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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。 

 早速質問の方に入らせていただきます。 

 まず初めに、農業のＩＴ化についてお伺いをいたします。 

 農業は、今日の日本の発展を大きく支えてきました。愛媛県においても、生産量 39年連

続日本一の柑橘栽培に代表されるように、各地域の発展に農業がもたらした影響は大きい

と感じています。 

 しかしながら、現在では、農業従事者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増大、鳥獣

害被害等々、農業が抱える課題は山積しております。また、ＴＰＰ交渉参加により、将来

に不安を覚える農家も少なくない状況であります。 

 そのような中、知事におかれましては、本年３月の記者会見で、ＴＰＰ交渉参加に先立

ち、農産物が輸入されても県内の農業が維持・存続できるような生産体制に徐々に変えて

いくべきと思うが、県として、自由化に負けないような農業政策について、今後、どのよ

うに進めていくべきと思うかとの記者の質問に対して、私案とは言われながらも、ＩＴの

活用を考えており、その研究を指示されたとの会見録を読み、農業へのＩＴ活用を推進し

ようと考えている私にとっては非常に心強く感じました。 

 農業分野でのＩＴ活用については、販売面でのＰＯＳシステムの導入等は進んできては

いるものの、私自身は、売る物をつくる生産管理の分野でこそＩＴ化を進めなければなら

ないと考えており、実はこの分野のＩＴ化が非常におくれているのも事実です。 

 生産管理のＩＴ化については、少し前の時代ですと、個々の生産者がコンピュータやシ

ステムを整備しなければならず、非常にコストがかかることに加え、ソフト開発メーカー

も、開発経費が回収できるかどうかわからないものに対して積極的な投資は控えていたと

思います。 

 しかし、現在、クラウドコンピューティングという新たに低コストで利用できる環境が

出てきたことで、農業の生産管理のソフト開発が進んでくるのではないかと考えられます。

大手ＩＴメーカーだけでなくとも、スマートフォンのアプリを開発する感覚でのソフト開

発も進むことも期待できるのではないでしょうか。 

 こうしたクラウドの環境を活用した農業分野でのＩＴ化が進めば、これまで経験に基づ

いて行われてきた生産管理作業が、気温や降水量などの気象条件の変化に対応してその

時々の気象に合わせた管理が的確にできるようになり、非常に効率的な農業ができるので

はないかと考えております。クラウドコンピューティングを活用した生産管理で、これま

での無駄も省け、コスト削減も可能になるのではないかとも思っております。 

 今回、関係予算が提案されており、私の一つの思いが現実に向かって動き始めたことを



心強く感じている次第です。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 本県における農業の生産管理部門のＩＴ化を具体的にどう進めていこうと考えているの

