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社民・護憲連合発第９号  

２００９年１月２６日 

愛媛県知事 

加 戸 守 行 様 

 社会民主党・護憲連合  

代表 村  上  要 

 

２００９年度当初予算に関する要望について 

 

 

 今日の経済と雇用、暮らしをめぐる情勢は、アメリカ発の金融不安にとどまらず、わが国

自身における経済活動の推移と極端な構造改革、規制緩和によるものであると認識するこ

とが必要と考えます。 

現実の課題として、政府の名ばかりの三位一体改革によって地方財政は窮迫し、県行

政の推進に大きな影響を及ぼすとともに、地域や国民に大きな「格差」を惹起させ、雇用

不安、生活不安など県民に我慢と犠牲を余儀なくさせています。 

これらは一義的には、国策、国政に責任があることはいうまでもなく、「変革」「チェンジ」

に向かわなければなりません。 

貴職におかれては、こうした厳しい状況にあって「県民の目線」で県政運営に当たられ、

県民福祉の向上と県政発展、「輝くふるさと愛媛づくり」に向け尽力いただくとともに、「身の

丈にあった県政」を提唱し、県財政構造改革に取り組まれるなど、政策の「選択と集中」を

図りながら、「輝くふるさと愛媛づくり」に取り組まれていますことに敬意を表します。 

とりもなおさず県政は県民のものであり、「これ以上の犠牲を県民に求めることはどうなの

か」「選択と集中とはいうがさらに思い切った発想の転換も必要ではないか」と考えるもので

あり、加戸知事のリーダーシップのもとさらに英知をしぼり、県民の一層の理解と協力、さら

に知事の理念に共感し献身的に職責を遂行する職員などとの「協働作業」によって具体

的施策の展開が図られることが重要と考えます。 

困難なときこそ、高齢者、障がい者、子どもなど社会的に弱い人たちに光をあてた「愛と

心のネットワーク」による県政が推進され、「県民の安心と安全」「輝く愛媛づくり」へとすす

みますよう願って、予算の編成にあたり以下の事項を要望いたします。  

以 上 
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【 重 点 要 望 事 項 】 

 

１、 雇用の確保について 

人類社会の発展および人々が生活するにあたって、何よりも大切な行為であ

る「労働」「雇用」が保障されない社会こそ戒められなければならない。全国的

課題に加え、本県の雇用情勢は厳しいものとなっており、追加して緊急の雇用

対策が必要である。現場を見据え、英知を結集して対策を講じられたい。 

① 失業、離職者を安易に出さないために、短期的な業績に矮小化させること

なく、あらゆる策を講じる中で雇用を保障するよう県内企業に対し要請す

ること。 

② 優秀な人材確保を含め意欲ある企業の求人、新規雇用拡大の取り組みに対

し、様々な産業、分野の情報収集と助言、さらなる支援を講じること。 

 

２、 県行政推進にあたっての基本姿勢について 

国及び市町との連携によって行政サービスが提供されることは言うまでもな

いが、例えば定額給付金支給に関し、多くの県民の声とかけ離れて政府方針、

施策に追随する発言が時として見受けられる。また、県立新居浜病院産科復活

や西条工水事業を巡る関係自治体等との協議のあり方などについて、県民およ

び関係者の目線にも立った配慮と対応により、信頼される県行政を進められた

い。 

 

３、 施策の「選択と集中」について 

県財政が極めて困難な現状にあって、県民に我慢を求める一方で「選択と集

中」を掲げ施策を推進してきたがいまなお厳しい現状となっている。「選択」す

べき分野、施策の選定と進め方などについてなお一層県民に十分理解と協力が

得られるよう努めること。 
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一、総務部関係 

 

加戸県政３期目の折り返しの今年度も大変厳しい財政状況にあり、「財政構造改

革」については、県民の十分な理解と積極的な協力が何よりも重要と考える。その

上で、財源確保については英知を結集し、政策展開にあたっては「選択と集中」す

ることが求められる。 

一方、市町村合併により地域住民へのサービス低下が指摘されている。同時に、

地域格差が産業経済、所得、教育、福祉等々各般に拡大しつつある。 

 

