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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、兵頭竜です。 

 ２月９日、第 52回愛媛マラソンが開催されました。大会最多となる 8,236名のランナー

が伊予路を駆け抜けていきました。 

 私も、今回はランナーとして初めてフルマラソンに挑み、結果は中村知事からおくれる

こと１時間、長谷川副知事からおくれること２時間 45分の５時間 37分で、何とか完走を

果たすことができました。 

 初めは快調だったものの、折り返し地点を過ぎてからの苦しさは想像を超えるものでし

た。何度もリタイヤが頭をよぎりましたが、給水ポイントでのおもてなしを初め、沿道か

らの途切れることのない頑張れという声援が次の一歩を生み出し、背中を押してくれ、ゴ

ールにたどり着くことができました。 

 大会関係者を初め、大会を支えていただいた全ての方々に感謝を申し上げますが、また

やるかと言われれば、明言は避けたいと思います。 

 今回、実際に走ることによって、全国数あるマラソン大会の中で人気ランキング１位と

なる愛媛マラソンのゆえんを深く知ることができました。それは、すばらしいコースも一

つの要因ではあるとは思いますが、確たることは、それに携わる人であり、愛媛県人が持

つお接待の心そのものであります。そして、愛媛の一番大切な財産は、愛媛の人であるこ

とを改めて痛感しました。 

 このような全国に誇れる愛媛の人の力をもってすれば、本年開催されます瀬戸内しまの

わ 2014 や来るえひめ国体等の多種多彩なイベントも、確実に成功の道にいざなえると確

信した次第であります。 

 今後も、愛媛が愛媛らしくあるために、そして、愛媛の財産を守っていくという思いを

込めまして、質問に入らせていただきます。 

 まず初めに、行政改革の推進についてお伺いをいたします。 

 我が国の財政状況は、毎年巨額の赤字を計上し、恒常的に赤字国債を発行するという極

めて厳しい状況にあり、国、地方を合わせた債務残高はＧＤＰの２倍を超え、先進諸国の

中で最悪の状態にあることは御案内のとおりであります。 

 財政危機の象徴のように捉えられている赤字国債ですが、終戦直後に制定されました財

政法のもと、戦後の日本財政は、しばらくの間、赤字国債を発行せずに運営されてきまし

た。赤字国債が戦後初めて発行されたのは昭和 40年、高度経済成長の谷間の不況を乗り越

えるため、当時の佐藤内閣によって実行されました。 

 意外にもその歴史は浅く、これほど短期間で巨額の債務残高を抱えてしまった現状を鑑

みれば、これまで問題を先送りし、いわば見て見ぬふりをしてきた私たちの世代が、後世



への責務として、真剣に向き合わなければならないと強く思います。 

 このように大変厳しい財政状況の中、国では、社会保障と税の一体改革関連法を成立さ

せ、この４月から消費税増税が実施されることとなりました。 

 昨年度の政権交代以降、安倍総理は、積極的な経済政策、アベノミクスを果敢に実行さ

れ、株価の上昇や公共投資の増、円安による輸出の増などを背景に、景気にも明るい兆し

が見え始めています。 

 しかし、一方で、日本の人口は減少に転じ、超高齢社会を迎え、年金、医療、介護など

社会保障費は膨らむばかりで、このような構造的な問題を克服するためには、成長戦略に

よる増収や痛みを伴う増税に加え、行政改革、制度改革のさらなる推進が不可欠でありま

す。 

 しかしながら、消費税増税の実施が１カ月後に迫る中、国民に負担を求めるだけではな

く、みずから身を切る改革として掲げていた定数削減の具体化は一向に進まず、選挙制度

の抜本改革も同様に迷走しており、改革への本気度を疑われても仕方がない状況になって

いることは残念でなりません。 

 自己保身に終始することなく、国民に約束をした身を切る改革を勇気を持ってやり遂げ

てほしいと強く期待するところであります。 

 これら定数削減や選挙制度に限らず、国における行政改革や分権改革の取り組みは停滞

している感が否めませんが、県では、中村知事の強いリーダーシップのもと、平成 23年度

から県・市町が連携をして、チーム愛媛としてさまざまな行政課題の解決に向けて取り組

