況を踏まえ、医療負荷の軽減に向けた対策と
ともに、県内経済のダメージ緩和に向け、感染防止対策を徹底しながら社会・経済機能を継続する
ために必要な対策など、緊急を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  9 億 2,828 万円  【累計 7,428 億 7,303 万円】予算規模

令和３年度
１月専決補正予算
（感染症対策）

これまでのコロナ対応予算総額 2,087 億円（R元 :5 億円、R２:1,074 億円、R３:1,008 億円）

1.国補正予算 (経済対策 )への対応 2.一般政策経費・減額分 413億 40百万円  289億 70百万円

取り巻く環境変化
長期化するコロナ禍に加え、
○原油や穀物等の価格上昇
○急激な円安による輸入物価上昇
○先行き不透明なウクライナ情勢

令和３年度 ２月補正予算

編 成 方 針

1
2
3
4
5

6

7
8
9

1

2

3

4

予算規模
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活動情報
発信中！えひめ ICT 未来創造特別委員会

環境保健福祉委員会（副委員長）

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

所属委員会

役職

愛媛県議会議員愛媛県議会議員
AINAN
NAKATA
SUPPORT GR.

一般質問にも取り上げて取り組んできた
医療的ケア児支援センターが設置されま
した。当事者とそのご家族に寄り添った、
切れ目ない支援体制の構築に引き続き
尽力してまいります。

有志数名で、大阪まいしまシーサイドパーク
「ネモフィラ祭り」の視察へ。イベントに関
わっている友人から、コロナ禍においても1
日2万人を集客する大人数でのイベント運営
を見させていただきました。

ゴールデンウィーク期間中に地元愛南町の観光地を見て回りまし
た。西海水中展望船ではインスタやフェイスブックを見てこられ
た方が多くおられ、須ノ川キャンプ場では、県内外から多くの人
が来られ、入場制限満員になっていました。足摺宇和海国定公園
であるため、開発するのには少しハードルがあるようですが、こ
のキャンプブームに乗っかって、一気に新しいものを作って外か
ら多くの人がきてくれる契機になればと考えます。以前の一般質
問でも取り上げさせてただい
た、グランピング施設の開発

や、家族でワーケーションが出来るようにWi-Fiなど通信環境の
整備を行い、長期滞在してもらえるようにする。加えて、海水
浴場も小さな子どもも遊べるように人口の砂浜にしてみたり。
などなど、色々な可能性を模索しながら、この町の未来のため
に今できること何でもやっておくという精神で。成功の反対は
。失敗ではなく「何もしない事」。愛南町主導で行わないとい
けないことですが提案していきたいと思います。

地
元
観
光
地
を
視
察

ロシアからの侵略により、稽古が出来ない状況にあるウクライナ
の選手団を相撲連盟が主体となって愛媛県が受け入れました。
野村町の乙井会館での稽古を前に、ウクライナ相撲連盟の歓迎会
が行われ、愛媛県相撲連盟の参与として参加してきました。

ウクライナの相撲を支援
activity report

大阪舞洲視察2医療的ケア児支援センター設置


