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○（兵頭竜議員） （拍手）おはようございます。 

 維新の会の兵頭竜です。 

 昨日、地元の城川町で県の無形文化財に指定をされております伝統のどろんこ祭りが開

催されました。市内外から多くの人でにぎわい、また、中村知事にも御多忙の中、御参加

をいただき、祭りに花を添えていただいたことに対しまして、この場をかりまして厚くお

礼を申し上げます。 

 このどろんこ祭りは、明治 14 年ごろから城川町土居地区にある三嶋神社のお田植え祭

りとして行われていたものを、例年７月第１日曜日に村おこしの目的もあって盛大に行わ

れております。もともと五穀豊穣、無病息災を神に祈るとともに、田植えが無事に終わっ

た喜びを分かち合い、農作業の労をねぎらう行事であったと言われております。 

 祭りには昔ながらの牛の代かきがあり、水田に７頭の牛が一列に並んで歩むその姿は、

機械化が進んだ現代では、とても勇壮で見るものをうならせますが、一方では、祭りのた

めだけに牛を肥育しなければならず、また、牛の使い手の担い手問題など、伝統行事継承

にさまざまな問題点を抱える現状があります。 

 さらに、御承知のように、今、地域には過疎化、高齢化の影響からいろいろな局面に立

たされており、将来への不安が蔓延しておりますが、そういったものを少しでも解消する

ために、地域特性に応じた展開が必要であると改めて感じた次第であります。 

 そういった思いの中、質問に入らせていただきます。 

 まず初めに、愛媛のサイクリングロードについてお伺いをいたします。 

 ５月 13日、台湾からジャイアント社の劉会長一行が来県をし、愛媛のサイクリング史に

新しい１ページが刻み込まれました。県庁からしまなみ海道へ向かうその一行の姿に、サ

イクリストの聖地に向けての可能性を感じたのは、そこにいた人だけではなく、そのニュ

ースを見た愛媛県人みんながそう感じたのではないでしょうか。 

 また、４月 20日には、今治市に異例とも言えるジャイアント社の直営店、ジャイアント

ストア今治がオープンをし、この愛媛にサイクリング文化が根づこうとしています。それ

も、知事が長年にわたり台湾との交流を図ってつくり上げてきたことが大きいと、改めて

敬意を表すところであります。 

 劉会長は、しまなみ海道を走破後、報道陣のインタビューに答え、平地と坂道を持ち合

わせた世界でも数少ないサイクリングコースと同ルートを評価し、しまなみ海道を「パラ

ダイスのようにきれい」と沿線景色を絶賛されております。 

 今後、世界のサイクリストの聖地という位置づけに十分なり得る潜在能力を持っている

のがしまなみ海道であることを実感し、平成 26年に予定されております「大・島博覧会」

に向けて、よいスタートが切れたと感じております。 



 しまなみ海道だけではなく、愛南町では参加者 150名の予定で町内を１周するツール・

ド・あいなんを開催予定であり、久万高原町では昨年に続いてのヒルクライムが開催され

ます。また、このほかの市町でも、サイクリングイベントやサイクリングロードマップの

作成などが進んでいると聞いております。 

 このように、しまなみ海道を先頭にサイクリストの聖地えひめとして着実にその歩を進

めつつあり、愛媛の魅力を生かしたサイクリングコースが整備されれば、サイクリストは

もちろんのこと、一般観光客を誘致し、観光振興につながるものと確信をいたしておりま

す。 

 愛媛の豊かな自然が観光資源となり、過疎化が進む地域においても、視点を変えれば、

交通量が少なくサイクリングコースには最適ととらえられることができると思われます。

そして、何といっても、自転車の速度はそこにいる人とあいさつができる速度であり、愛

媛のおもてなしの心をもってすれば必ずや来た人に満足をしていただけるのではないでし

ょうか。 

 また、「四国を自転車旅行のメッカに！」をコンセプトに、コグウェイ四国実行委員会が

さまざまなサイクリングイベントやそれに伴う四国のＰＲを行っており、四国４県では、

コグウェイ四国のプロジェクトを応援し、観光振興につなげようとしております。本年も、

「四国ディスカバリーライド 2012」と題して、９月 30日から 11日間、四国４県をまたに

かけイベントを開催する予定で、10月９日、10日両日は本県に来県する予定となっており

ます。 

 このように、愛媛のみならず四国全域で盛り上がりつつあるサイクリングを今後の観光

振興の一つの柱として展開をしていくことが、地域振興にもつながり、愛媛のさらなる魅

力を生み出せると確信もしておりますが、そのためには地元市町との連携が必要不可欠で、

さまざまな課題を抽出し、地域特性に応じたサイクリングコースをつくっていかなければ

ならないと考えております。 

 また、ここ近年のエコや健康志向の広がりから自転車の愛好家は増加をしており、環境

に優しいだけでなく、健康増進にも役立つことは言うまでもありません。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 サイクリストの聖地えひめの実現に向けて、本年もしまなみ海道を中心に整備が進めら