１.  「地域住民の、地域住民による、地域住民のための、地域づくり」をめざし、

「愛と心のネットワーク」を基本に、県民の力をフルに発揮できる仕組みを作

るために積極的な指導と援助に取り組む必要がある。 

（１） 国に対して、税源の移譲を強く求めながら、財政構造改革を進めねばな

らない。特に、歳入の確保については、県税収入の確保はもとより、新

たな収入源の開拓に取り組むと同時に、所得税の累進課税の強化、法人

税の引き上げなど国に求めること。 

（２） 構造改革の推進、事業展開にあたっては、安定した水資源の確保、公共

建物の耐震強化と防災・危機管理体制の整備など県民生活の安全・安心

を保障する施策、本県経済の核となる産業の活性化と雇用創出など緊急

かつ重要な施策、高速道路８の字ルートの早期完成と有効的な道路網の

整備など、ＰＩ（パブリック･インボルブメント）の導入などにより、

真に求められるものを県民とともに「公助」を重視しながら、計画・評

価し、進めること。 

（３） 道州制の議論にあたっては、市町村合併の総括の上に立って慎重に対処

すること。 

 

２.  新地方局・支局については、権限委譲の推進などにより行政サービスが低下

することのないよう取り組むこと。また、地域に密着した県民サービスを維持

するとともに、地域政策の企画立案機能を強化し、市町と連携した地域づくり

に取り組むこと。 

 

３.  「新ふるさとづくり総合支援事業」については、自治体にとって使い勝手の

いいものにし、実効性のある支援事業とすること。 
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４.  県職員、警察職員、教職員などの給与ならびに諸手当の削減の継続について

は、職員のモチベーション・やる気の低下、生活設計への影響などが懸念され

る。安易なカットは行なわないことはもとより、人事委員会勧告に基づかない

給与のカットは厳に慎み、その回復に努力すること。 

 また、職員団体との交渉を積極的に行ない、理解と協力を得るように努め、時

間外労働を削減するとともに、サービス超勤、不払い労働のないよう点検を行な

うこと。 

 

５.  県行政サービスを直接担当する職員団体との協議は、誠意を持って行なうこ

と。 

 

６.  現業職員の削減、賃金改悪などの労働条件の変更については職員団体と十分

な協議を行うこと。 

 

７.  独身寮の再編・あり方について、関係職員・団体と誠意を持って協議するこ

と。 

 

８.  民主政治において、選挙への参加機会の保障は何よりも大切である。合併や

財政難を理由に投票所の統廃合が進み、選挙ごとに投票所が減っている事例が

あり、投票の仕組みに対して有権者からの不満を聞く。投票率向上のためにも、

各般からの多様な声を聞き、住民が投票しやすい仕組みづくりを早急に検討す

ること。 

 

９.  県庁舎、県有建物について、早急に耐震診断を行ない、改修の必要のあるも

のについては改修を進めること。今治地方局については、耐震改修とともに建

て替えについても検討すること。 

 

１０. 公契約条例を制定し、低賃金労働者の犠牲の上に自治体事業が発注されるこ

とのないよう公正労働基準の確立を行うこと。 

 

１１. 旧合併特例法 9条 2項（合併後も賃金等において旧市町のままとならないよ

う平等とすること）に抵触するような場合、県として市町に対し、是正・助言

を強く行うこと。 
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１２. 私立学校への助成を拡充すること。 

 

１３. 逆進性の強い消費税の引き上げをしないように国に求めること。なお、県民

の声と離れた知事の消費税増税発言は慎むこと。 

 

 

二、企画情報部関係 

 

