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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８日、西予市では観測史上最低となる氷点下 12 度を記録し、水道管の凍結や

破裂が相次ぎ、多くの世帯が断水しました。市では対策本部を設置して、昼夜を分か

たず対応し、地域の各家庭には市職員を初め地元消防団や民生委員等が巡回を行いま

した。また、県による対応を初め、県内各自治体から給水車を出していただくなどさ

まざまな対応をしていただきました。この場をおかりして、御尽力いただいた方々に

感謝を申し上げます。 

 東日本大震災からもうすぐ７年が経過しようとしています。この間、今回の寒波も

含め、幾多の自然の猛威が私たちを襲い、そのたびにいろいろなものを失いました。 

 しかし、私たちはこれからも自然と生きていかなければなりません。こうした経験

を糧に、そして教訓にして、ふるさと愛媛の輝かしい未来に向けて努力することが求

められます。私も、そのために微力ではありますが力を尽くしていきたいと思います。 

 それでは、質問に入ります。 

 初めに、サイクリングしまなみ 2018 についてお伺いします。 

 御承知のとおり、世界的にも評価の高いしまなみ海道を初め、ブルーラインの整備

やヘルメットの着用促進、愛媛サイクリングの日の制定、各種サイクリングイベント

の開催など、本県のサイクリングを取り巻く環境は着実に整備されてきております。

この施策展開のスピードは、他に類を見ない誇れるものだと感じており、中村知事を

先頭に、県内はもとより、国内外を股にかけて取り組んできたことに対して敬意を表

したいと思います。 

 私の地元でもサイクリングイベントを４年前から開催しておりますが、初回は 100

名弱だった参加者が回を重ねるごとにふえ、昨年は残念ながら台風の影響で中止とな

りましたが、400 名を超えるエントリーを受け付けるまでになりました。日本ジオパ

ークから、昨年、再認定を受けた雄大な自然を堪能するコースと、地域特産物を生か

した地元のお接待を有するこのイベントは、参加者からの評判も上々であり、アップ

ダウンの激しいエキスパートコースは、上級者にも満足のいくものとなっています。 

 ことしは、10 月に４年ぶりの大規模大会となるサイクリングしまなみ 2018 が開催

されます。国内外から 7,000 人の参加者を予定し、あの大パノラマのしまなみ海道を

サイクリストが疾走する姿を想像すると大きな高揚感でいっぱいですが、本番に向け

ての準備に総力を挙げて取り組み、サイクリングパラダイス愛媛、サイクリングアイ

ランド四国の実現の一助になる大会になることを期待するところであります。 

 昨年、ハワイのサイクリング団体の方と意見交換をする機会がありました。その方



は、実際におととしのサイクリングしまなみ 2016 に参加されたとのことで、大会を

振り返り、しまなみ海道は世界一のサイクリングコースだと絶賛していました。そし

て、次回も大会に参加したいし、プライベートでも仲間を募って行きたいんだという

思いを聞いて、心からうれしく思うとともに、しまなみ海道が持つ力を改めて実感し

ました。 

 また、シンガポールのツアー会社を訪ね、愛媛への観光戦略の調査を行った際には、

今回の大会に多くの人を連れていきたいとの話を伺いました。 

 今回も海外からの参加者の募集を予定していますが、本県と関係の深い台湾はもと

より、さきに述べましたとおり、ハワイやシンガポールなどでも評価され、ニーズが

あることから、各地においてしっかりとアンテナを張って、海外からの誘客を戦略的

に進めていくことが求められます。 

 また、一般的に外国人の観光は、日本人と比較して滞在時間が長いと言われており、

この大会を足がかりに、本県の持つ魅力を発信して誘客につなげていくことにより、

サイクリングパラダイス愛媛の実現のみならず、県産品の販路拡大を初め、さまざま

な分野において大きな果実が得られるのではないかと思います。 

 そこで、お伺いをします。 

 本年10月に開催されるサイクリングしまなみ2018における海外からの誘客と大会

