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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。 

 まず、消防団員の確保等による消防団の充実強化についてお伺いをします。 

 昨年 12 月、新潟県糸魚川市において大火災が発生し、強風により延焼が広範囲に

拡大したことにより、焼失面積約４ha、焼損家屋 147 棟に及ぶ大災害となったことは

記憶に新しいところであります。 

 こうした中、本県におきましても、先月６日、西予市野村町予子林地区において住

宅火災が発生し、折からの強い風にあおられ瞬く間に周辺に燃え広がり、地元消防団

や消防本部合わせて 370 人の懸命な消火活動にもかかわらず 11 棟の家屋が全焼し、

９世帯17人の方々が住居を失うという大変な被害をもたらしました。被災された方々

に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧復興を願っております。ま

た、地元住民の一人として、多くの方々から寄せられた励ましに、この場をかりて感

謝申し上げます。 

 火災発生件数はここ 10 年、全国的にも、また、愛媛県においても減少傾向にあり

ますが、一たび火災が発生すれば貴重な財産が一瞬のうちに失われるばかりか、とう

とい生命までも失うおそれがあり、幸いにも西予市の火災では死傷者が出なかったこ

となども考え合わせると、改めて消防機能の大切さを実感したところであります。 

 特に、被害を最小限に抑えるためには、初期段階の迅速な消火活動が非常に大切で

ありますが、その活動の中心となるのが地域に密着し即時に対応することができる消

防団であります。 

 地域防災のかなめとも言われる消防団ではありますが、過疎化や少子高齢化などの

影響から、消防団員数の減少傾向に歯どめがかからず、本県におきましてもこの 10年

間で 700 人以上減少しています。また、消防団員の高齢化はもちろんのこと、サラリ

ーマン団員が増加し、日中の有事の際に対応できる団員が不足するという状況に陥っ

ています。 

 今回の西予市の火災においても、消火活動体制が整ったときには火災発生から１時

間が経過していました。もう少し早かったらと思いますが、地域の事情を考えると今

の精いっぱいだと感じています。 

 さらに、今回のケースは風の影響が強かったこともあり、結果的に大惨事になって

しまいました。これを糧に、そして、教訓として、いま一度消防団を中心に各地域に

おいて迅速な消火活動ができるよう、さまざまな視点から再点検をすることが重要で

あると感じています。そして、その結果を地域で共有することが有事の際に一つでも

多くの命や財産を守ることにつながると痛感しています。 



 消防団は、消火活動のみならず、近い将来発生が懸念される南海トラフ地震など大

規模災害の発生時においても、消火はもとより救命、救助において重要な役割を果た

すことが期待されていることから、平成 25 年 12 月に成立した、消防団を中核とした

地域防災力の充実強化に関する法律においても、消防団が地域防災の中核的な役割を

果たすことを踏まえ、地方公共団体が消防団の強化や消防団への積極的な加入促進を

図るために必要な措置を講ずることが明確に規定されたところです。 

 また、当県議会におきましても、昨年３月の愛媛県防災対策基本条例の改正に当た

り、消防団を中核とした地域防災力の強化を図るため、消防団の強化や県、市町、県

民等が連携して消防団員の加入の促進等に努めることを盛り込んでいます。 

 長年続いている消防団員の減少傾向に歯どめをかけ増加に転じさせることは容易

ではないと思います。今回の西予市での火災における消防団の重要性を考えるとき、

私は今まで行ってきた加入促進の取り組みに加え、地域の特性を踏まえ、少子高齢化

など現在の社会情勢にマッチした新たな視点の取り組みも必要ではないかと思いま

す。 

 そこで、お伺いいたします。 

 県として消防団員の加入促進等による消防団の充実強化に、今後、どのように取り