１.  いつでも、どこでも、何でも、誰でも簡単に利用できるユビキタス社会実現

に動いている。高度情報化施策をさらに推し進め、医療、福祉、環境、教育、

防災など、県民生活の向上と産業活動の活性化をめざし新たな高度情報化計画

を策定すること。 

（１） 愛媛情報スーパーハイウェイの民間開放を検討し、産業活動支援と多様

な県民サービスの提供を促すこと。また民間企業による営利事業として

のネットワーク整備が困難な過疎地・離島などにおける情報環境の整備

を実施・サポートすること。 

（２） デジタル放送の円滑な実施に向け支援、協力すること。また周波数変更

に伴う県内アナログ放送及びデジタル放送も含む難視聴地域解消に向

け、市町等の取り組みに対し、引き続き充分な支援策を講じること。 

（３） 情報デバイド（情報格差）の解消、災害発生時の対応にも配意し、携帯

電話の電波不達地帯の更なる解消に向け取り組むこと。 

（４） 図書館・公民館等公的施設に機器及びインストラクターを配置し、県民

を対象としたＩＴ教育や、機器設置・セットアップなどのサポートを行

なうなど、県民の情報リテラシー（選択・評価・利用の能力）の向上を

図り、デジタル・デバイド解消のための支援策を講ずること。 

 

２.  パークアンドライドの導入、低床バスの増車など、環境にやさしい、障がい

者・高齢者・子どもに移動の自由を保障する公共交通および生活交通バス路線

の維持・確保と支援に意を用い、総合的な交通政策をすすめること。 

（１） 環境や時代に適合する新総合交通計画を策定し、長期的視野にたった整

備を行なうこと。公共交通（路線バス、航路など）の維持確保に努める

とともに、廃止に伴う交通弱者への支援策を検討すること。 

（２） ＪＲ松山駅、新居浜駅の高架と周辺整備事業の推進に努めること。 

（３） ＪＲ松山～宇和島間の電化及び予讃線全線の離合区間複線化を推進す
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ること。 

（４） 松山空港と市街地および主要施設（とべ動物園等）を結ぶ区間に新交通

システムの導入・整備を検討すること。 

（５） 助成制度の拡充を含め、ＪＲ及び伊予鉄の危険踏み切り解消に向け取り

組みを促進すること。 

 

３.  離島航路は、住民の生活安定および地域経済活性化の視点から、航路の維持、

存続が求められているが、輸送実績の減尐、燃料油高騰分を運賃に転嫁するこ

とが困難な現状から経営は以前に増し厳しく事業存続が危惧される。補助制度

の充実とさらなる支援策を講じるとともに、離島航路に就航する代替船建造に

対して積極的な支援を行うこと。 

 

４.  橋の低料金化に伴いしまなみ海道沿線の航路について、島民の利便性を損な

わないような措置を講ずること。 

 

 

三、県民環境部関係 

 

１.  防災対策では、災害対策基本法の趣旨にのっとり行政の役割を認識し「公助」

を基本として、「共助」のネットワークおよび「自助」の普及・啓発に努めるこ

と。 

 

２.  東南海・南海地震など大規模地震の発生が懸念される。そのための対策とし

て以下の諸点に留意すること。 

（１） 津波対策や地域防災計画の実施について積極的に推進すること。 

（２） 地震発生時における情報連絡を的確に行うため、周辺各県との連携に努

め、総合防災情報システムの整備・充実を図ること。 

（３） 県民生活の安全と安心を確保するため、防災対策基本条例による諸対策

を講じることはもとより、遅れている耐震診断、耐震対策を促進するた

め必要な指導と補助を行うこと。 

（４） 特に防災・災害対応拠点となる消防庁舎などの耐震化を早急に推進する

こと。 

（５） 災害直後に現場に向かい、命を救う災害派遣医療チーム「日本ＤＭＡＴ」

（ディーマット）の育成を強化すること。 
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３.  市町における洪水ハザードマップなどの防災マップの作成と普及に援助する

とともに、地域の自主防災組織の育成をはかり、災害弱者に対する万全の体制

を確立すること。 

 