まれ、時宜を得たものと評価するものであります。 

 県と市町は対等なパートナーであり、現場に最も近い市町との連携があればこそ、二重

行政の無駄をなくし、互いの強みを生かしたプラスの効果を生み出すことができると思い

ます。 

 これまでも、県・市町連携推進本部を核として、消費者行政面での連携や、手話通訳者

や防災士の養成、実需につながる県外への物産の売り込み、有害鳥獣の連携捕獲、建設工

事等の入札契約業務に係るシステムの共同利用のほか、住民サービスの向上と建設費用・

維持管理コストの縮減を目指し、県愛南庁舎と愛南町庁舎の合同庁舎化を図るなど、実績

を挙げれば枚挙にいとまはありませんが、県・市町の密なる連携のもと、大きな成果を上

げてきたことは御案内のとおりです。 

 また、平成 24年度には、西予市の未来せいよ創造プランプロジェクトがえひめ行革大賞

を受賞しましたが、全国初となる行革甲子園にも取り組まれ、行政改革の情報を自治体間

で広く共有することで、さらなる改革のインセンティブにもなる有意義な手法であると考

えます。 

 今後とも、改革に終わりなしの信念のもと、県と市町が適切な役割分担を行い、互いの

強みを生かしながら本県の底力が発揮できるよう、行政改革に取り組んでほしいと切に願

うところであります。 



 そこで、お伺いをいたします。 

 さらなる行政改革の推進に向け、チーム愛媛で今後どのように取り組まれるのか、お聞

かせください。 

 次に、南予地域における観光振興についてお伺いをいたします。 

 昨年度開催されましたえひめ南予いやし博 2012 は、南予の豊かな自然や歴史、文化な

ど、さまざまな地域資源に着目し、地元市町や住民グループと一体となってイベントに取

り組んだ結果、全体で 177のイベントに延べ 77万人を超える参加があり、平成 24年の宇

和島圏域の観光客数も、対前年比２割増の 321万 3,000人と目標の 320万人を上回る大成

功のイベントであったと思っております。 

 いやし博の開催地域に隣接する西予市や八幡浜市、大洲市などにおいても、いやし博と

連動させたさまざまな取り組みを行う中、一体的な広報や、旅行商品、広域周遊ルートの

開発などにも取り組まれ、成果があったと感じています。 

 また、このような大型イベントを実施した翌年については、その反動により、大きく観

光客が減少する傾向にありますが、松野町のキャニオニングや愛南町のシーウオーカーな

ど、地元市町や住民グループの継続的なイベントの実施、県による南予全域を対象にした

イベントカレンダーの作成や東・中予向けのキャンペーン、観光まちづくりを実践する住

民グループの連携に対する支援などもあって、観光客の減少も、宇和島圏域では４％、八

幡浜圏域では、25年にオープンしました八幡浜みなっとへの観光客を除き３％減と、最低

限の減少幅にとどまっているものと考えます。 

 御案内のとおり、平成 25 年９月に西予市が愛媛県では初めての日本ジオパークに認定

されたことを初め、ことしは宇和島鉄道開業 100 年及び予土線全線開通 40 年や大洲城再

建 10年、27年には宇和島伊達 400年祭、28年には内子座創建 100年など、南予地域では

次々と記念事業が実施されると聞いており、いやし博に続く南予観光の大きなチャンスで

はないかと思います。 

 さらに、四国霊場開創 1200年の年でもあり、四国遍路が改めてクローズアップされ、開

創 1200年を記念したさまざまなイベントが実施されると聞いております。 

 そうすれば、おのずとそこに訪れる人も多くなることは言うまでもありませんが、この

機を的確に捉え、南予地域にある４つの札所や、西予市にある県歴史文化博物館で常設展

示している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」、また、現在開

催されております特別展「四国遍路ぐるり今昔」等を南予の観光振興にマッチングさせて

つなげていくことが重要であると考えます。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 県では、南予地方局に新たに専門の係を設置されるなど、南予全域における戦略的な観