れておりますが、しまなみ海道のみならず、県全域でどのように取り組んでいくのか、お

聞かせください。 

 次に、限界集落対策についてお伺いをいたします。 

 我が国では少子高齢化が加速度的に進み、国会では社会保障と税の一体改革関連法案の

審議が進められてはいるものの、肝心の社会保障が今後設置されます国民会議にゆだねら

れるなど、先送りされている感も否めず、国民には将来への不安が蔓延いたしております。 

 愛媛県におきましても少子高齢化の波は顕著であり、本年４月１日現在の高齢化率は約

27％にもなっており、また、集落の高齢化率が 50％を超えるいわゆる限界集落が増加をし、



地域の活力の根源を支える集落にとって大きな問題となっております。具体的には、集落

の運営、冠婚葬祭、文化継承、道路や水道、また、農地や山漁村等の維持管理、医療・介

護、買い物や通院に係る交通、雇用の場や後継者・嫁不足など、数え上げたら切りがあり

ません。 

 私が暮らします西予市では、平成 22年４月１日現在で限界集落は 76集落あり、全集落

の約 23％を占めております。また、55歳以上が 50％を超える集落は 260集落あり、10年

後には実に全集落の 75％が限界集落になると見込まれております。さらには、実際に集落

の維持が困難な状況も生まれており、集落の合併も見られるようになりました。 

 やはり集落には、３世代、４世代の人の声があふれ、子供たちの遊び声にお年寄りがほ

ほ笑む、昔は当たり前だったそんな光景が望ましい限りでありますが、地域経済が右肩上

がりにいくはずもなく、過疎化、高齢化がとまるはずもない現状と将来を受けとめていく

しかありません。 

 そんな中、県では、市町と連携をし、集落の維持活性化に向けてさまざまな事業展開を

され、平成 21、22年度に実施をしました元気な集落づくり支援事業では、集落形態の異な

る県内３市町３地区をモデル地区に選定し、地域の将来構想や事業計画を策定、さらに、

その具体化を図ったところであり、私はその成果に期待をするところであります。 

 モデル地区に選定されました西予市惣川地区は、平成 22年４月１日現在で人口 515人、

高齢化率 64.3％、構成集落数 28 集落中、限界集落 25 集落と非常に厳しい状況にありま

す。 

 そういった状況の中、元気な集落づくり支援事業において、８回にわたるワークショッ

プの開催を通じ、地域の困り事や自慢できることについて検討して、地域づくりプロジェ

クトの事業計画を作成、現在も計画に基づく各種事業を展開しております。 

 その中で、自慢できる事例の一つとして、こんにゃくづくりプロジェクトがあります。

プロジェクト開始後、こんにゃく芋を栽培する人が増加し、地域のみんなでつくる楽しさ

も相まって、惣川でつくるこんにゃくとして実績も上がり、地域の誇れる一品に成長して

おりますが、何といっても製造過程でのコミュニケーションが地域に活力を与えておりま

す。これもきっかけは元気な集落づくり支援事業であり、成功体験が住民や地域に自信を

与えていると感じております。 

 また、西予市の川津南地区は、超高齢社会に対峙するため、西予市の生き活き集落づく

り事業を通じて地区内で川津南やっちみる会を発足、問題点の改善に取り組み、地域の活

性化を図っております。 

 例えば、災害時にはだれがだれをケアするということを明確にして地区内の安全・安心

を確保し、農産物の六次産業化や若者の就業や結婚に対する相談、支援、また、各種イベ

ントの開催やブログやフェイスブックによる情報発信等、さまざまな試みが見られます。

さらには、家庭を顧みずふだんの活動を行っていることから、毎年、ホワイトデーには女

性と子供たちをもてなしたりもしております。そして、何といっても限界集落に対しての



とらえ方が独特で、元気で快適な衆民にとって楽しい暮らしと題して「元快衆楽」と表現

していることには、強い意思を感じております。 

 このように、きっかけをつかむことによって立ち上がり、集落が活性化されることは、

限界集落対策において重要であり、この２つの事例からもわかるように、あくまでも住民

が主体となっていかなければ今後の展開は開けないと感じております。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 愛媛県で実施をしました元気な集落づくり支援事業から得た成果と、今後、ますます超

