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○（兵頭竜議員） （拍手）おはようございます。 

 愛媛維新の会の兵頭竜です。 

 去る 11月 25日、865体がエントリーいたしましたゆるキャラグランプリ 2012で、今治

市の「バリィさん」が優勝いたしました。 

 そのバリィさん歓喜にわいた２日前、愛媛県からもう一つの日本一が生まれました。静

岡県で開催されました第８回全日本ブラックアンドホワイトショウにおいて、西予市の酪

農家の牛がグランドチャンピオンシップの栄に輝きました。 

 ブラックアンドホワイトショウとは、全国ホルスタイン改良協議会傘下の酪農家の代表

牛を一堂に集め、その体型、資質の改良水準を比較・検討して、今後の改良に資するとと

もに、酪農業の健全な発展を期し、あわせて会員相互の親睦と交流を図ることを目的とし

て行われる、いわばホルスタインの美人コンテストであります。 

 その最高賞受賞牛がこの愛媛から生まれたことは、本当に喜ばしい限りで、県内ではも

ちろんのこと、四国でも初受賞であり、その重さを改めて感じているところであります。 

 また、私たち愛媛維新の会は、先般、こういった愛媛が誇る財産を生かし、新しい愛媛

の時代を切り開く指針として、愛媛維新八策を策定いたしました。今後、地域が自立し、

そして、責任を持ち真の地方分権を実現するために、この愛媛維新八策を柱に、地域第一

で邁進してまいりたいと思います。 

 それでは、質問の方に入らせていただきます。 

 まず初めに、南予地域の観光振興についてお伺いをいたします。 

 ことしの春の高速道路宇和島延伸を契機として、約半年間にわたり宇和島圏域を舞台に

繰り広げられたえひめ南予いやし博 2012が、去る 11月４日、終了いたしました。 

 期間中、美しい自然や食など、南予の豊富な地域資源を活用しながら、さまざまなイベ

ントが展開されましたが、地元の方々にとってはふだん見なれているごくありふれた観光

資源でも、外の方々から見れば非常に魅力的な素材が数多くあるのだということに気づか

されるなど、イベントを通じ、地域を再発見するよい契機になったのではないかと思いま

す。 

 今回のいやし博では、滑床渓谷のキャニオニングや愛南町でのシーウォーカーなど、新

たな観光プログラムが誕生したほか、南予の旅行会社による松山市民をターゲットにした

バスツアーや、お隣高知県の四万十市西土佐商工会による鬼北町のイベント「でちこんか」

とタイアップしたサイクリングイベントの実施など、いやし博との相乗効果を狙った各種

イベントも実施されました。 

 一方、南予地域でも、いやし博の対象エリア以外の地域に目を向けると、西予市の愛媛

県歴史文化博物館では内海清美氏の和紙彫塑による弘法大師空海の世界「密●空と海」の



常設展示がスタートし、同博物館の入場者も増加しているとのことであります。 

 私もオープニングに参加し、内海氏の作品を観覧しましたが、ライトアップされた 13等

身の和紙人形が幻想的な世界をつくり、それにマッチングしたＢＧＭが何とも言えない雰

囲気を醸し出しており、今後の同博物館運営の核として機能していくことを確信した次第

であります。 

 また、日本一細長い半島、佐田岬では、ふるさとウオークやクォーターマラソンが開催

され、大洲市では坂本龍馬脱藩 150年の記念事業が実施されるなど、いやし博の宇和島圏

域のみならず、南予各地でいやし博と連動させたさまざまな取り組みが進められたことは、

今後の連携に向けて心強い限りであります。 

 このように、南予地域においては、平成 16年のえひめ町並博、そして今回のいやし博と

地域の観光まちづくりに向けた取り組みが続けられ、核となる幾つかの地域や資源が点と

してそろってまいりましたが、これまでのイベントを一過性のにぎわいに終わらせること

なく持続可能な観光振興につなげていくためには、イベント後も、魅力ある観光資源を点

から線へとつないで周遊性を持たせることにより、魅力度の向上を図り、リピーターをつ

くっていくことが重要であると思うのであります。 

 そのためには、住民グループを初め、地元経済界やＮＰＯ法人などが主体となり、それ

を行政が後押しする、まさに地域が一体となった取り組みが不可欠であります。 

 また、高速道路南予延伸により、交通アクセスが格段に進歩し、日帰りが容易となりま

した。交流人口がふえた一方、一般的に日帰りでの観光消費額は１人当たり１万円前後で

あり、宿泊をするとその約 3.5倍程度と言われる中では、南予地域の今後の観光産業にと

って宿泊は大きなテーマであります。 

 そのためには、観光資源はもちろんのこと、今回のいやし博でもクローズアップされま

した愛南びやびやかつおや鯛めしを初め、じゃこ天、キジ肉といった南予地域が誇る食を

重ねて押し出していく必要性が高く、まだまだ足りない宣伝力・発信力を上げていかなけ

ればなりません。 

 県におかれましては、今後とも、イベントを契機に芽生えた地域の取り組みに対する支

援を初め、高知県との連携も含めた南予広域観光の推進に向け、さらなるバックアップを

していただきたいと思うところであります。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 いやし博終了後の南予全体の観光振興にどのように取り組むのか、お聞かせください。 