４.  高齢者や障がい者、外国人をはじめとする災害弱者への対策を講じること。 

 

５.  伊方原発においては、トラブルや事故が頻繁に発生しており、運転開始後３

０年を越えた１号機の老朽化も含め、その危険性と不安が増している。 

（１） 伊方沖、伊予灘海底活断層の危険性も指摘される。新たな活断層の調査

と併せ、新原発耐震設計に基づく見直しにあたって、厳格な地震・津波

対策を講じること。 

（２） 専門家から指摘されている四電の耐震安全性再評価に関する疑義に関

し、原子力安全保安院に確認を求めると同時に、県の環境安全管理委員

会の専門部会でも徹底した議論を行うこと。 

（３） プルサーマル計画の実施に向けては、原発の耐震安全性再評価の問題に

加え、ＭＯＸ燃料輸送容器の安全性に対する疑義も出されている。プル

トニウム輸送に関しては安全保障上の問題もあり、計画自体の見直しを

図ること。 

（４） ０７年９月末で運転３０年を過ぎた伊方原発１号機は、運転を停止し新

たな耐震基準を基に策定している再評価を待って検討すること。 

（５） 中越地震時における柏崎刈羽原発での火災の教訓から、地震と火災など

複合災害時における消防体制の強化、周辺自治体との消防・防災体制の

連携について、この際に抜本的に見直しを図ること。 

また、近隣自治体の消防組織には放射能に関する対応など、最新の専門

知識の研修の機会を保障するよう国に働きかけること。 

 

６.  消防力強化について 

（１） 消防の広域化については、住民の意見を聞き、県民サービスの低下にな

らないよう人員と署所削減などを行なわないこと。 

（２） 伊方原発を管轄する八幡浜消防に対しては格段の配慮を行なうこと。 

 

７.  地球温暖化対策は当面する最重要課題であり、国・地方行政・国民それぞれ

の立場で取組みの強化が求められている。 

（１） 県の削減目標（１９９０年比６％減）達成に向け、年次計画を策定し具
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体的に取組みをすすめること。 

（２） 森林吸収源の果たす役割が大ききことから、森林整備を強化すること。 

（３） 太陽光や風力発電など自然エネルギーの普及拡大に取り組むとともに、

省エネ・節エネの啓蒙活動に努めること。 

 

８.  男女共同参画社会実現に向け、取り組みを強めること。 

（１） セクハラ、パワハラ、ＤＶなど女性に対する暴力の根絶、女性の人権尊

重をいっそう推進し配偶者の暴力防止や被害者保護対策を実施するた

めの基本計画を策定すること。 

（２） 県の各種審議会へ女性５０％登用をめざすこと。 

また、県職員の管理職へも積極的登用を行うなど女性の地位向上に努め

ること。 

 

９.  「愛と心のネットワーク」の普及・定着を図るため、ボランティア団体など

の育成・支援に努めること。また愛媛県災害ボランティアファンドの取り組み

を広く周知するとともに活動の円滑化に努めること。 

 

１０. 必要なヘリポートを確保し、災害時や緊急時に確実に使用できるよう点  

検・整備を行なうこと。 

 

１１. 今治市早川港における石材の積み出し作業により、騒音、振動、粉塵などに

よる被害が危惧されている。住民のくらしと健康を守ることを第一義に指導、

対策を講じること。 

 

 

四、保健福祉部関係 

 

１．  尐子高齢社会に的確な対応を行うため、地域に応じた対策が求められている。

特に尐子化対策は、我が国の将来を考えるとき積極的な子育て支援を行う必要

がある。 

（１） 公的責任を基本に、一時保育、休日保育（小規模保育所も）をはじめ、

子育て支援サービスを拡充し、保護者の負担軽減を図ること。 

（２） 第３子以降の保育料の無料化をめざすこと。 

（３） 就学前の子育てを支援するために、「幼保一元化」に取り組むこと。 
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（４） 認可外保育施設にも認可保育所に準ずる類型を策定し、一定水準の保育