高齢化が進む中、限界集落対策についてどのように考えているのか、県の現況とあわせて

お聞かせください。 

 次に、東アジアをターゲットとした海外販路の開拓についてお伺いをいたします。 

 私は、５月にシンガポールを訪問し、４月に事務所を立ち上げた地元金融機関や大手石

油会社など関係機関を訪問したほか、開催中であった伊勢丹シンガポール四国フェアの視

察も行いました。 

 四国フェアの視察の際には、出展していたじゃこ天や地酒などの販売員の方から、売れ

ていますよ、いけますよと力強い言葉は聞いておりましたが、結果は、10日間のフェアを

通して売り上げ目標であった 40万シンガポールドルをクリアしたとのことでありまして、

改めて販路としての可能性を感じている次第であります。 

 御承知のとおり、シンガポールは、東南アジアにおける経済や金融、貿易等の中心地と

して、アジアの経済成長を代表する国でもあります。 

 平成 20 年のリーマンショックに端を発した世界金融危機の間接的な影響から、平成 21

年にはマイナス 0.98％の経済成長を記録しましたが、世界金融危機の直接的な影響をシン

ガポールの金融機関が受けていなかったことから、欧米で起こったような金融部門の脆弱

化、そして、金融部門への資本注入による財政収支の大きな悪化は目立たず、世界経済、

とりわけアジア経済が回復するにつれて、シンガポール経済も急速な景気回復を果たしま

した。平成 22年には 14.76％の極めて高い経済成長を記録し、まさしくＶ字型の景気回復

を実現し、シンガポールの若い世代からは、アジアの中心はシンガポールだという自負を

持って、日本はアジアの成長から取り残されていると視察先で指摘をされ、少しばかりの

カルチャーショックを受けました。 

 また、淡路島の 1.2倍ほどの面積に 500万人を超える人が居住しており、その所得水準

は高く、シンガポールにおけるトレンドは、近隣諸国を初め世界からも注目をされており

ます。 

 外資系企業の誘致についても、もともと低い法人税に加え、シンガポールに地域統括本

部や国際統括本部を置く企業や、石油製品などの国際貿易に携わる企業でシンガポールを

オフショア貿易活動の拠点としている企業などに対しまして、軽減税率が適用されている

ことから、数多くの日本の企業が進出をしており、その中にはもちろん愛媛県の企業も含

まれております。 



 また、東南アジアのショーケース的な役割を果たしており、近隣諸国への海外展開の足

がかりとして有効であるとも言われておりますが、今回の視察ではそのことを強く実感い

たしました。 

 このような中、県では、４月に現地の高級レストランにおいて愛媛フェアを開催し、知

事みずから愛媛県産食品を現地バイヤーにＰＲするなど熱心な営業活動を行われ、その成

果の第一弾として約 250万円の成約が得られたと聞いており、大変心強く感じております。 

 現在、国内市場に目を向けますと、人口減少に伴うマーケットの縮小、経済の成熟化と

いった問題に直面し、明るい材料が乏しい状況にあります。一方、シンガポールを初めと

する東アジア諸国は、所得の上昇を背景に急速な成長を続けており、これら東アジア諸国

に県産品を積極的に売り込み、その成長を活力として取り込むことが急務であると考える

のであります。 

 県では、４月の組織改正により、知事直属の営業戦略監並びに部局横断的な組織である

「愛のくに えひめ営業推進本部」を設置し、ものづくり技術から加工食品、農林水産物

まで、本県が誇るすぐれた資源のＰＲや販路開拓を強力に推進する体制を整備したところ

であり、大いに期待をいたしているところであります。 

 そこで、お伺いいたします。 

 今後、シンガポールを初め、東アジア地域への食品の販路開拓にどのように取り組んで

