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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。 

 ８月 19 日、甲子園球場では済美高校が熱戦を繰り広げ、野球王国愛媛の名に恥じ

ない戦いをし、愛媛県民に多くの感動を与えていたとき、長野県の長野オリンピック

スタジアムでは、おじさんたちの甲子園、全国都道府県議会議員親善野球大会が開催

されました。伝統の我が愛媛県議会野球部も例年どおり参加し、１回戦の神奈川県議

会を危なげなく撃破しましたが、２回戦の熊本県議会に奮闘むなしく敗退し、残念な

がら王者復活とはいきませんでした。 

 私個人のことを言いますと、２試合を通じてノーヒットとさんざんな結果で役割が

果たせず、チームに迷惑をかけてしまいましたが、石川・松下両議員による 120 歳超

えバッテリーの年齢を感じさせない活躍を中心に、チームに助けていただきました。

次回は、チームの勝利に貢献できるよう鋭意努力していきたいと思います。（拍手） 

 また、自分の役割を果たしチームに貢献していくことは野球だけでなく、政治にお

いてもふるさとにおいてもとても重要であります。ふるさと愛媛がこれからも輝くた

めに自分の役割を果たしていくんだという思いを込めて質問に入ります。 

 まず、地域に活力を生む創業の支援についてお伺いをいたします。 

 我が国では、世界でも類を見ない人口減少、少子高齢化が急速に進展しており、特

に地方では、大都市圏への若者の流出や地域産業の後継者・働き手不足など、さまざ

まな課題が顕著化し、私たちの生活を支える地域の経済、社会基盤の持続性が危ぶま

れています。 

 このような中、県では中村知事のもと、オール愛媛の体制で国内外への積極的な営

業活動を展開し、実需の創出に向けた取り組みを一層強化されるとともに、企業誘致

やＵＩＪターンの促進など、地域経済の活性化につながる取り組みを戦略的かつきめ

細やかに進められており、大変心強く感じているところです。 

 一方、他県では、誘致企業が生産縮小や撤退等を繰り返すことで地域の雇用が安定

しない、あるいは地域との交流活動に理解の乏しい企業が立地することで地域の生活

環境が大きく変わってしまうという事例が見受けられます。本県もその例外ではない

と懸念をしておりますが、地域の実情に応じた企業誘致は即効性のある雇用対策であ

ることから、今後も、市町と連携してきめ細やかな誘致に力を入れていくことが重要

であると思います。 

 幸い私の地元である西予市明浜町では、地域協同組合無茶々園が、基幹産業である

柑橘などの第一次産業を核として、地域に暮らす人々が主体となって新たなビジネス

を創出し、長年にわたって地元の雇用を生み出すとともに、官民一体となって地域の



活性化に意欲的に取り組んできたことを高く評価され、昨年、農林水産省から農林水

産祭むらづくり部門で天皇杯を受けております。 

 また、城川町には、名産のユズやクリを加工し、ジャムやユズ茶、ポン酢、和菓子

類などを生産して全国販売している事業者もおりまして、その事業展開は目覚ましい

ものがあります。生産から加工まで携わる地域の人は多く、さらに地域特性に応じて

いることで地域の思いが商品に詰め込まれ、足腰の強い産業になっていると感じます。 

 こういった成功事例から見ても、本県は豊かな自然環境に恵まれるとともに魅力と

歴史ある文化があふれ、国内にとどまらず世界にも誇れる地域資源を有しております。

行政がさまざまな助成等によって一押しすることで、新たなビジネスチャンスにつな

がるものが地域にまだまだ眠っているのではないかと考えます。 

 厚生労働省が公表している雇用保険事業年報を見ると、本県の開業率は近年、上昇

基調にあるようですが、これを追い風として、地域の特性に応じた創業を促進してい

くことが今後の足腰の強い本県経済の振興に必要ではないかと思います。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 地域に活力を取り戻し、本県経済を持続的に発展させていくためには、農林水産業