か、御所見をお聞かせください。 

 次に、畜産における飼料高騰対策についてお伺いをいたします。 

 本県の畜産は、600 戸足らずの畜産農家が本県農業産出額 1,272 億円の４分の１を占め

る年間 307億円を生産する、果樹に次ぐ主要品目として、本県農業の発展はもとより、関

連産業の発展に大きな役割を果たしてきました。 

 しかしながら、家畜の餌となる飼料は、トウモロコシ、大豆かすを初め、その多くを輸

入に頼っており、平成 18年秋以降、トウモロコシのバイオエタノール向け需要の増加や穀

物市場に対する投機マネーの流入に端を発した世界的規模の配合飼料価格の高騰は、生産

コストに占める飼料購入費用のウエートが高い我が国の畜産農家に、これまで経験したこ

とのないほど大きな打撃を与えました。 

 特に、酪農家にとりましては、長引く配合飼料価格の高どまりに加え、今般の急激な円

安の進展により輸入乾草飼料も高騰していることから、より一層深刻な問題であると考え

ております。 

 こういった状況の中、ある酪農家に話を伺いました。今回の飼料高騰で１日の餌代が２

万円も違う、もうどうしたらいいのかと悲痛な叫びを聞きました。 

 単に労働力を上げていけば、飼料自給率も上がり、外部要因に経営が左右されることも

小さくて済みますが、高齢化が進んでいる経営者にとっては労働力の確保は困難をきわめ

ており、飼料自給率を上げることができるのかという不安が蔓延しております。 

 しかしながら、愛媛県酪農・肉用牛生産近代化計画書にもあるように、地域の特性を生

かした飼料の供給構造の構築を図り、飼料生産の共同化や飼料生産受託組織等を活用した

外部化の一層の推進等によって自給率を向上し、足腰の強い畜産業をつくっていかなけれ

ばなりません。 

 また、健康によいと言われている牛乳も、最近では飲料市場が多様化する中で、特にミ

ネラルウオーター、スポーツ飲料などの機能性飲料との競合や少子高齢化の影響により、

消費が低迷しており、そうした消費低迷が酪農家の生産意欲を減退させ、経営悪化にさら

なる追い打ちをかけています。 

 私は、県内酪農家の生乳を集荷し、製造、販売されている牛乳は、正真正銘の県産品で

あり、すぐれた栄養食品であると同時に、高い県内消費率からも地産地消の優等生である

と認識しております。 

 我々県民に対して安全でおいしい牛乳を安定供給するため、365 日休みなく乳牛の世話

を続け、厳しい状況にあっても経営存続をかけ日々努力しておられる酪農家の姿を思い浮

かべつつ、私自身、毎日牛乳を飲んで、ささやかながら県内酪農振興に協力している一人

でありますが、飼料価格の高騰がこのまま続けば、酪農家の離農・廃業が一気に加速しか



ねないのではないかと大変危惧しております。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 配合飼料や輸入乾草が高騰している中、世界の穀物需給や為替相場などの外部要因に左

右されない安定した畜産経営基盤の確立を図るために、県としてどのような支援策を考え

ているのか、お聞かせください。 

 次に、森林そ生緊急対策基金の返還についてお伺いをいたします。 

 森林そ生緊急対策基金は、国の補助金を原資として平成 21年度から積み立てられ、これ

まで全国において間伐等の森林整備や木材加工流通施設整備等の財源として活用されてお

ります。本県でも、路網整備や間伐支援、林業用機械や製材機械の導入等、さまざまな林

業・木材産業の振興事業に活用されており、関係者にとって大きな支えとなっているもの

であります。 

 さらに、国においては、東日本大震災の復興を加速化するため、必要となる木材を全国

規模で安定供給することを目的として、平成 23 年度補正予算において各県に基金の原資

となる補助金を追加交付し、本県においても、国の実施要領等に基づき、その意を酌んで

事業に取り組んできたものと理解をしてきたところであります。 

 しかし、国はこれまでの考え方を翻し、被災地復興と関連の薄い事業に使われていたと

して、全国の自治体に対し震災復興関連予算の未執行分の返還を求め、本県においても、

今回、本基金の未執行分として約 11 億円の返還に応じざるを得なくなったことは残念で

なりません。 

 御承知のとおり、現在、木材価格は長期低迷し、林業を取り巻く環境は、過去のように

なりわいとして成り立たない極めて厳しい状況の中にあって、林業関係者は、施業プラン

ナーの育成や団地化、機械化、路網整備の充実等々、生産コストを下げることによって森

林所有者に果実をもたらす仕組みづくりに奔走しており、少しずつ、そして一歩ずつ再生

に向けた取り組みを進めております。 

 また、県におかれても、知事によるトップセールスを初め、公共施設への県産材の積極

的な活用やさまざまな観点からの支援等々に取り組まれており、まことに心強く感じてお

ります。 

 県土の約７割を森林が占める我が県にとって、今後も官民一体となって林業・木材産業

の振興に努めていかなければ、山村地域の再生はないと痛感しているのは県民誰もが同じ

だと思っています。 

 今回の返還については、震災復興を図る上での使途の厳格化という方針に一定の理解は

できますが、この基金に期待を寄せていた自治体や林業関係者・森林所有者に大きな不安

を与えており、今後の展開次第でははかり知れない打撃となると危惧しているところであ

ります。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 森林そ生緊急対策基金約 11億円については、国に返還されることとなりましたが、これ