を契機とした外国人観光客誘致にどのように取り組んでいくのか、お聞かせください。 

 次に、民泊についてお伺いします。 

 昨年開催された愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会はたくさんの感動を生み、本県

にとって大きな財産となりました。両大会とも万全の準備、滞りない運営が行われ、

大成功をおさめました。私も総合開会式を目の当たりにしましたが、そのときの興奮

と感動は、何事にもかえがたいものとなっています。かかわった全ての方々に心から

感謝と敬意を表したいと思います。 

 また、天皇杯を獲得するという目標を掲げ、競技力向上に取り組んできた結果は、

天皇杯、皇后杯ともに２位という結果でありましたが、過去最高の成績に胸を張り、

これまで結果を出すために血のにじむような努力をしてこられた選手、競技関係者の

方々には、心からの賛辞を贈りたいと思います。そして、今後も、スポーツ立県えひ

めの実現に向けた取り組みを進め、ことしの福井国体での本県選手団の活躍や、その

先の 2020 年東京オリンピックの夢の舞台に本県選手が立つことを期待しています。 

 えひめ国体では、各会場で多くのストーリーが生まれ、スポーツの持つ力を改めて

感じたところですが、私の地元西予市では、成年女子ソフトボールと相撲の２競技が

開催されました。成年女子ソフトボールは満員の宇和球場で、地元愛媛県チームと全

日本選手を多く有する強豪愛知県チームとの決勝戦となり、力的には不利だと思われ

ましたが、たくさんの応援を背に受けた選手の活躍によって見事優勝を飾りました。

私も運よくその場面に立ち会えましたが、ゲームセットの瞬間には鳥肌が立ち、応援



の持つ、選手の背中を押す力をまざまざと感じました。 

 また、国体の成功は民泊からを合言葉に取り組んだ相撲競技の民泊では、市内の 44

地区が 47 都道府県のチーム、約 600 人の選手、関係者を受け入れました。国体での

民泊は全体では５年ぶり、相撲競技では９年ぶりであり、住民には不安も少なからず

ありましたが、地域の大勢の人が、一生のうちで１回の国体、無理をしてでもやろう

と立ち上がり、官民連携して歩みを進め、無事終えることができ、多くの人からやっ

てよかったとの声を聞きました。 

 また、過疎や高齢化が進む本地域において、このように大きなことがやれるんだと

いう地域の力を再確認できたことは、何より大きな財産となりました。さらに、別れ

の涙や笑いが絶えなかったエピソードなど、おのおので生まれたきずなは言うまでも

なく、各県に戻ったチームから祝勝会に招待されるなど、多くのストーリーが生まれ

ています。 

 私も実際に民泊の受け入れを行い、その効果を身をもって感じました。やはり同じ

屋根の下で昼夜をともにすると愛情にも似た感情が生まれ、会場でその選手が土俵に

上がる姿を見ると、我が子が戦っているような感覚となり、応援にも力が入りました。 

 このような中でしたので、会場は満員御礼、どのチームが土俵に上がっても声援が

絶えない状況でした。そして、会場一丸となって応援する愛媛県代表チームとの試合

でも、対戦チームの受け入れ地区はそのチームに対して声が枯れるほどエールを送り、

その姿を見たときは強く感動し、私がこの国体で心に残った場面の一つとなりました。 

 スポーツには、する、見る、支える、応援するといったようにさまざまな楽しみ方

があります。今回の国体民泊では、選手や関係者を支えることによって、見る、応援

するといった分野で相乗効果が生まれることを私も確認ができ、また、地域が絡むこ

とによって、地域力に自信を持つことができました。これからさまざまな分野におい

て、愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会のレガシーを生かし、愛媛県の将来をつくっ

ていかなければなりませんが、この国体民泊の経験も一つのレガシーであると思いま

す。 

 さて、このような中で、ことし６月には、住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が施

行されます。宿泊についてさまざまな展開が考えられ、この分野において慎重に対応