サービスを実施している認可外保育所に対し助成を行うこと。 

（５） 子育て支援のための拠点となる放課後児童クラブの整備を促進すると

ともに、空き教室の利用など施設環境の改善を図ること。 

（６） 乳幼児の医療費補助を拡充されたことを評価するが、中核市である松山

市のみ 8 分の１となっている。全国の中核市と同様の補助をすること。 

 

２．  子ども療育センターを地域療育の中核施設として活用するとともに、自閉症

児童等の発達障害を有する障がい児に対する相談業務に取り組むこと。また、

学校卒業後受け皿のない軽度発達障がい者の社会参加促進に努めること。 

 

３．  児童虐待に対し、早期発見・対応を可能とする施策の充実を図ること。 

（１） いじめ、引きこもりなどの実態調査を行ない、適切な治療と教育を進め

ること。 

（２） 予防と早期発見・迅速な対応を行うため、児童福祉士など専門職員の増

員、児童相談所の増設などを行ない相談体制の強化を図ること。 

 

４．  在宅介護研修センターの機能を強めること。 

 

５．  要介護者が適切に介護サービスを受けられるよう、介護サービス事業者のサ

ービス内容や運営状況に関する情報を公開するなど体制整備に努めること。ま

た、基盤整備の遅れ、バラツキを解消し、真に選べる介護サービスの実現を図

ること。 

 

６．  ノーマライゼーション（ユニバーサルの理念）を基本とし、「愛媛県障害者

計画」および「重点実施計画」の積極的推進を図ること。 

（１） 障がい者に対する福祉サービスについては、低所得者に対する軽減措

置に取り組むこと。 

（２） 身体障がい者・知的障がい者の援護施設、デイサービス、グループホ

ームの設置を促進し、だれもが住みなれた地域の中で暮らせるように

在宅サービスを図り、基盤整備を促進すること。 

（３） 保険適用となるリハビリテーションに日数制限が設けられたことによ

り、必要なリハビリテーションが受けられない患者が生じている。国

に対し日数制限の撤廃を求めること。 
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（４） 難病患者団体への必要な支援を継続し、半額になった補助金を復元す

ること。 

また難病には指定されてはいないが、治療方法の分からない病気を難

病指定するよう国に求めること。 

 

７．  要介護者が適切に介護サービスを受けられるよう、介護サービス事業者のサ

ービス内容や運営状況に関する情報を公開するなど体制整備に努めること。ま

た、「緊急介護基盤整備特別措置法」の制定を国に求め、基盤整備の遅れ、バ

ラツキを解消し、真に選べる介護サービスの実現を図ること。 

 

８．  高齢者（認知症も含む）、子ども、障がい者や女性などへの虐待が社会問題

となっている。虐待の防止と速やかな対応を図るため、情報把握と適切な支援

が行えるよう関係各機関とその専門職のネットワークを構築するとともに、相

談窓口の設置、虐待防止に関する研修実施、マニュアル作成、市民啓発などに

取り組むこと。 

 

９．  医師不足が指摘される中、緊急避難という名目で産科、小児科などを拠点病

院に集約する動きから、身近な地域の医療基盤が衰退している。地域の病院を

守り、産科医、小児科医をはじめ、へき地などにおける医師確保に取り組むこ

と。 

また「ドクタープール制度」や「ドクターバンク制度」を充実し、地域医療

の確立を図ること。 

 

１０． 薬害肝炎は医療行為が原因で生じた病気であり、国の血液行政の誤りによっ

て被害が拡大したものである。国の法的責任、症状に応じた全被害者の一律救

済など先の「和解」による対応はもとより、未だ救済されない多くの薬害肝炎

被害者に対する相談、検査、救済への取り組みに誠意を持って対応すること。 

  特に、被害者の立場に立ってカルテの積極的開示と諸資料による究明がされ

るよう医療機関、製薬会社などへの指導、要請を行なうこと。 

   