光振興に取り組まれているところですが、この１年、いやし博のフォローアップをどのよ

うに実施し、今後、南予地域の観光振興をどのように推進していくのか、お聞かせくださ

い。 



 続いて、企業の誘致・留置対策についてお伺いをいたします。 

 本県の経済状況は、原材料価格の高騰などで企業収益は依然として厳しい状況にありま

すが、個人消費や公共工事等が堅調に推移しており、着実に持ち直しの動きが続いており

ます。 

 この動きは雇用情勢にもあらわれており、最近の有効求人倍率を見ますと、製造業の求

人増加などに牽引され１倍を超え、改善傾向が続いています。 

 しかし、正社員の有効求人倍率に限って見ると、平成 26年１月現在で 0.68倍、さらに、

地域別では東予 0.90倍、中予 0.59倍、南予 0.57倍となっており、統計開始以来、最高水

準ではあるものの、依然として低水準にとどまっており、また、１人当たりの県民所得を

見ても、平成 22 年度のデータで東予 293 万円、中予 241 万円、南予 203 万円となってお

り、地域間格差はかなり生じている状態です。 

 こういった現状は、第一次産業の衰退や立地企業の状況と関係が深いと思われ、距離的、

地理的にハンディキャップがある南予地域は、立地が他地域と比較して厳しいと感じてい

ます。しかし、所得水準が低くても耐えられるという、耐えられる土壌ということを逆手

にとることができれば、その差は埋まるのではないかとも思います。 

 そのような中、県では、投資・雇用規模が小さい南予地域への製造業等の立地を促進す

るため、対象となる事業所の要件を投下固定資産額が１億円以上のところを南予地域に立

地する場合のみ 3,000万円以上に、また、新規県内雇用者数 10人以上のところを南予地域

に立地する場合のみ３人以上に緩和され、さらには、農林水産資源に恵まれた地域特性を

生かした食品企業の誘致を強化するため、食品関連企業の立地に対する補助率のかさ上げ

等、南予地域にも立地しやすい環境を整備されていることを心強く感じています。 

 また、この時期になりますと気になるのが新規学校卒業予定者の就職状況でありますが、

先般公表されました県立高校生の就職内定率を見ますと、過去 10 年で最高の 94.7％で、

昨年度に比べ改善しているとのことであり、胸をなでおろしたところであります。 

 今後は、県教育委員会やジョブカフェ愛 workなど関係機関の連携のもと、３月末の就職

内定率 100％を目指し、頑張ってほしいと切に願っています。 

 地域の経済・雇用を活性化するためには、やはり地域に根差す企業の事業拡大や元気な

企業を外から誘致することが即効性の高い対策です。 

 県では、他県との誘致競争が激化する中にあって、愛媛ものづくり企業「すご技」デー

タベースや豊富な農林水産物などを生かして、最近では、大手コンビニエンスストア向け

の食品メーカーを初め、全国有数の冷凍食品メーカーの立地や、高級和菓子メーカーとの

連携協定締結など、企業誘致・留置対策に邁進していただいており、その取り組みを高く

評価するところであります。 

 とりわけ南予地域は企業が少なく、雇用機会もおのずと少ないわけでありますが、西予

市三瓶町にある全国有数の冷凍食品メーカーちぬやが、他県に製造拠点を移転することな

く、引き続き地元で工場を拡大する見通しとなっていることは大変ありがたく、県を初め、



関係機関の御支援に深く感謝するものであります。 

 このような食品メーカーの立地は、多くの雇用を生み出すとともに、若者の地元定着や

農林水産物の需要拡大にもつながり、地域全体の活性化に大きく寄与するものと考えます。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 これまでの成果を踏まえ、他県におくれをとることなく引き続き積極的な対応を願うも