等の地場産業の強みを生かしつつ、地元にしっかりと根を張りながら着実に成長して

いくことができる事業者を生み育てていくことが重要であると考えますが、県では、

地域に活力を生む創業の支援につい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、南予の観光振興についてお伺いをいたします。 

 昨年、８カ月間にわたり開催されたえひめいやしの南予博 2016 は、南予の地域資

源を生かして 300 以上のイベントを展開し、延べ 202 万人の方々に南予の地を訪れて

いただき、目標としていた南予への観光客数の 26年比 76 万人増を上回りました。ま

た、メディアによるパブリシティー効果も累計で約 12 億円と聞いており、癒やしの

ふるさと南予の発信に大きな効果があったと思います。 

 また、南予博を通して住民みずからが企画運営した 117 のプログラムが展開された

ことによって、住民主導参加型の有意義なイベントとなり、改めて地域資源の発掘や

産業振興につながっています。その一部は新たな旅行商品として定着しつつあるほか、

観光を担う人材も誕生しており、これまでの南予地域に欠けていた観光という部分に

スポットが当たり、心強く感じております。しかし、一方では、ビジネスとしての南

予の観光はまだまだこれからであり、今後のさまざまな展開が求められると考えます。 

 このような中、本県の観光に目を向けると、昨年の県外及び県内観光客総数は 2,745

万人と推定され、瀬戸内しまなみ海道が開通した平成 11 年を初めて上回った前年の

2,708 万人に比べて 1.4％の増加となっており、２年連続で過去最高を更新し、この

うち県外観光客数は 1,150 万人、前年に比べ 1.6％の増加、県内観光客数は 1,595 万

人で、前年に比べ 1.2％の増加となっています。 



 観光客総数が増加した要因としましては、えひめいやしの南予博 2016 の開催、松

山圏域における道後アート 2016 の開催等により女子旅人気が高まったことによる効

果、今治圏域におけるサイクリングしまなみ 2016 の開催や村上海賊の日本遺産認定

などが挙げられると思います。また、観光客消費総額は 1,107 億円と推定され、観光

客数の増加により６億円の増加となっており、平成 11 年の 1,238 億円に次いで過去

２番目の数字を記録するなど好調であると言えます。 

 その中で、観光客の宿泊においては、道後温泉の旅館には年間 90 万人を超える方

が宿泊し、そのうち７割が県外観光客となっており、愛媛の観光の拠点は道後温泉で

あるということを感じます。観光客は、道後温泉本館で日本最古の湯につかり、道後

商店街を歩き、ゆっくりとその雰囲気を満喫する。また、松山城や県美術館など周辺

観光地をめぐり、最近ではしまなみ海道へ足を延ばし、あの絶景のパノラマに触れ感

動する。このルートが主な流れの一つのように感じます。 

 現在、南予の観光は、県と市町の連携を初め、前述したいやしの南予博のようなイ

ベント、ホームページやＳＮＳを使った発信など、さまざまな努力を重ねております。

その効果も少なからず上がってきているのも事実でありますが、こういった本県観光

の特徴を含めて、もう一歩踏み込んだ南予の観光振興戦略を考えると、道後温泉を拠

点とした発信が有効であると思います。 

 少し前に東京から学生時代の友人が愛媛に観光に訪れました。道後温泉に滞在し、

ゆっくり羽を伸ばし、松山を堪能して帰っていきました。その際に食事をし、いろん

な話をした中で、観光客は道後でゆっくりするのだから、道後で愛媛のいろんなアピ

ールを、観光客に触れてもらえるところを提供すればいいのではないかと言われまし

た。今はネットで大抵のことは検索できますが、旅に出てふだんと違う環境で実際に

現地で触れることにより、いろんな思いに駆り立てられるのではないかという話が印

象に残りました。 

 そこで、日帰りや１泊の南予のパッケージツアー等を道後に滞在する観光客に紹介

することが南予の観光振興に有効ではないかと考えます。また、高速道路の南予延伸