 次に、県民の健康づくりについてお伺いをいたします。 

 日本の平均寿命は、戦後、高い教育・経済水準、保健・医療技術の進歩などに支えられ、

世界でも高い水準となりました。 

 しかしながら、平均寿命の延びにあわせ、疾病全体に占めるがんや循環器疾患などの生

活習慣病の割合が増加するとともに、それら生活習慣病などに起因する要支援・要介護高

齢者も増加しているのが現状です。 



 こうした状況を防ぐため、既に運動や食生活などの生活習慣改善に取り組んでいる人も

おり、例えば私の地元西予市では、地域の総合型スポーツクラブが中心となって、ノルデ

ィックウオークを積極的に取り入れております。 

 ノルディックウオークは、足首、膝、腰などへの負担が最大 40％軽減されたという研究

結果が報告され、足腰に故障を抱える人や心臓病など循環器系の病気のリハビリの運動に

も適し、体幹の筋肉群を強化できるので腰痛の軽減などに効果があるとされております。

バランス感覚が落ちている高齢者が用いれば、バランスの維持をサポートして転びにくく

できることもあり、高齢者を中心に普及が進んでいます。 

 また、野村病院とタイアップして、モニター30人がその日の歩数や体重、血圧等の毎日

の健康状態を光ファイバーを通じて報告し、その効果検証も行っております。 

 さらに、週一度のペースでメタボ教室やヨガ教室、健康体操等々の健康教室を実施し、

健康増進を図ったりもしていますが、非常に好評で、参加率も高く、意識の高さがうかが

えます。 

 ここで申し上げたいのは、単なる寿命ではなく、本当に意味があるのは健康な状態での

寿命、いわゆる健康寿命の長いことであり、それが豊かな人生に結びつくということであ

ります。 

 この健康寿命にはさまざまな定義がありますが、厚生労働省では、健康上の問題で日常

生活が制限されることなく生活できる期間と定義しており、本年６月に公表した数値では、

平成 22 年の調査で日本の平均寿命は男性 79.55 歳、女性 86.30 歳であるのに対して、健

康寿命は男性 70.42歳、女性 73.62歳となっており、男女とも平均寿命と健康寿命に 10歳

前後の差があります。 

 また、平成 13年から 22年までの健康寿命の延びは、男性 1.02年、女性 0.97 年で、同

期間における平均寿命の延びの男性 1.48年、女性 1.37年と比べて小さくなっており、こ

のことは日常生活が制限される不健康な期間が延びていることを示しているのであります。 

 ちなみに、本県の健康寿命を全国と比べてみますと、男性が 69.63歳とやや短く、女性

が 73.89歳とやや長いという結果になっております。 

 超高齢化社会となり、介護や医療などの社会保障給付費も膨らむ中で、制度の破綻や県

民の負担が過重となることを防ぐ必要があり、健康寿命を延ばすことは何よりも重要な政

策課題であると考えます。 

 この健康寿命の延伸について、国は、平成 12年に開始された国民健康づくり運動「健康

日本 21」において、一つの目的に位置づけていましたが、当時は健康寿命の概念や算定方

法などが十分明確になっていなかったため、健康寿命に関する数値や目標を掲げるまでに

至っていませんでした。 

 そして、社会情勢の変化などを踏まえ、本年７月に国は、国民の健康の増進の総合的な

推進を図るための基本的な方針、いわゆる第２次健康日本 21を告示しました。平成 25年

度から 34 年度までを期間とするこの新たな国民健康づくり運動においては、健康寿命の



延伸が中心課題として位置づけられ、平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加などが目

標として明記されております。 

 県では、平成 13年３月に県民健康づくり計画「健康実現えひめ 2010」を策定し、12年

間にわたり健康づくり運動を進めてきましたが、計画期間の終期を迎え、今年度中に新た

な計画を策定すると聞いております。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 県民の健康づくり運動を進める中にあって、健康寿命の延伸について、県はどう捉え、