１１． 肝炎のインターフェロンの助成については活用するように県民に対して積

極的に周知・宣伝すること。 

 

１２． 薬害肝炎に対する基本法の制定を強く国に求めること。 
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１３． ガンに次ぐ国民病とも言われる肝炎に対して、患者の立場に立って、相談や情報開

示、検査の促進など、県として積極的に支援を行うこと。 

 

１４． 後期高齢者医療制度は、有病率と受診率がともに高いハイリスク層を一括り

にしており、リスクを社会的にプールして対応しようとする国民皆保険制度の

理念に反する。老人保険制度からの移行により、保険料の自己負担増など諸問

題が発生している。抜本的解決を図るため同制度の廃止を国に強く求めること。 

 

１５． 市立宇和島病院は南予地域のみならず、高知県の一部にまたがる四国西南地

域の地域医療を担う中核病院となっている。病気腎移植の問題については、厚

生労働省から保険医療機関の指定取り消しをしないとともに、患者さんの声を

聞きながら、適正な措置が講じられるよう国に求めること。 

 

１６． 保健所、動物愛護センター、動物愛護推進員が連携し、児童・生徒に命の大

切さなどを教える学校訪問活動などを積極的に行うこと。 

 

 

五、経済労働部関係 

 

 ２００８年米国で発生した「サブプライムローン」問題が金融不安となり、それ

が世界同時の経済不況へと拡大し、企業倒産をはじめ労働者の解雇など大きな政治

課題となっている。国内では自動車産業や電気産業など輸出産業を中心に急激な生

産調整が行なわれ、派遣労働者などの契約期間の解除と社宅の明け渡し請求、雇用

内定の取り消しが横行し、多数の労働者の職・住が失われている。 

 また中小企業には受注の減尐、運転資金融資の厳しさなどから倒産する企業が増

えており、年度末に向けて益々厳しい経済状況となっている。 

 本県にとっても、派遣労働者の派遣切りや百貨店の閉店など、影響が表れている。

雇用の創出と「格差」の是正について、重点的、優先的に取り組まれるべき課題で

あり、経済労働部はもとより全部局の英知を結集し一層の施策を展開すること。 

 

１． 「世界同時不況」に対する緊急雇用・経済対策を実施すること。 

（１） 県として緊急雇用対策として１００人規模の雇用対策を実施しており

評価するが、短期間であり不充分である。不況が長引くことが想定され

る中で緊急の追加雇用拡大策を講じること。 
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（２） 非正規社員だけでなく、正社員も解雇の不安が増大している。雇用形態

を問わず安易に失業者を生み出さないよう各企業に働きかけること。 

（３） 急激な雇用情勢の悪化による失業、離職者に対する特別コースの設定な

ど職業訓練の拡充を図るなど積極的に取り組むこと。 

（４） 中小企業の資金繰りが厳しくなっている。中小企業の倒産は地域経済悪

化の悪循環となることから、融資制度の緩やかな運用など防止対策およ

び経営安定策を強化すること。 

 

２．  地域経済の活性化を図るため、産官学の共同研究体制を確立し、地域に内在

する資源を活用して新製品等の開発に取り組むこと。また市場性の高い技術シ

ーズの開発支援により、新事業の創出に取り組むこと。 

 

３．  企業誘致にあたっては県外企業に目を当てるだけでなく、県内の元気企業の

意向、要望などを十分に配意した施策展開を引き続き行なうとともに、現行の

諸支援策の拡充と県内全地域への拡大適用などを検討すること。 

 

４．  障がい者雇用を積極的に進め、所得の増収への対策を講じるなど生活面の支

援、就労支援などの取り組みを強化すること。 

また、優良企業に対する奨励、優れた施策の紹介などの拡充を図ること。 

 

５．  若年者の雇用情勢を改善するため、引き続き「愛ｗｏｒｋ」の運営に取り組

むとともに、「えひめ若者サポートステーション」を活用してニート対策にも

取り組むこと。また、ネットカフェ難民といわれる実態の把握にまず努め、諸

対策を検討すること。 

 