も着実に進む中、道後温泉の観光客の６割を超える人が、移動に自由のきく自家用車

による観光であることを鑑みると、道後温泉から南予の観光につなげることは非常に

意義があると思います。 

 そこで、お伺いいたします。 

 南予博のフォローアップとあわせ道後温泉の観光客を南予に誘客するため、どのよ

うに取り組んでいくのか、お聞かせください。 

 次に、本県の僻地医療への取り組みについてお伺いいたします。 

 医療人材の不足については全国的な問題となっており、首都圏では足りているもの

の、地方では深刻な状態となっています。地方である本県においても同様の構造が見

られ、松山市等松山圏域の医師数は全国平均を上回っているものの、南予などの地方



では不足している状態にあり、さらに診療科による医師の偏在も必要な医師数の不足

における課題となっています。 

 このような医師不足に対応するため、各都道府県では、将来それぞれの地域におけ

る医療に携わる医師を育成する奨学金制度を設け、自治医科大学や愛媛大学医学部の

地域特別枠の学生が義務年限として定められた期間中は医師の少ない地域等で働く

制度もありますが、これらの医師が地域に配置されるにはしばらく時間を要するため、

直ちに医師不足が解消される状況にはないと聞いております。 

 こうした中、県と市町振興協会が寄附し、愛媛大学医学部に設置している地域医療

学講座では、久万高原町と西予市に地域サテライトセンターという診療を通じた地域

医療の実践的研修を行う機関を設置し、医学生や研修医等を対象として地域医療に必

要な知識や技量を身につけた医師の養成を図っています。そうして、若いころから地

域医療を学び、地域、特に地元に対する愛着心が育ち、地域に根差した医師になって

いただくことで医師不足の解消の一助になるのではないかと期待しています。 

 さて、医師不足が顕著な地域に僻地があります。医療分野における僻地とは、山間

部や離島などの地理的条件、人口や産業といった社会的条件などにより医療の確保が

難しくなり、医師がいなくなった無医地区やそれに準じる地区等のことをいいますが、

山間部や島嶼部の多い本県には７つの無医地区と５つの無医地区に準じる地区があ

ります。 

 こうした無医地区やそれに準じる地区の指定基準には、医療機関がない地域で、中

心的なところから半径約４㎞以内に 50 名以上の人が居住していることなどがありま

す。そうした地区が多い山間部や島嶼部に住んでおられる方々にとって、過疎化と少

子高齢化が進み、人口が減少していく中で、地域において都市部の人と同じような医

療を受けることは難しくなってきていると感じております。 

 道路等の交通事情の改善により、無医地区等は全国的に減少傾向にあると言われて

いますが、現実問題として、みずから運転して病院に行くことができる高齢者が一体

どれくらいいるでしょうか。体調が悪いときに病院まで車を運転することは難しく、

近くに診療所等の医療機関がない地区では救急車を呼ぶしかないといった状態だと

思います。 

 また、ふだんの通院でも、１日数本のバスに揺られ病院に行き、診察後、バスを待

って家に帰るといった行為の中で、バス停までの移動はもちろんのこと、バスを待つ

時間もかかり、１日がかりになることなどが高齢者の負担となっています。 

 ただ人口減少や医師不足から診療所を続けていくことが難しく、閉鎖という手段を

とらざるを得ない地区もあります。近くに医療機関がなくなると、地域の方々の不安

は大きく、定期的に診察を行うためには、移動診療車を運行するという方法が考えら

れます。 

 広島県では、平成 25 年に中山間地域への移動診療の充実を図るため、特に無医地



区が多い北部地域で地元市町と僻地医療拠点病院が連携し、広島県北部地域移動診療

車の運行を開始し、無医地区等の患者住居近くまで巡回し、医療を提供しております。 

 移動診療車は医療機器を搭載し、血液検査や腹部・心臓の超音波診断、心電図検査

が可能となり、必要に応じて投薬、注射などを行っています。住民の方からは、遠く

の病院に行かなくてよかった、安心して暮らせると喜ばれ、また、診療車で血液検査、