組んでいくのか、お聞かせください。 

 次に、2019 年に開催されますラグビーワールドカップ日本大会のキャンプ地誘致に

ついてお伺いします。 

 2015 年のラグビーワールドカップイングランド大会では、日本代表が南アフリカな

ど強豪を相手に３勝を上げる大活躍を見せ、また、昨年夏のリオオリンピックにおい

ても、７人制ラグビーの男子日本代表がニュージーランドを初めとする強豪国を破る

快進撃により、メダルにはわずかに届かなかったものの４位という好成績をおさめま

した。 

 また、昨年のいわて国体では、本県の成年男子チームが劇的な勝利をおさめて優勝

するなど、ラグビーが国民、県民に夢や感動を与えてくれるとともに、日本代表チー

ムの健闘は 2019 年に日本で開催されるラグビーワールドカップへの大きな弾みにな

ったのではないかと思います。 

 このラグビーの世界頂点を争うワールドカップは、オリンピックとは異なり、１都

市開催ではなく国内各地で開催され、期間も長く、チームが期間中滞在するキャンプ

地も各チームが選定することになっています。 

 日本大会では、全国 12都市を会場に 44 日間開催されることから、国内外からの観

戦者が地方を訪れる機会も多くなり、経済的な波及効果が全国に広く行き渡るものと

期待されています。 

 さきのイングランド大会では、観客数が史上最多となる 247 万人を超え、うち海外

からも 46 万人が訪れたとのことであり、日本大会においても国内だけでなく世界各



国から多くの人を呼び込む大きなチャンスであると考えます。 

 残念ながら、中四国地域での試合はありませんが、大会前から行われるキャンプが

本県で実施されれば、どの国の代表チームであっても世界トップレベルの実力を持っ

ているわけですから、そのトレーニングを間近で見たり、選手たちと交流するだけで、

ラグビーの競技力向上につながるだけでなく、県民の皆さんのスポーツに対する関心

が大きく高まることが期待できます。さらには、交流人口の拡大や国際交流の促進に

も貢献するのではないかと考えます。 

 県では、今年度、松山市と県ラグビーフットボール協会と連携して、愛媛県ラグビ

ー代表チームキャンプ地誘致協議会準備会を立ち上げ、世界ランク３位のオーストラ

リアをターゲットに、昨年８月には県下のラグビースクールに通う子供たちがオース

トラリアに遠征し、親善試合を行ったほか、12 月には署名活動を行うなど、キャンプ

地誘致の活動に取り組んでいると伺っており、ぜひ実現させていただきたいと願って

いるところです。 

 そこで、お伺いいたします。 

 ラグビーワールドカップ日本大会におけるキャンプ地誘致について、誘致をかち取

るため、今後、どのように取り組んでいくのか、お聞かせください。 

 次に、県内ジュニアアスリート等への支援についてお伺いします。 

 愛顔つなぐえひめ国体開催まで残すところ 212 日となり、その準備が進められてい

ます。えひめ国体では、天皇杯・皇后杯を獲得するという大きな目標に向かって競技

力向上に取り組まれており、昨年のいわて国体では、天皇杯７位、皇后杯５位とその

成果があらわれてきました。全国の舞台で多くの本県出身選手が活躍をし、トップに

立つ選手も少なくないことは喜ばしい限りであります。 

 さらに、その舞台を世界へと広げている選手も多く、１月には松山工業高校の村上

選手がルクセンブルクで行われたシクロクロスの世界選手権に出場、先月 21 日にオ

ランダ遠征に出発をしたバレーボール全日本中学選抜に久谷中学校の岡崎選手が選

ばれ、主将として活躍しています。 

 そのような中、県では、将来国際大会で活躍できる日本代表を輩出するため、子供

たちの潜在的才能を見出し、トップアスリートとして育成強化するえひめ愛顔のジュ

ニアアスリート発掘事業を創設し、ジュニアアスリートの夢をサポートしていること

には心強く感じているところであります。 

 海外において活躍する子供たちはスポーツの分野だけではありません。昨年 11 月

にインドで行われたワールド・ロボット・オリンピアードでは、八幡浜工業高校のチ