６．  パートタイム、有期契約、派遣社員など「どんな雇用形態」でも賃金その他

の労働条件について差別的取り扱いを禁止し、同一価値労働同一賃金の考え方

での均等待遇の確立に努めること。 

 

７．  日雇い派遣の禁止、製造業への派遣禁止、派遣先企業の労災責任の明確化、

派遣切りの規制強化など派遣労働者の権利擁護の立場から労働者派遣法の改

正を国に求めること。 

 

８．  企業活動の推進、展開にあたって、製品の偽装やデータ改ざんが行われるこ
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とのないようコンプライアンスに対する指導を強めるとともに、点検を徹底し、

消費者、利用者の安全と安心の確保に努めること。 

 

９．  大企業による一方的な下請け単価の決定などの横暴を許さず、法にもとづき

適正に運用されるよう監視、監督の強化に努めるとともに、暴力団等と関係を

持たないことや外国人研修生の適正な受け入れに努めるよう指導を強めるこ

と。 

 

１０． 労働環境が厳しさを増す中で、労働災害の発生が多発している。職業･労働

安全衛生委員会の活動強化および監督署の指導強化を進めること。特に、アス

ベストの対策について、相談窓口の強化と被害者救済に積極的に取り組むこと。 

 

１１． 県内地場産業の育成、発展に向け、現状における諸課題と対処策、また将来

計画などについて、地域、業界、行政が一体となって取り組み、改善と発展に

努めること。 

 

１２． 相次ぐ大店舗の進出に対する周辺環境の整備に努めるとともに、空き店舗の

増加など空洞化が進む商店街の活性化を図るための取り組みに対し、指導およ

び助成を検討すること。 

 

１３． 船員の高齢化とともに、国交省審議会においても将来の内航船員不足の可能

性が指摘されている。「海運県」愛媛においても、船員の確保、育成に向けた

対策は喫緊の課題であり必要な対策を講じること。 

 

１４． 地域づくり、観光振興のために「祭りのブランド化事業」を一層推進するこ

と。 

 

 

六、農林水産部関係 

 

１． 地球規模での温暖化、異常気象と食糧危機が心配される中、国土保全と食料 

自給率の向上は重要な課題である。また食の安心、安全確保を優先課題としつ

つ本県農林水産業の復権をめざし、施策を展開すること。 
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２．  地域農業の維持、発展を図るためには、何よりも所得の保障が大切である。

生産者所得の増大へ対策を講じるとともに、高齢化、担い手不足の問題解決、

新規就農支援や集落営農組織の育成支援に引き続き積極的に取り組むこと。

なお、市町およびＪＡとの連携を図ることはもちろん県農業普及員の活動充

実に意を用いること。 

 

３． 限界集落（６５歳以上の人口が５０％以上）の消滅が社会問題となっており、 

その対策が急がれている。県内の限界集落調査と集落維持対策に取り組むこと。 

 

４．  耕作放棄地の実態把握を促進するとともに、安易な地目変更を行うことな

く、耕作地としての機能維持確保へ、計画的な耕作再開めざし取り組みを強

化すること。 

 

５． 水田農業の経営安定のため、売れる米づくりなどの推進に取り組むと同時に 

飼料稲や飼料米の栽培など、水田の多面的利用の可能性を探り、農村コミュニ

ティの維持・再生をめざすこと。 

 

６． 農林水産物の高品質化･高付加価値化などの生産体制の確立や愛媛ブランド 

づくりをおこなう意欲のある産地の取り組みを、観光振興とも連携しながら、

育成、支援すること。またえひめ愛フード推進機構を推進母体として販売開拓

にも努めること。 

 

７． 南予地域の活性化、基幹産業である農林水産業の振興を図るため、みかん研 

究所や水産試験場を核として、試験研究に一層力を注ぐこと。 

 