のでありますが、今後、県において、本県の地域特性や強みを生かして、どのように企業

の誘致や留置に取り組まれるのか、お聞かせください。 

 次に、愛媛ブランド牛の販売戦略についてお伺いをいたします。 

 宇和島市三間町には、四国八十八カ所の札所として知られます仏木寺があります。そこ

には、農耕をともにした牛たちの安全を祈願する家畜堂という小さなお堂があり、牛の背

に乗った弘法大師の伝説が語り継がれています。このように、我が国で牛は古くは役牛と

して田畑の耕作にも使われ、大切にされてきました。 

 一方で、戦後、ライフスタイルの変化に伴い、食の洋風化が進む中で、牛肉に対する需

要が高まり、牛は農耕用の役牛から肉用牛として大きくさま変わりしました。今では、国

民に対する良質なたんぱく質供給源となるほか、肉用牛生産は我が国農業の基幹部門とし

て成長し、地域農業の発展や農山村地域の活性化を図る上で極めて重要な役割を果たして

います。 

 しかしながら、昨今の肉用牛生産を取り巻く情勢は、担い手の高齢化や後継者不足、配

合飼料の高騰・高どまり等により、依然として厳しいものがあります。加えて、我が国の

農業の未来を左右しかねない環太平洋経済連携協定、いわゆるＴＰＰ交渉が正念場を迎え

る中、牛肉は、我が国が守るべき聖域の一つとして、その関税のあり方が関係各国との間

で議論されております。 

 政府には、国益を最大限実現する方向で交渉をまとめるよう要請するものですが、同時

に、世界各国の多様な農業が共存し共生していけるような制度設計がなされるよう強く願

うところであります。 

 このように、内外ともに不安定な要素を多く抱え、乗り越えなければならない課題が山

積している中で、平成 23年９月から開始をされました愛媛ブランド牛の開発は、本県の肉

用牛振興の起爆剤になるものと期待しているところであり、地元生産者からも、この時期

に来ましてその展望が見え始め、そこにかける声が以前より多く聞かれるようになりまし

た。 

 既に畜産研究センターの施設は整い、愛媛ブランド牛となる子牛も順調に育っていると

聞いており、肉用牛生産拠点である南予地域をふるさととする私にとっても喜ばしい限り

であります。 

 しかしながら、全国の状況を鑑みれば、さしを重視した評価基準のもとで、松阪や神戸

などの銘柄牛を頂点とする牛肉のマーケットが確立しており、これから参入する愛媛ブラ

ンド牛がどのような市場の評価を受けられるのかは、最近の消費志向を捉えることはもち



ろんのこと、愛媛甘とろ豚や媛っこ地鶏の成功例に学ぶように、しっかりとした販売戦略

を立て、実行することが成功の鍵を握っていると考えます。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 愛媛ブランド牛の成功を目指す上では、何より売れる仕組みづくりが重要だと考えます