いくのか、お聞かせください。 

 次に、地域医療についてお伺いをいたします。 

 近年、人口の少ない市町村の自治体病院や僻地診療所の経営難が表面化しております。

これは、いわゆる三位一体の改革で地方交付税を減らされた自治体が赤字の公立医療機関

を支え切れなくなったためであり、診療報酬の改定で医療機関の収入が減少したこともこ

の傾向に拍車をかけました。 

 また、平成 16年の新医師臨床研修制度の創設に伴う医師不足も深刻であります。新制度

によって研修先を自由に選べるようになった結果、研修医は都市部へ集中、地方の医師数

は決定的に不足をいたしております。さらに、研修医のアルバイトが禁じられることで、

夜間及び休日の当直業務を行う医師の確保が非常に困難となってきています。 

 また、労働力としての研修医を多く抱えることのできなくなった大学病院が、人手確保

のため、関連病院へ派遣した医師を引き揚げており、人口過疎地では医療そのものが成り

立たなくなるなどの問題も出ております。この波は愛媛県にも確実に押し寄せていること

は御承知のとおりだと思います。 

 そういった中、愛媛県では、平成 20年度に寄附講座であります地域医療学講座が愛媛大

学医学部に設置され、医師不足の解消の原動力となるべく、医師の養成が進められており

ます。特に愛媛県は、海、山両方に挟まれ孤立した地理的条件にあり、多くの島嶼部も抱

えていることから、医療事情も大都市圏とは違った問題があります。また、地域ごとの文

化的な違いも大きく、このような地理的、文化的な背景を踏まえ、地域の実情に精通した



地域医療の専門家を養成することが急務であり、この講座の果たす役割は大きいと感じて

います。 

 講座の実践の場として、西予市立野村病院にはサテライトセンターが設置され、学生の

実習や研修医の受け入れを行っておりますが、地域に開業医が極端に少なく、福祉施設の

嘱託医や校医から地区健診までも担っている同病院で学ぶことは、地域医療への理解を深

める上で最適な環境ではないかと感じています。 

 また、実際に地域医療の実態を学ぶことによって、将来、地域に貢献するという使命感

や動機づけにつながっているようで、愛媛の地域医療に携わりたいかというアンケートに

対して、そう思うと回答した学生が、実習前の４割程度から実習後には７割程度に増加し

ており、成果が上がっていると確信をしております。 

 高齢化が進む地域において、全人的に医療を展開できる総合医の役割は重要であり、地

域における福祉、保健、医療という連携の輪の中で、住民ニーズを肌で感じて医療を実践

していく醍醐味を味わうことは、医師として貴重な体験となっていると考えます。 

 そこで、お伺いします。 

 寄附講座は、今年度、開設から５年目となり、当初予定をしていました設置期間の最終

年度を迎えることになりますが、今後、同講座を通じて実習等を含めた実践的な教育研修

を経験した彼らがこれからの愛媛の地域医療を支えてくれることと大いに期待を寄せると

ころであり、私としましては、地域医療を担う医師を養成するためには、今後ともこの講

座を継続していくべきだと考えますが、これまでの寄附講座の評価を含めて、御所見をお

伺いいたします。 

 また、大学卒業後９年間、知事が指定する医療機関に勤務した場合、貸与額が全額返還

免除される地域医療医師確保奨学金制度も寄附講座と同時期に開始されましたが、その現

状と今後の方向性についても、あわせてお伺いいたします。 

 最後に、競技力向上に伴う中学校の部活動存続についてお伺いをいたします。 

 ６月 18 日、３回目のオリンピック出場を決めた上島町出身の村上幸史選手がロンドン

オリンピック日本選手団の主将に選ばれ、同じ愛媛県人として誇りに思うのはもちろんの

こと、銅メダルを獲得した平成 21 年の世界陸上のときのように活躍を期待するところで