までの経過を踏まえ、県では間伐等の森林整備や製材施設等の整備にどう取り組むのか。

また、国に対して新たな財源措置についても強く求めるべきだと考えますが、御所見をお

聞かせください。 

 次に、熱中症対策についてお伺いをいたします。 

 ８月 12 日、高知県四万十市で国内観測史上最高気温を６年ぶりに更新する 41.0℃に達

したことは記憶に新しく、気象庁が公表した資料によりますと、この夏の日本の平均気温

は平年より 1.06℃高く、1898年以降４番目の暑さを記録し、特に近畿、中四国、九州の西

日本は平年を 1.2℃上回る 1946 年の統計開始以来最高の暑さを記録したとのことであり

ます。 

 県内に目を移しますと、松山地方気象台は県内の６月から８月の気象状況を極端に暑い

夏だったとまとめ、梅雨明けをした７月８日ごろから８月中旬まで高温が続き、新居浜で

過去最高の 38.5℃を観測したほか、御荘 37.9℃、近永 37.6℃など、計５地点で１日の最

高気温が統計開始から最も高くなり、大洲では 17日間猛暑日が続くなど、各地で記録更新

が相次いだ結果となりました。 

 また、６月から８月の平均気温は、新居浜が平年より 1.6℃高い 27.5℃、松山が 1.2℃

高い 27.0℃など、15観測地点全てで平年を上回った結果となり、まさしく極端に暑い夏、

異常気象であったと思います。 

 そういった状況の中、昨今急増しているのが熱中症患者であります。御承知のとおり、

熱中症とは、高温環境下で体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破

綻するなどして発症する障害の総称で、死に至る可能性のある病態ですが、予防法を知っ

ていれば防ぐことができ、応急処置を知っていれば救命できます。 

 しかし、我が国における熱中症による死亡数の年次推移を見ますと、年によって多少の

ばらつきはあるものの、総じて増加傾向にあることがうかがえ、この現状を見る限り、熱

中症の知識が十分に普及しているとは言えないと思います。 

 本年、全国で熱中症のため搬送された人を見ますと、５月 27日の集計開始から９月１日

までに累計５万 6,172 人と前年同期の約 1.3 倍に達し、死者は 88 人、３週間以上の入院

が必要な重症者は 1,505 人となっており、搬送された人のうち 65 歳以上の高齢者は２万

6,809人で、全体の 47.7％を占めております。 

 同期間の愛媛県の搬送者は 775人で、７月７日には四国中央市で外出中の男性が、そし

て、同月 16日には八幡浜市で作業をしていた男性がそれぞれ熱中症の症状で搬送され、そ

の後、命を落としております。 

 また、平成 20年からの熱中症による救急搬送者数の推移を見ると、記録的な猛暑だった

平成 22 年は７月から９月で５万 3,843 人となっており、平成 20 年の約２倍、平成 21 年

の約４倍発生し、気温や湿度の上昇と関係があることがわかっております。 

 これまでの 100年間に世界全体の平均気温は 0.74℃上昇し、21世紀末にはさらに 1.8℃

から 4.0℃上昇すると予測されている中、21世紀の末に気温が 30℃を超える真夏日が大幅



に増加すると予測されており、我が国でも、国立環境研究所等によれば、地球の温暖化に

より熱中症や感染症等のリスクが増大すると言われております。 

 環境省が発表している環境保健マニュアルによりますと、日最高気温が 30℃を超えるあ

たりから熱中症による死亡がふえ始め、その後、気温が高くなるに従って死亡率が急激に

上昇します。 

 また、日最高気温より熱中症死亡率との関係がはっきりしているのが、人体の熱収支に

影響の大きい湿度、輻射熱、気温の３つを取り入れた指標のＷＢＧＴ温度であり、ＷＢＧ

Ｔ温度が 28℃を超えるあたりから死亡率がふえ始め、その後、日最高気温同様、温度が高

くなるに従って死亡率が急激に上昇することが公表されており、今後、このＷＢＧＴ温度

の動向を把握することが熱中症予防の第一歩だと感じています。 

 なお、政府においては、平成 25 年６月４日に開催されました熱中症関係省庁連絡会議

で、国民一人一人が正しい知識を持つことで熱中症の被害を減らすことができることに鑑

み、熱中症搬送者数や死亡者数の急増する７月を熱中症予防強化月間と定め、国民や関係

機関への周知等の効果を上げて熱中症の発生を大幅に減らすよう、熱中症予防の取り組み

を推進することとしましたが、効果があったとは言いがたい結果となっております。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 地球温暖化やヒートアイランド現象等の高温化が危惧される中、リスクが高い高齢者の

増加などに伴い、熱中症は健康問題としてますます重要になってくると考えます。 

 県では、高齢者を初め、高リスク者の熱中症対策にどのように取り組んでいくのか、御

所見をお聞かせください。 

 また、年齢別の発生場所や種類を見ると、高齢者は日常生活、20代から 50代は労働時、

児童生徒等は運動時に多い傾向にあります。 

 特に学校現場においては、周知徹底はもちろんのこと、さまざまな対策が練られ、実践

されていると感じています。 

 しかしながら、この夏も、毎日のように、部活動やスポーツイベント等々にて熱中症で

搬送されるケースを耳にいたしました。スポーツ活動では筋肉で大量の熱が発生するため、

それだけ熱中症の危険が高くなるのは言うまでもありません。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 県内の学校現場における熱中症の発生状況はどうか。また、事故防止に向け、どのよう