どのように取り組んでいくのか、お聞かせください。 

 次に、バイオエタノールについてお伺いをいたします。 

 温州ミカンの本格的な収穫時期となりました。先般、県が発表した温州ミカンと中晩柑

類を合わせた平成 22年の県産柑橘類収穫量は 22万 656ｔで、37年連続で日本一となった

ところであり、柑橘王国愛媛の地位は不動のものとなっております。 

 さて、県では、この特産品であるミカンの搾汁残渣を原料として技術研究開発を行い、

バイオエタノールを製造する技術を確立されました。 

 私たちの住む地球にはさまざまな資源がありますが、石炭や石油などの化石燃料から二

酸化炭素を初めとする温室効果ガスを大量に大気中に排出してきたことが、地球温暖化の

主な原因となっております。そのため、100年後には地球の平均気温は 1.8℃から 4.0℃の

上昇が予測されており、過去 100 年の上昇が 0.74℃であったことと比べてもわかるよう

に、格段に上昇速度が早まっています。 

 あわせて、100 年後の平均海面水位は 18 センチから 59 センチの上昇が予測されていま

すが、化石エネルギー源に頼って高い経済成長を実現する世界と、環境の保全と経済の発

展が地球規模で両立する世界とでは、気温・海面水位ともに予測される上昇値に差があり、

今後、人類が後者を選択し、地球と共存共栄していかなければ、温暖化が起因とも言われ

る台風の大型化や、今後、急増が予測されているゲリラ豪雨による被害の拡大、また、降

水量の変動幅の拡大や、積雪の減少、融雪の早期化による渇水の発生頻度の増加など、私

たちの生活に直結するさまざまな影響が懸念されます。 

 このような中、ガソリンの代替燃料になるバイオエタノールは、地球温暖化対策として

注目を集めており、愛媛で生産されたミカンから発生する廃棄物を有効活用し、それをバ

イオ燃料として愛媛で消費するという地産地消型の地球温暖化対策の実証実験に取り組ま

れた県に対し、敬意を表する次第であります。 

 このミカンの搾汁残渣から製造されたバイオエタノールについては、エタノール３％を

ガソリンに混合するバイオエタノール混合ガソリン、いわゆるＥ３として自動車用燃料に

問題なく使用できたとのことでありますが、聞くところによりますと、バイオエタノール

を直接ガソリンに混合するＥ３につきましては、石油連盟の理解が得られず、エタノール

を混合する際に必要となるガソリンの入手が困難であることなどから、現状ではＥ３の普

及が進んでいない状況とのことであります。 



 諸外国においては、Ｅ３のみならず、Ｅ10やＥ100 などの高濃度のバイオ燃料が普及し

ている中、日本国内で利用が進まないことは残念でなりません。 

 人類の活動によって生じた地球温暖化という負の遺産について、将来世代への影響を最

小限に抑えるため、現役世代である私たちは積極的に地球温暖化対策に取り組み、温室効

果ガスの削減を図っていくことが責務であると痛感しております。 

 県におかれても、さまざまな困難を乗り越え、せっかく確立された技術が実用化できる

よう、バイオエタノール普及への一層の取り組みを期待するところであります。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 自動車用燃料としてバイオエタノールの普及が難しい状況にある中、県は、ミカン搾汁