しなければなりませんが、サイクリングしまなみなど大規模なイベント開催時に実施

するイベント民泊を初めとした民泊は、観光振興、ひいては地域経済の活性化に有効

な手段ではないかと考えます。 

 そこで、お伺いします。 

 県として民泊をどのように捉え、観光振興にどのように生かしていくのか、お聞か

せください。 

 次に、畜産振興についてお伺いします。 

 古来より、食は人の天なり、農は国の基なりと言われます。これは、食は国民生活



のよりどころであり、農業は国家運営の基盤であるという意味であります。 

 農林水産業を基幹産業とする本県の平成 28 年の農業産出額は 1,341 億円で、中四

国では岡山県に次ぐ第２位の農業県であり、一次産業の育成と発展は最重要課題とな

っています。 

 とりわけ私の地元西予市で盛んな酪農業は、地域の農村生活の向上はもとより、高

品質で栄養価の高い生乳生産により、県民の食卓に健康を届けるという極めて重要な

役割を担っており、県が策定をしたえひめ農業振興基本方針 2016 においても、西予

市の酪農は 70 年以上の歴史があり、県内生乳生産量の約 50％を占める四国有数の畜

産地帯と位置づけられ、今後も県内一の畜産地帯の維持、発展に取り組むとされてい

ます。 

 しかし、酪農を取り巻く情勢は極めて厳しく、北海道を除く都府県の昨年 12 月の

生乳生産量は、前年に比べ 2.5％の減少、22 カ月連続のマイナスとなっており、北海

道以外の生乳生産基盤の弱体化が懸念されます。 

 本県においても、平成 10 年と比較しますと、この 20年間で酪農戸数は 370 戸から

113 戸と 70％減少し、乳牛頭数は１万 1,300 頭から 5,710 頭と半減、これに伴い、生

乳生産量も５万 5,350ｔから３万 4,881ｔと 37％減少しています。 

 また、国際化の進展も著しく、昨年 12 月に交渉妥結した日欧ＥＰＡに加え、米国

を除く 11 カ国による環太平洋連携協定、いわゆるＴＰＰ11 は、ことし１月の首席交

渉官会合で協定条文が確定し、３月の署名式を経て、通常国会に協定承認案と関連法

案が提出される見込みで、今後の国内乳製品への大きな影響が懸念されるところであ

り、農水省では、国内の牛乳、乳製品への影響額は日欧ＥＰＡで約 203 億円、ＴＰＰ

11 で約 314 億円と試算しています。 

 特に、日欧ＥＰＡでは、欧州側の競争力が強いチーズで大幅な自由化を受け入れた

ことにより、酪農家らの不安は大変強く、大胆な国内対策により酪農業の生産基盤を

強化し、生産性の向上と競争力の強化を図ることが不可欠であると考えます。 

 こうした貿易の自由化が加速する一方で、国内の生乳取引をめぐる大きな制度改革

により、この４月から新しい生乳取引制度がスタートします。これは、約 50 年間続

いてきた加工原料乳生産者補給金等暫定措置法が廃止され、これまでの指定生乳生産

者団体の一元集荷、用途別多元販売の仕組みから、指定団体以外の流通でも補給金の

対象となり、生乳の原則全量委託から部分委託が可能となるもので、いわゆるアウト

サイダーという概念がなくなり、例えば酪農家が農場ごとに出荷先を変える二股出荷

も可能となるなど、生乳全体の需給調整機能の実効性が確保できるか懸念されており、

酪農情勢が半世紀ぶりの変革期に直面する中で、関係者挙げて酪農、乳業の再構築へ

向けて知恵を絞る時期に来ていると思います。 

 国は、こうした背景を踏まえ、総合的なＴＰＰ等関連政策大綱の着実な実施のため、

平成 29 年度補正予算や 30 年度当初予算案において、特に後継牛確保対策、自給飼料



対策、経営安定対策、そのほか酪農家の働き方改革を推進するための酪農経営体生産

性向上緊急対策事業の継続と拡充、畜産クラスター事業の拡充、酪農ヘルパー事業へ

の支援継続等を重点項目としているところです。 

 県では、これまでも国の交付金等に対応して、酪農生産基盤の強化を図るため、優

良な乳用牛の導入や作業等を請け負うコントラクター組織への支援、カルスト牧場活

用の推進などにより、後継牛の増頭や自給飼料の増産などに取り組んでいただいてい

るところです。 

 しかしながら、県内の酪農家の１戸当たりの飼養頭数は 48 頭と全国平均の 80頭に