な対策を講じていくのか、お聞かせください。 

 最後に、えひめ国体における競技力向上についてお伺いをいたします。 

 「君は風 いしづちを駆け 瀬戸に舞え」、平成 29年の愛顔つなぐえひめ国体まで、あ

と４年となりました。県内各地ではソフト・ハード両面において準備が進められ、国体に

向けて、その歩みを着実に進めております。 

 御承知のように愛媛県初の単独開催であり、日本最大のスポーツイベントとして、スポ

ーツの振興はもちろんのこと、地域経済の活性化等々、さまざまな面での効果を発揮する



と考えられ、今後とも 20市町と連携し、チーム愛媛で進んでいかなければなりません。 

 そのような中、県では、天皇杯獲得に向けて平成 19 年に競技力向上対策基本計画を策

定、来るえひめ国体に向けて計画の着実な実行が求められておりますが、充実期とうたわ

れている昨年のぎふ清流国体において、20 位台を目標としながらも 34 位と振るわず、23

年の 25位も大きく下回る結果となり、えひめ国体での天皇杯獲得に向けて、待ったなしの

状態となっております。 

 ９月 28 日から東京都を舞台に開催されることしの国体において、本県選手団のさらな

る飛躍を期待するところであります。 

 昨年の開催県岐阜県は、総合得点が 3,000点を超える高得点で天皇杯を獲得しておりま

す。岐阜県において注目すべきは、成年の獲得得点が前年から約 860点上昇、開催５年前

からは約5.4倍の1,632点を獲得しており、成年強化の成功がもたらした結果と言えます。 

 愛媛県の昨年の成年得点が 161.5点だったことを考えると、全体の底上げもさることな

がら、成年強化が天皇杯獲得の最重要課題だと考えるのであります。 

 岐阜県では、主な成年強化策としまして、県内企業に雇用支援を要請し、選手雇用支援

の企業 76社、活動支援の企業 11社の協力を獲得、約 220人の雇用を確保したほか、市町

職員・教職員等で約 110人採用するなど、官民合わせて約 330人の有望選手、指導者を確

保しております。 

 さらに、企業チーム、大学チーム、新たに設立されたクラブチームへの支援を推進し、

岐阜国体では、企業・大学の活躍のみならず、クラブチームも９チームが入賞するなど、

強化策が着実に実を結んだ結果となっています。 

 また、ふるさと選手制度の活用については、26 の競技に 85 名のふるさと選手が出場し

ており、このうち 25 競技、64 名が入賞を果たすなど、総合優勝に大きく貢献しておりま

す。 

 こういった取り組みは国体開催４年前から活性化したと聞き及んでおり、今、我が県が

立たされている時期と同じではないでしょうか。 

 そのような中、本県では、有望選手や優秀な指導者に活躍と雇用の場を提供し、県内の

定着を図ることが重要との認識のもと、企業や自治体関係者等で構成する社会人スポーツ

推進協議会を設置し、雇用促進に努め、平成 24年には 61名の選手・指導者が県内企業等

に就職したと聞いております。 

 また、９つの企業・クラブ等の社会人チームに対して強化に必要な経費等の支援を行う