残渣を原料としたバイオエタノールの利活用に向けてどのように取り組んでいくのか、お

聞かせください。 

 次に、水産業の六次産業化についてお伺いをいたします。 

 本県は全国有数の水産県として知られており、特に南予地域では、漁業が基幹産業とし

て地域経済の発展に大きく貢献してまいりました。 

 私の地元西予市では、マダイを初め、スズキやヒラメなどの魚類養殖業が盛んであるほ

か、巻き網や船引き網などの漁船漁業により、アジ、タチウオ、チリメンなど、全国に誇

れる多種多様な魚介類が漁獲されております。 

 しかし、漁業を取り巻く状況は、魚価の低迷や生産コストの上昇など、過去に例を見な

いほど厳しく、後継者不足はもとより、廃業に歯どめがかからないのが現状です。御承知

のとおり、ことしの夏には宇和海の赤潮の発生により大きな打撃を受け、９月議会でも議

論されたことは記憶に新しく、漁業者のやる気を失うのではと危惧するところであります。 

 また、八幡浜市では新たな魚市場の建設が進められておりますが、漁業経営においてこ

ういった状況が続くと、箱はできたが中身はそろわないといった状況に陥る可能性も否定

できず、心配の種が絶えません。 

 県におかれては、「愛育フィッシュ」の定着推進を初め、赤潮対策の対応など、水産県愛

媛としてさまざまな観点から鋭意努力されており、今後も、水産業発展に向けた柔軟な対

応、支援をお願いするところであります。 

 私は、常日ごろから、これまでの生産活動に加えて、第二次産業、第三次産業との連携

による水産業を中心とした産業クラスターの形成が必要であると考えております。 

 今日の漁業を取り巻く厳しい状況を打開し、水産業を核とした地域づくりを進めるため

には、漁業者みずからが地元でとれた特色ある水産物を有効に活用し、水産業の六次産業

化を積極的に推進することが重要であり、このような取り組みが漁業経営の改善につなが

るものと考えています。 

 こうした中、県では、平成 18年から３年間で養成しました認定漁業士が愛媛県認定漁業

士協同組合を設立、みずからの手で生産から加工、販売まで一貫して取り組み、収益性の

高い漁業への転換に向けて鋭意奮闘しているとお聞きしております。 



 中でも、マハタの養殖では、餌の種類や規格を同じにするなど養殖手法の統一を図り、

均一で高品質なマハタを生産しているほか、鍋セットやパスタソース、炊き込み御飯など、

消費者ニーズに対応した加工品を次々と開発。開発された商品はインターネット販売や全

日空の機内食に売り込むなど、さまざまな取り組みを行い、着実に成果を上げているとの

ことであります。 

 さらに、最近では、漁業者によるおいしい魚を提供する漁家民宿の経営や、小中学生が

体験する地びき網などの観光漁業が展開されるなど、新たな産業や雇用の創出に取り組ん

でおり、心強く感じております。 

 私は、今後、こうした漁業者みずからが実践する六次産業化の取り組みが県下全域に拡

大し、本県水産業の振興、発展につながることを大いに期待している次第であります。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 本県における水産分野での六次産業化の取り組み状況はどのようになっているのか。ま