心電図検査などを受けたことにより病気が発見され、翌日から入院治療を受け、完治

された方もおられたということでした。 

 今後、高齢化が進み、公共交通も十分と言えない僻地において、移動診療車がもた

らす住民への安心感は、この広島県の例を見てもはかり知れないものがあり、本県の

僻地医療に置きかえても有効であり、選択肢の一つだと考えます。 

 ふだんから健康管理に気をつけていても、自分では気づけないこともたくさんあり

ます。定期的に医師に診てもらえることで気づかなかった病気の早期発見につながり、

健康に対する意識も変わってきます。できることならば、どこにいても誰もが等しく

医療が受けられるようになってほしいと思います。 

 そこで、お伺いいたします。 

 本県の僻地における医療の現状はどうか。また、今後、どのように僻地医療に取り

組んでいくのか、お聞かせください。 

 次に、日欧ＥＰＡについてお伺いをいたします。 

 ７月６日、安倍首相は、ＥＵ大統領と首脳会談を行い、経済連携協定ＥＰＡで大枠

合意したことを発表しました。この合意により、人口６億 4,000 万人、世界のＧＤＰ

の３割を占める巨大な自由貿易圏が誕生することになりました。ＥＵ首脳とともに記

者会見に臨んだ安倍首相は、保護主義的な動きの中、自由貿易を高く掲げるとの強い

政治的意思を示すことができたとし、また、ユンケル委員長も合意のインパクトは世

界に広がるものだと述べ、日本とＥＵが自由貿易を推進する姿勢を世界に示すことが

できたとしました。 

 このような巨大な自由貿易圏の誕生は、ＴＰＰからのアメリカ離脱などで揺らいで

いた日本の通商政策を立て直す上で非常に重要な意義を持つものであると思います。

そして、日本からすれば、日本が一番優先をしていた乗用車の関税撤廃が段階的に行

われることになったことも非常に大きいと思います。そして、これらの関税緩和によ

って自動車や電気製品を初めとする日本の輸出産業が活性化することによって、経済

の好転につながることが期待されます。 

 しかし、一方で、今回の交渉で最後まで対立したチーズの関税撤廃は、酪農家にと

って大きな打撃になるのではないかと懸念します。現在、最大 29.8％の関税が撤廃さ

れれば、欧州から本場の安価なチーズが入ってくることによって小規模経営の多い日

本の農家にとっては非常に厳しい戦いが予想され、チーズのシェアが欧州産に奪われ

た場合、国産チーズに対する打撃だけではなく、使い道がなくなった北海道の生乳が



飲用に流れ込むことになれば、乳価下落によって本県の酪農家は太刀打ちできなくな

ることが心配されます。 

 国内の酪農家は、この 10 年間で２万 5,000 戸から１万 7,000 戸と 32％も減少し、

本県でも平成 19 年２月には 213 戸あったところ、平成 28 年２月には 122 戸に、率に

すると約 43％減少しております。今後も後継者不足等で減少することも考えられま

す。 

 安倍首相は会見で、この日欧ＥＰＡの大枠合意を踏まえ、できる限りの総合的対策

を実施すると表明し、農林水産大臣が必要な国内体制の整備や対策を検討する考えも

示したとの報道がなされましたが、国内の地域事情が異なることを鑑みると、県にお

いても、その動向を注視し情報収集や影響分析をしっかりと行い、県内業界等の意見

を把握しながら対策を講じていくことが求められていると思います。 

 また、酪農だけでなく、豚肉など影響が懸念されている本県の農林水産業の体質強

化と競争力向上に積極的に取り組んでいかなければなりません。 

 今回は、あくまで大枠の合意であり、交渉にはＥＵ加盟 28 カ国全ての批准と承認

が必要であることから、非常に時間がかかることが予想されますが、ユンケル欧州委

員長は、2019 年の早い時期の発効を目指す考えを示しており、当事者である生産者は

大きな不安を抱えております。これまで積み上げてきたものを無駄にしないためにも

迅速な対応が求められます。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 今回の日欧ＥＰＡ交渉の大枠合意によってさまざまな対応が求められる中、県内農