あり、心からエールを送りたいと思います。 

 ロンドンオリンピックでは熱い熱い戦いが繰り広げられるとは思いますが、恐らく全世

界の人々がその戦いに一喜一憂し、改めてスポーツのすばらしさを感じるのではないかと

思っております。まさしくそれはスポーツの醍醐味であり、特に子供たちは、その姿に夢

を抱き、自分と照らし合わせ、試練に立ち向かう力を得るのではないかと思います。それ

がなおさらふるさとの選手なら別格で、村上選手を初め、出場する愛媛県出身選手にはぜ

ひとも頑張っていただきたいと願うところであります。 

 また、平成 29年にこの愛媛県で国体が開催されることは御案内のとおりでありますが、

オリンピックを目の当たりにした子供たちが何かを感じ、この国体で活躍することを祈る



ところでもあります。 

 そんな中、県では、国体準備局を設置し、20市町と連携しながら準備を進めており、会

場地未決定の５競技に関して、先般、水泳競技のプールについて検討が進んでいると報道

されておりましたが、チーム愛媛で取り組めばよい方向性が出ると思っております。 

 また、一方では、平成 18年度に愛媛県競技力向上対策基本計画が策定され、さまざまな

取り組みの結果、全国高校総体では、平成 21 年度からここ３年の入賞件数がいずれも 20

件以上となり、特に 22年度は過去最高の 31件を記録するなど、一定の成果が上がってい

るものと評価するところであり、これから愛媛国体に向け着実にステップアップしていく

ことを期待しております。 

 そのためには、基本計画にうたわれております課題に対する具体的な競技力向上対策の

確実な実行が求められていると感じています。ですが、今、現状に目を移すと、愛媛国体

で活躍が期待される現在の小中学生にとって、特に過疎地域で、スポーツを行う上で根本

となる中学校の部活動存続が少子化の波に押されて大変厳しくなっています。 

 例えば、私が暮らす西予市のある中学校では、少子化による生徒の減少で、男子ソフト

テニス部と女子バスケ部が昨年度から募集停止となりました。関係者からは存続に向け強

い声が上がりましたが、絶対数に欠けることに変わりはなく、学校側もつらい決断をいた

しました。小学生時代に総合型地域スポーツクラブ等でテニスやミニバスをやっていた子

供たちにとっても、とてもとても厳しい現実をたたきつけることとなりました。こうした

事例は県内至るところで起こっていると聞き及んでおり、今後も増加すると考えられます。 

 基本計画の中にも部活動の強化はうたわれておりますが、部活動そのものがなくなって

いくということは、計画の根本が揺らいできていることであり、有望な選手の育成や発掘

にも支障が出かねず、来る愛媛国体の成績にも重大な影響を及ぼすことが懸念されるので

あります。 

 また、ここ 10年の県内の中学生の運動部への入部率は男子で 80％を超え、女子でも 60％

前後で推移するなど、スポーツに対する関心が高いことが見てとれ、子供たちにはたくさ

んの選択肢の中、部活動に参加してほしいと思う気持ちはだれもが同じだと思っておりま

す。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 愛媛国体に向けて競技力向上が叫ばれる中、その根本となる中学校の部活動の存続が困

難となっている現状を受けて、御所見をお伺いいたします。 

 また、その一つの策として、近隣学校間の合同チームも考えられますが、都市部と異な

る過疎地域では、学校間の距離や地域事情等さまざまな問題もあり、踏み切れないところ

もあります。 

 合同チームに対する県内の実情と今後の方向性についてお聞かせください。 

 以上で、一般質問を終わります。 

 御清聴ありがとうございました。（拍手） 