ームが５年ぶり２度目の世界一の栄冠に輝き、また、７月にシンガポールで行われた

グローバルリンク・シンガポール 2016 では、長浜高校の水族館部がクラゲに関する

研究を発表し、特別賞を受賞するなど、世界を舞台にした快挙に対し心から敬意を表

すところであります。 



 このように、文化・スポーツ両面において、世界の舞台で活躍するジュニア世代は

愛媛県民の希望であり、夢を与えてくれるものだと感じているのは私だけではないと

思います。 

 しかし、海外で活躍する子供たちやその保護者にとっての一つの懸念事項が費用負

担であります。競技団体やバックアップ組織によって差があると思いますが、海外と

なればその負担も非常に大きく、重くのしかかります。少しでも軽減することができ

れば、子供たちを支える保護者等の心配も減っていくし、愛媛県に支えてもらってい

るという思いが生まれ、将来、大きく育った子供たちが愛媛県民に夢を与え、さらに

愛媛県のためにと恩返ししてくれるものと考えます。 

 そこで、お伺いいたします。 

 文化・スポーツ両面において、日本の代表として海外で活躍するジュニア世代に対

する支援について、御所見をお聞かせください。 

 次に、ふるさと教育についてお伺いします。 

 報道によると、広島市の小中学校では、平成 22 年度より地元球団広島カープにつ

いて考える授業が行われているとのことでした。授業内容もさまざまで、カープと市

民の物語と題して、原爆投下からの広島市の復興と球団誕生、球団の経営危機に対し

て市民が行った募金等のエピソードを紹介し、カープが地元で愛されている理由を子

供たちが自分たちで考え、観光客など多くの県外の人に伝える授業や、カープに関す

る新聞記事や観客動員数等のグラフから情報を取り出し、カープ人気の秘密を複数の

資料から多面的に捉えてカープへの思いを絵や文章で表現する授業などを行ってい

るそうです。 

 御存じのとおり、昨年、広島カープは 25 年ぶりにリーグ優勝を果たしました。今

回の優勝は、この授業を通して学んできた子供たちにとって、復興の象徴として歩ん

できた広島カープへの誇りや愛着を深めるだけではなく、その球団を守ってきた自分

たちの広島市に対する郷土愛をも強くする、忘れられない出来事となったことと思い

ます。 

 私もこよなく野球を愛する者の一人として、また、根っからのカープファンとして

優勝に感動するとともに、その感動が郷土愛につながれば、こんなにうれしいことは

ないだろうとうらやましく思いました。 

 本県においても、鬼北町の日吉小中学校で郷土学という特別の教科が実施されてお

り、小中学校の９年間を通して、地域の方々の協力を得ながら、子供たちが郷土の歴

史や文化、自然などを学んでいます。 

 平成 27年９月には、中学生が郷土学授業の一環で町内 44カ所目となる戦国時代に

敵の侵略を防ぐために自然を活用してつくられた山城を発見。異例とも言える子供た

ちによる文化財の発見に、住民もふるさとに対する認識を新たにしたのではないかと

思います。 



 また、先日、西予市の小学校での学習発表会を参観しました。小学校４年生の子供

たちが四国西予ジオパークについて調べ、リアス海岸や四国カルストなど地元の自然

の雄大さや、自然環境を利用して日本有数のミカンの産地となっていることなど、ふ

るさとのすばらしさを誇らしげに発表していました。私は、その姿に深く感銘を受け

るとともに、将来、この地域を支える子供たちの姿を見て頼もしく思いました。恐ら

く、このような授業で学んだ子供たちは、家庭で自分たちが学習してきた地域の誇り

を保護者に伝え、保護者とともに地域のよさについて語り合っていることでしょう。

そして、保護者も地域のことを学ぶようになり、より地域を身近に感じることができ

ているのではないでしょうか。 

 私は、昨今、このような地域に対する誇りや愛着が薄れていることを危惧していま

す。それは、自分たちの地域を知らない人がふえてきているからではないかと思いま

す。昔は当たり前に親や親戚のお年寄りたちから耳にしてきた地域の歴史や地域に対