林水産業への影響をどのように捉え、今後どう対応していくのか、お聞かせください。 

 最後に、県立高校における情報化やＩＣＴ環境の整備についてお伺いをいたします。 

 御案内のとおり、ＡＩ、すなわち人工知能の台頭は、これからの世の中を大きく変

えると言われております。人工知能アルファ碁が欧州の囲碁チャンピオンを負かした

とか将棋プログラム、ポナンザが名人に勝利したとか、世界コンピュータ将棋選手権

では、そのポナンザを破るプログラムが登場するなどの話題を頻繁に耳にいたします。 

 民間のシンクタンクとオックスフォード大学研究者らの共同研究によると、今日本

にある仕事の 49％がＡＩに取ってかわられるという予測もあり、時代は確実に動いて

いると思う一方、何だか寂しさのようなものも込み上げてきますが、学校教育におい

ても、ＡＩを含むＩＣＴの進展を見据えた上で、時代に即応して将来の就業に結びつ

く力を養っていくことが重要になると思います。 

 このような中、奈良市立一条高等学校では、スーパー・スマート・スクールという

ＩＣＴ機器を活用しながら、社会で生き抜く力を育成する取り組みをしていると聞い

ております。この取り組みを進めるためには、校内にＷｉ－Ｆｉを設置して校舎内の

ほとんどの教室でインターネット接続を可能とし、生徒はふだん使用している各自の

スマートフォンを使用し、教員は全員に配付されたタブレットを使用して学習コンテ



ンツ等を活用しながら、ＩＣＴを効果的に活用した教育の実践を進めているとのこと

であります。 

 同校校長で、これまでもさまざまな学校改革に携わってきた藤原和博氏の著書によ

りますと、基礎的な学力に加えて、情報を活用しながらコミュニケーション能力を高

め、思考を深めていく情報編集力がこれからのＡＩ社会に対応するために大切である

と述べられていました。 

 私の地元にある三瓶高校でも、魅力ある高校づくりにおいて活性化協議会が発足し、

生徒のニーズの高いＷｉ－Ｆｉを地元住民の寄附金により整備した教室で学習コン

テンツを活用した授業や、アプリを使った生徒の自主学習が行われております。 

 また、８月 14 日の愛媛新聞に済美高校の活躍の記事が大きく掲載された片隅に、

新チームになって歩み出した高校野球新人大会の結果が掲載されていました。そこに

は、南宇和・津島連合、宇和・北宇和・三瓶連合という部員減で単独チームが組めな

くなった合同チームが出場していました。この背景は、少子化による生徒減が最たる

ものだということは言うまでもありませんが、このような合同チームによる出場は、

今後も野球だけでなく、ほかの競技でも進むと考えられます。こうした状況下でチー

ムとしてのコミュニケーションを円滑に進めるためには、さまざまな情報の共有や意

識統一などに利用できるテレビ会議システム等のＩＣＴ機器の整備が効果的である

と考えます。 

 このように、教育現場でＩＣＴ機器を使用して生徒に習熟させることや、インター

ネットやＡＩで瞬時に見つけられる情報を活用しながら、仲間と協働してよりよい答

えを導き出す力を育成することは、将来の予測が困難となってきている今の時代を生

きる子供たちにとって必要であり、将来の愛媛を支え、時代の変化に対応できる人材

育成につながると考えます。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 新しい時代の中で生き抜く力を育成するため、県立高校における情報化やＩＣＴ環

境の整備にどのように取り組んでいるのか、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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