など、社会人スポーツの強化に努めていることに敬意を表すところでありますが、平成 29

年の天皇杯獲得のためには、充実期を迎えた 25 年、26 年の結果が躍進期につながってい

くものと考えます。 

 そのためには、経済状況・雇用情勢が厳しい中ではありますが、より一層の官民連携に

よる雇用面での対策や社会人チームへの支援強化に取り組むとともに、具体的な課題を抽

出し、解決していくことが結果につながっていくものと思います。 



 また、得点獲得には、県外で活躍しているふるさと選手の活躍が絶対条件であることは

言うまでもありません。 

 本県でも、昨年、成年種別から出場しました選手数の約３割に当たる 66名の選手がふる

さと選手として出場し、陸上競技、やり投げで優勝しました村上幸史選手を初め、17名が

入賞を果たしました。本年も 91名の選手が出場する予定となっていると聞いており、奮起

を期待するところであります。 

 今後も、こういった県外で活躍する愛媛県選手との連携が不可欠であり、その選手に愛

媛県選手団として活躍する意識を持ってもらわなければなりません。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 有望選手等の県内定着の促進や社会人チームへの支援、また、ふるさと選手の活用に、

今後、どのように取り組んでいくのか、御所見をお伺いいたします。 

 加えて、少年種別に目を移すと、過去５年間での平均が 244点と、大いなる飛躍が求め

られております。ターゲットエイジ選手の成長や運動部活動強化・育成指定校のさらなる

強化、関係団体との連携等々さまざまな取り組みの中で、やはり最重要課題は指導者の養

成・確保になると考えております。 

 私も過去に経験がありますが、全国で勝つためには、欲を捨て、今、何をやるべきかを

個人が理解し、打ちかっていく力が必要であり、そういった環境を当たり前につくってい

くことが指導者の大きな役割だと考えます。 

 現在は、過去とは比較できないほど、専門的・科学的トレーニング方法などさまざまな

データが蓄積されてきており、ジュニア選手の伸び代を効果的に引き出すことができると

感じております。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 ジュニア選手の指導者養成・確保の現状はどうか。また、今後の方針について御所見を

お聞かせください。 

 先日、御承知のように、2020年の夏季オリンピック・パラリンピックの開催地が東京に

決定をいたしました。チームジャパンで挑んだ結果であり、開会日に知事が言われたよう

に、スポーツの振興はもちろんのこと、日本再生に向けて大きく歩んでいくことを期待す

る次第であります。 

 そして、何より、このえひめ国体で活躍した選手が東京オリンピックの舞台で躍動する

ことを願い、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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