比べて少なく、経営規模が零細な酪農家が多いことから、若い経営者たちの励みと目

標になるような本県酪農の今後のあるべき姿を示していただきながら、さらなる施策

の展開を期待しているところであります。 

 そこで、お伺いします。 

 県では、酪農情勢が大きな変革期に直面する中で、本県酪農の将来ビジョンをどの

ように描き、酪農経営の安定のため、今後どのような対策を講じていくのか、お聞か

せください。 

 また、農業分野は、将来を担う後継者の確保が全国的にも大きな課題となっていま

すが、特に、酪農部門においては年間 365 日、毎日の搾乳、給餌作業、牛の管理等で

休みがとりにくいことや牧草の収穫作業、機器のメンテナンス、飼料運搬の重労働な

どがあることから敬遠され、離農の加速が見られます。 

 このような状況に対応するには、国が実施している畜産・酪農収益力強化整備等特

別対策事業、いわゆる畜産クラスター事業を活用した施設整備や機械化、規模拡大に

よる効率化などが極めて有効と考えますが、制度上、45 歳未満の若い担い手や畜産主

産地の大規模な取り組みが優先されることから、本県の畜産農家は対象外となるケー

スが多く、地元で酪農を営む後継者に聞いても、採択要件が厳しく、活用しづらいと

の声をよく聞きます。 

 このため、県では、独自に畜産クラスター事業の仕組みを活用し、国の事業要件は

満たさないものの、担い手の収益向上につながる家畜飼養施設あるいは家畜ふん尿処

理施設などの整備に対して助成するほか、事業実施主体である畜産クラスター協議会

の設置を促進し、放牧推進や公共牧場の利用拡大等を図ることにより、県内の畜産生

産基盤の強化と意欲ある担い手の確保に努めています。 

 一方、国では、畜産クラスター事業の施設整備支援について、飼養頭数など規模拡

大が難しい中山間地域などに配慮し、１頭当たりの生乳の増産など生産効率の向上に

つながる場合も対象にし、中山間地域向けの優先枠も各農家が利用できる事業費の上

限を拡充し、大規模投資に対応できるような中山間地域の農家が使いやすい仕組みに

見直す動きもあり、地域が創意工夫した取り組みによる国のクラスター事業の積極的

な活用が望まれるところであると考えます。 



 そこで、お伺いします。 

 国の畜産クラスター事業の活用等による地域酪農の規模拡大や担い手確保に向け

どのように取り組んでいくのか、お聞かせください。 

 また、ことし１月、香川県でＨ５Ｎ６型の高病原性鳥インフルエンザが確認され、

確認された養鶏場のニワトリ９万 2,000 羽の殺処分、焼却作業が行われたことは記憶

に新しいところです。こういった伝染病などの家畜衛生・防疫対策は極めて重要な課

題であり、県では、昨年、中予家畜保健衛生所と家畜病性鑑定所を東温市に新築移転

しました。 

 その一方で、研究開発分野を見ると、現在、旧野村町にある畜産研究センターは、

本館が昭和 37 年の建設、愛媛甘とろ豚と愛媛あかね和牛の開発のために整備した畜

舎以外の施設は昭和 11年から 56 年に整備されたもので、老朽化が進んでいます。 

 県では、これまで愛媛あかね和牛や愛媛甘とろ豚、媛っこ地鶏など地域間競争の激

しい畜産物の差別化、高品質化を追求する愛媛畜産ブランドの構築に取り組み、愛媛

のすぐれた畜産物の発信強化に大きな成果を上げており、先般の国補正予算に即応し

た２月補正予算においては、畜産研究センターにＴＭＲ調製研究施設を整備し、独自

の混合飼料の開発・普及に取り組むこととしていますが、このような先進的施設の整

備とあわせて、畜産技術の向上や安全・安心で良質な畜産物の生産、現場に直結する

実用的な技術開発、優良家畜の育成・譲渡、さらには公務員獣医師の専門的研究フィ

ールドの整備等の観点からも、試験研究機関全体の機能向上にも万全を尽くしていた

だきたいと考えます。 

 そこで、お伺いします。 

 現下の厳しい財政状況ではありますが、中四国有数の畜産県として、効率的な研究

開発や技術指導機能を強化するために、老朽化が進んでいる畜産研究センターの整備

が必要だと考えますが、御所見をお聞かせください。 

 最後に、中学校における運動部活動についてお伺いします。 