が、今後、どのような販売戦略をお考えか、御所見をお聞かせください。 

 最後に、道路の維持管理についてお伺いをいたします。 

 あと１週間で、あの東日本大震災の悲劇から３年が経過をいたします。テレビから流れ

てくる映像に我が目を疑い、自然の猛威を改めて感じさせられましたが、被災地では一丸

となって復興に向け着実に歩んでいます。そして、地震に対する考え方が想定外から想定

内に変わっていったのは言うまでもありません。 

 そのような中、県では、大震災の教訓を踏まえ、発生が切迫している東南海・南海地震

や近年増加している集中豪雨災害等に備えるため、県民の生命・財産を守る防災対策に軸

足を置き、社会資本の整備を促進されており、地域経済の下支えにもつながるこれらの取

り組みを高く評価するものであります。 

 平成 26年度当初予算においても、選択と集中の徹底を図りながら、25年度に引き続き、

防災・減災強化枠として、県立学校の耐震化を初め、緊急避難道路の整備や河川、砂防、

海岸、港湾施設の改修など、25年度の規模を上回る約 120億円を確保し、真に必要な公共

投資を積極的に推進しておられることに心強く感じております。 

 今後とも、安全・安心な県土づくりの実現を目指し、スピード感を持って、より一層の

充実・強化を願うところであります。 

 しかしながら、本県の普通建設事業費の推移を見ますと、平成７年度の 2,947億円をピ

ークに減少の一途をたどっており、26 年度当初予算では 884 億円で、25 年度に比べ約 40

億円増加しているものの、20年度以降は 800億円台で推移しております。 

 また、県内の建設業許可業者は、ピークであった平成 11年には 7,402社あったものが平

成 24 年には 5,636 社と約 24％減少、就業者数も、平成 12 年の７万 9,968 人から、10 年

間で５万 5,503人と約 31％減少しています。 

 その中で、30 歳未満の就業者は約１万 5,700 人から約 6,500 人と 50％以上減少してお

り、その間、60歳以上が約１万 1,000人で推移していることを踏まえますと、高齢化が進

み、若年層が就業しづらい環境になっていると考えられます。 

 さらに、全国での 24 歳以下の入職者は平成４年の 25 万人から平成 21 年には５万人ま

で減少し、３年以内の離職者率を見ても、製造業全体と比較し２倍弱で離職率が高くなっ

ており、厳しい雇用環境であることがうかがえます。 

 一方、国では、政権交代以降、国土強靭化計画や緊急経済対策等によって公共投資が増

加し、その波及効果が地方にもあらわれつつあり、昨年 10月に有効求人倍率が 20年ぶり

に１倍を超えたことは御案内のとおりです。中でも、建設・採掘職は 2.01倍、土木・建築・

測量技術者が含まれます専門技術職が 1.60 倍と極めて高い水準で、深刻な人手不足の様



相を呈しています。 

 しかしながら、これまでの公共投資抑制の影響によって、建設業において人員削減や廃

業が進んだことは前述したとおりであり、全国的に工事発注に際し入札不調などのさまざ

まな影響が出ていると聞き及んでいます。 

 県においては、このような現状をいち早く分析し、入札条件の緩和等の対策を講じられ

ていますが、今後とも、適時的確な対応をお願いするところであります。 

 私が地域の方と意見交換をした際、道路改良や河川改修、砂防施設の設置等の公共事業

に関する要望が多く出されます。これも地域に人が残るための切なる思いだと感じていま

す。 

 また、各地域共通の課題としてよく耳にするのが、草刈りや除雪等の道路の維持管理で

あり、特に過疎地域ではその声が顕著です。現在、年間１回になっている道路の草刈りは

もちろんのこと、地域のグループの研修の際、大型バスを利用することにしたものの、公

共交通の再編により路線バスが廃止になった影響で、県道沿いののり面の木の枝が放置さ

れたままとなっており、バスが進入できず大変苦労したという話も伺いました。 

 かつては、地域経済や雇用の一翼を担い、そして、いざというときにも頼りになる建設

業者が各地域で頑張っておられましたが、今では廃業等により不在となっている地域が散

見されるようになりました。これでは、地域の日々の生活や災害時の避難等に必要不可欠

な道路の維持管理を初め、さまざまな面で支障を来すおそれがあります。せっかく整備さ

れた道路も、適切な維持管理ができてこそ有効に活用できると思います。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 厳しい財政状況の中、選択と集中を図りながら、今後も安全・安心な県土づくりの実現

を目指して進んでいかなければなりませんが、特に過疎地域等における道路の維持管理を

どのように進めていくのか、御所見をお聞かせください。 

 以上で質問を終わります。 

 御清聴ありがとうございました。（拍手） 
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