た、今後、どのように進めていくのか、お聞かせください。 

 最後に、ストーカー対策についてお伺いをいたします。 

 先月６日、神奈川県逗子市で元教員の男がかつて交際していた女性を殺害し、自殺した

と見られる事件が発生いたしました。ストーカーのゆがんだ感情により、とうとい命が犠

牲となった大変痛ましい事件であります。 

 亡くなった被害者の方に対しまして、心より御冥福をお祈り申し上げたいと思います。 

 この事件では、被害者の相談を受けた警察が殺人事件発生前に脅迫容疑でこの男を逮捕

し、その後、ストーカー規制法に基づく警告、被害者の周辺警戒等の対策を進めていたに

もかかわらず、結果的に最悪の事態に至り、残念と言わざるを得ません。 

 一部報道では、脅迫容疑で被疑者を逮捕する際に被害者の住所の一部等を告げた警察の

対応が問題視されたほか、1,000 通にも及んだメールの大量送信を規制対象としていない

法律の不備が指摘されたところでもあります。 

 平成 12年に施行されましたストーカー規制法には、拒む相手に連続して電話をし、ファ

クスを送りつける行為を禁じていますが、当時はメールが今ほど普及しておらず、連続メ

ールを禁じる規定はありません。 

 条文が時代に合わなければ法改正をするしかありませんが、この 10 年の通信手段の変

化を見てもわかるように、たとえ法改正で今回問題視されたメールやＳＮＳ等を対象に加

えても、新たな通信手段ができればイタチごっこが続くことになりかねません。 

 しかし、悲惨な事件を繰り返さないためにも、事案対応の見直しや必要な法改正など、

情勢の変化に合わせた迅速で適切な対策が望まれます。 

 こうした中、全国の警察本部が認知した昨年のストーカー事案は１万 4,000 件以上にも

上り、本年は８月末時点で既に１万 3,000件を超えて、過去最悪の水準で推移をしており

ます。 

 また、本年８月までの間に警察がストーカー規制法に基づき発出した警告は 1,511件で、



統計上、過去最多を記録した平成 19年の年間 1,384 件を上回るなど、ストーカー被害の増

加傾向が懸念されるところであります。 

 本県においても、本年８月末までのストーカー被害相談件数は 141件を数え、前年同期

と比べて 66 件増加しているほか、昨年は適用がなかったストーカー規制法による摘発も

７件に上るとのことであります。 

 ストーカー事案については、平成 23年の警察庁の統計によれば、被害者の約９割が女性

で、加害者の８割強が男性となっており、比較的若い女性が身近な男に狙われるケースが

ほとんどとのことであります。 

 さらに、反復・継続性が認められるほか、比較的軽微な行為がエスカレートして危険な

事態に急転するケースも少なくないとも指摘されており、その特殊性に鑑みると、将来の

危険性の見きわめや状況判断、継続した保護対策など、警察の活動にも困難が伴うことは

想像にかたくありません。 

 しかしながら、ストーカー事案は、被害者を不安と恐怖に陥れるだけでなく、その家族

や周辺の平穏な生活まで脅かすものであり、場合によっては、今回のように取り返しのつ

かない事件に発展する危険性もあります。 

 ストーカーの恐怖におびえる被害者にとって、頼りにできるのは警察しかありません。

被害者の願いは、こうした犯罪の被害に遭わないように警察に守ってほしいということで

あり、法改正による対応も必要なことですが、被害者の真剣な訴えに寄り添うことができ

れば、現行法の解釈の範囲でもさまざまな対応をとることができると考えます。 

 県警には、今後も県民の命、安全を守ることを最優先に、被害の未然防止を図っていた

だきたいのであります。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 ストーカー対策で最も重要である被害者の保護対策をどのように進めているのか、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） 
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