する思いなどが、人口減少や核家族化、そして、何より人間関係が希薄化しているこ

とで薄れてきているように感じます。 

 子供たちだけでなく、親世代の私たちもふるさとのことを知らな過ぎる気がします。

このままでは、先人がつくり、守り、つないできたものが消えてなくなっていくので

はないかと思えて仕方がありません。 

 ３年前に訪問したブラジル、パラグアイで、愛媛から移民された１世の方々と話を

した際に、皆さんから一様に聞かれたのが、ふるさと日本の愛媛の状況でした。地球

の反対側で遠いふるさとを思う気持ちは、そこに暮らす私たち以上のものがあり、今

はふるさとを離れた人たちの思いに応えるためにも、ふるさとの誇りを将来につなげ

ていかなければならないと思います。 

 そうした中、ふるさとをつないでいくという面で教育が果たす役割は大きいと感じ

ています。保護者や地域の方々を巻き込み、先人の思いや業績を引き継ぎながら、地

域を学ぶ、地域に学ぶ教育を学校教育の早い段階から充実させていくことができれば、

その地域を誇りに思い、地域に残ってふるさとを支える人材の育成につながっていく

と思います。 

 そこで、お伺いいたします。 

 小中学校において、学校と地域が連携し、ふるさとについて学び、地域の一員とし

ての自覚を育むような教育をどう進めていくのか、お聞かせください。 

 最後に、林業振興についてお伺いします。 

 我が国は戦後の復興等のため木材需要が急増しましたが、戦争中の乱伐による荒廃

やそれに伴う自然災害等の理由で供給が十分に追いつかず、木材が不足する状況にな

りました。このため政府は、天然林の伐採跡地への造林を初め、里山の雑木林、さら

には奥山の天然林などを伐採し、かわりに杉やヒノキ、カラマツ、アカマツなど成長

が比較的早く、経済的に価値の高い針葉樹の人工林に植えかえ、拡大造林政策を行い



ました。そして、昭和 30 年代に木材の需要を賄うべく、木材の輸入の自由化が段階

的にスタートし、国産材と比べて安くかつ大量のロットで安定的に供給できる外材は

おのずと需要が高まり、輸入量は年々増大していきました。 

 これらの影響で、昭和 30 年には９割だった木材自給率は、平成 12 年には２割を下

回るといった状況まで落ち込み、国産材の価格も昭和 55 年をピークに落ち続け、日

本の林業経営は苦しくなっていきました。 

 そういった状況を背景に、山村地域は林業で隆盛した昭和時代から一転、苦境に立

たされています。一例を挙げますと、西予市の惣川地区は昭和 32 年に人口は 3,800 人

を超え、３つの小学校に 650 人を超える児童が通っていました。しかし、現在では、

人口は 400 人余りで高齢化率は 70％を超え、小学生に至っては３人と、200 分の１以

上に落ち込んでいます。いかに林業がその地域に与えていた影響が強いかということ

を物語っています。 

 私は、林業振興の最大のポイントは木材価格の上昇だと思っています。本県でも、

ピークだった昭和 55 年には、１立米当たり、杉が３万 6,800 円、ヒノキが７万 2,500

円と、ここ数年の単価と比較すると考えられない高値です。これを過去の高値に近づ

けていくことができれば、今後の林業の展開も変化していくと考えられますが、現実

は甘くないのも理解しています。 

 昔は、山を持ち、山に投資するといった田舎のステータスが、山をつくり、山を育

てることにつながっていましたが、山はもうからないというイメージに変わって、山

が廃れてきているのは寂しい限りです。 

 そのような中、県では、平成 26 年から森林資源の循環利用、県産材の加工流通の

拡大や競争力の向上、山村地域の雇用拡大を図り、林業を地域の成長産業として育成

することを目的に林業躍進プロジェクトを立ち上げ、主伐を計画的、段階的に導入し、

県産材を増産することとしています。その確実な実行が愛媛の森づくりに寄与するこ

とを期待するところであります。 

 また、ＣＬＴの生産施設やバイオマス発電所の２施設が平成 30 年以降稼働する予