 １月 16 日、運動部のあり方を議論するスポーツ庁の検討会議で、中学校の部活動

では、休養日を少なくとも平日に１日、週末に１日以上の週２日以上とし、１日の活

動時間を平日２時間、休日３時間程度までに抑え、また、運動部活動を持続可能なも

のとするため、地域におけるスポーツ環境整備を進めるなどとするガイドラインの骨

子案が示されました。 

 これまで運動部活動の休養日の目安として、平成９年に当時の文部省が中学校は週

２日以上、高校は週１日以上と示していましたが現場に浸透しておらず、28 年に全国

の中学校を対象に実施した調査では、22.4％が休養日を設けていないという現状にあ

ります。 

 今回の案は、運動を週 16 時間以上するとけがのリスクが高まると指摘した米国の

臨床スポーツ医学会の提言などを踏まえて、部活動の内容を短時間で効果が得られる



活動とするように求めています。ただ会議の委員である元プロ野球選手の小宮山悟氏

が、相当に能力のある指導者でないと、野球では練習を２時間でおさめるのは無理、

人よりもうまくなりたい思いのある子の練習時間に制限をかけることがいいのかと

疑問を呈しており、私も過去を振り返ると、同意見であります。 

 現在は、科学的にも証明されたトレーニング方法が確立し、効果的に練習を行うこ

とができるようになり、過去と比較にならないほど進んでいます。しかしながら、目

指すものによっては、安易に休もうと考えることはないと思います。 

 私は、毎年正月に、当時の仲間と集まり思い出話に花を咲かせますが、不思議なこ

とに、話題に上ることといえば、つらかった練習や監督や先輩に怒られたことなど厳

しさに耐えた場面が多く、試合での名シーンは過去の記憶の中心ではありません。汗

と泥にまみれ、平日は５時間の練習、年間の休みは５日はあるけれども 10 日はない

程度、思い出しただけでもぞっとしますが、肉体的にも精神的にも追い詰められなが

ら過ごした日々の中で、それをクリアできたのは高い目標があったからこそであり、

そこで得たものは私の礎となっていると思います。 

 今の子供たちに率先してつらいことをやった方がいいと言っているわけではあり

ませんが、リオデジャネイロオリンピックのシンクロナイズドスイミングやラグビー

ワールドカップの日本代表の結果を見ても、その栄光の裏には、ハードトレーニング

で培ったものが大きくあります。そのことを鑑みると、週当たり２日以上の休養日を

求める国のガイドラインを一律に適用することには疑問があり、慎重に検討してほし

いと思います。 

 一方で、教員が未経験の運動部の顧問になることが多く、26年の日本体育協会の調

査によると、保健体育以外の教員で担当の部活動の競技経験がない教員は、中学校で

約 46％となっています。このことが教員の大きな負担となっており、今議会に提案さ

れている部活動指導員の配置促進による教員の負担軽減と活動の質の向上に期待し

ていますが、全てをカバーするには足りない状況です。 

 中学校の部活動は、ジュニア層の礎をつくる大切な時期であり、しっかりとした指

導が不可欠であることから、さらなる拡充、展開が求められます。また、昨今の少子

化の影響から生徒数が激減し、部活動の存続が困難になるケースが生じており、今後

もその流れは続くと考えられます。 

 その中で、こういった教員の働き方改革や競技の専門性が見込みづらい現状を鑑み

ると、全国には実行している地域も見られますが、クラブチームや地域のスポーツ団

体がその一端を担い、現在は、学校単位で出場が基本となっている中体連の大会に出

場できるようなシステムが望まれます。また、それが小規模校等で地域単位の複数の

学校でリンクすることによって、多くの選択肢を生徒に与えられると思います。 

 そこで、お伺いします。 

 スポーツ庁が今年度中に取りまとめるガイドラインには、運動部活動の在り方に係



る方針を都道府県が策定するという内容が盛り込まれる予定と聞いていますが、県で

は、中学校における運動部活動のあり方をどのように考えているのか、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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