定であり、それによって県産材の利用促進を図り、需要拡大による山村地域の活性化

も目指しています。 

 しかしながら、県内の林業の実態を見ると、需要に見合う安定供給体制が整ってい

ないのが実態です。平成 27 年の愛媛県の素材生産量は 52 万 5,000 立米で、さらに林

業躍進プロジェクトでうたっている主伐追加分 18 万立米を確実にクリアしないと、

今後、稼働する２施設の需要を県産材で賄えていけないと思いますが、主伐は再造林

の手間や労働力の確保を考えると容易なことではありません。 

 そのような中で、現在、久万高原町は年間 21 万立米を超える素材生産を行ってお

り、安定して生産できる体制があると言えます。これは、県の支援のもと、平成 17 年

度に久万林業活性化センターを立ち上げ、地域全体で施業が行えるよう集約化を進め



ることで森林整備や木材生産を点から面へと拡大するとともに、森林施業の担い手を

確保するため積極的に建設業などからの参入を促した結果であり、この成功事例を他

市町にもつくっていくことが重要であると思います。 

 今、拡大造林のときに植林をした杉やヒノキなどが成熟し、収穫期を迎えています。

本県における年間の人工林の成長量は、林業躍進プロジェクトで計画している 65 万

立米を上回る 90 万立米にも達しており、山村地域、林業の振興を図るには、この豊

富な森林資源を有効に活用していくことが必要だと考えます。 

 そこで、お伺いいたします。 

 本県の資源である森林を生かしていくためには、成長量に見合う量を伐採する体制

や安定供給ができる体制づくりが重要だと考えますが、今後、どう取り組んでいくの

か、お聞かせください。 

 また、生産コストを下げることは、林業振興において必要であることは言うまでも

ありませんが、その中で林道や作業道等の林道網整備の充実は欠かせません。林道網

整備率は、林業先進国であるドイツでは１ha当たり約 118ｍと日本の 17ｍと比較する

と雲泥の差です。愛媛県で見ると、久万高原町でも１ha 当たり 26ｍであり、今後も

選択と集中を図りながら進めていかなければなりません。 

 私は、さらに、林道網整備の中で林道舗装が重要であると感じています。本県の状

況は、林道延長 2,504 ㎞に対して舗装延長 655 ㎞と舗装率 26％となっています。未舗

装の林道は、草刈り一つをとっても山の持ち主にとって重労働であり、昨今の頻発す

る集中豪雨等により路面が浸食されると修繕に費用と労力を要します。地域とともに

高齢化している山林所有者の現状を鑑みれば、未舗装林道の維持管理に必要な労働力

の確保は難しいと考えます。 

 林道網整備率を上げるのはもちろんのこと、舗装整備を積極的に進めることは将来

の愛媛県の森づくりにおいて重要だと考えますが、林道の舗装整備の今後をどのよう

に進めていくのか、御所見をお聞かせください。 

 質問は終わりますが、最後に一言申し上げます。 

 1852 年の６月 25 日、野村町の 100 戸の民家を巻き込んだ大火災が起こりました。

同年、野村町の三嶋神社境内に愛宕神社を建立して火よけの神を祭り、10 月 15 日の

乙亥の日に火鎮擁護祈願のため、向こう 100 年間、三十三番結びの相撲を奉納するこ

とにしました。これが乙亥大相撲の始まりです。この間、戦争が起こっても中止され

ず、100 年が経過した今日でも開催が続き、昨年で 165 回を数えました。西予市にと

っての相撲は、乙亥相撲を初め、西の国技館と呼ばれる乙亥会館、玉春日等の力士の

輩出、野村中学校の運動会で披露される相撲体操、そして、ことしの国体での相撲競

技の開催など、まさしく我がまちのまちづくりの核であり、支えとなっています。 

 今回、予子林地区での火災によって多くのものが失われました。一日も早く惨劇か

ら立ち直り、乙亥相撲という核をつくった先人のように将来につながるよう復旧復興



を遂げてまいりたいと思います。 

 御清聴ありがとうございました。（拍手） 
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