８． 中山間地域等直接支払制度の効果的な実施に努めるとともに、中山間地域 

等における多面的機能の維持･増進を図ること。 

 

９． 遺伝子組み換え作物の生産を禁止するとともに、当面、遺伝子組み換え食品 

の表示基準を厳しくすること。 

 

１０． 有機農業推進計画の策定がより実効あるもの、より推進されるものとなるよ

う取り組みを進めること。 

（１） 有機農業を実践し、経験と実績をもつ農業者意見を反映する体制作りをはじ
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め、関係機関、団体の連携体制を整備すること。 

（２） 食育推進計画と連携し、学校給食の場で有機農業、有機農産物の評価と奨励

に取り組むこと。 

（３） 畜産堆肥、食品残渣などを有効活用する施設の整備に努めること。 

（４） 減農薬・減化学肥料農法を広めること。 

 

１１． 地球温暖化対策や水の確保など森林が果たす役割は大きく、この効果をさら

に高めるため放置林の整備を進めること。また除間伐、侵入竹対策を促進す

ること。そのためにも、雇用の受け皿となるとともに森林従事労働者の育成

に努めること。 

 

１２． 森林バイオマスの利用促進について取り組むこと。 

 

１３． 全国一の生産量を誇る魚類養殖業については、生態系に配慮しつつ、関係機

関と連携、協力しながら養殖魚種の開発や販路の拡充を進め、漁家所得の向

上を図ること。 

 

１４． 漁協の組織体制や経営基盤の整備に向けての取り組みに対して、支援の強化

を図ること。 

 

１５． 漁場環境の整備として、海域への浮遊物回収・撤去対策はもとより、海底に

沈むゴミなどの回収・撤去を関係自治体、漁協の協力を得て行い、ゴミを仮

置きする「ゴミ・ステーション」を設置すること。同時に、ゴミ回収後の処

理体制も部局横断的に対応･整備すること。 

 

 

七、土木部関係 

 

１.  地震や風水害に強い県土づくりをめざし、諸対策を講じること。 

（１） 住宅などの耐震化促進に向け、「条例」を制定すること。 

（２） 東南海・南海地震など大規模地震対策として、公共、民間を問わず建物

の診断、改修などの耐震対策に意を用い、当面の対策として市町と連携

した耐震診断への助成制度の拡充を行い、耐震診断の促進に努めること。 

（３） 自主防災組織の組織化を進めること。また高齢者や障がい者、外国人を
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はじめとする災害弱者への対応について万全を期すべく取り組むこと。 

（４） 海岸部における高潮被害防止に向け、危険箇所の点検をはじめ防波堤の

嵩上げ、補修を促進するなど万全を期すこと。 

（５） 肱川をはじめとする河川における洪水予防対策や土石流危険渓流、地す

べり危険箇所および急傾斜地崩壊危険箇所における砂防施設の整備を

重点的に進めること。 

（６） 河川に堆積する土砂の撤去を必要に応じて行うこと。また農業用水取り

入れ堰の管理と安全対策、入り口周辺の土砂の撤去など、関係者の意向

に応えること。 

 

２.  山鳥坂ダム建設については、一時凍結し、肱川などの堤防かさ上げなどによ

り洪水予防対策を講じること。 

 

３.  災害発生時の情報収集や指揮にあたる拠点施設としての役割を担う今治地方

局の耐震改修および建替えについて検討を進めること。 

 

４.  県民の安心安全を図るため、道路、橋梁、トンネルなどの防災対策に必要な

補強、補修に重点的に取り組むとともに、各社会基盤施設の長寿命化策にも一

層取り組むこと。 

 

５.  遊具施設の安全確保に向け、法整備を求めるとともに定期点検の実施など指

導、監督を強化すること。 

 

６.  四国縦貫・横断自動車道の南予延伸を進めるとともに、広域交通ネットワー

クを形成し、地域の発展および活性化を図るため、松山外環状道路、大洲・八

幡浜自動車道、伊予・松山港連絡道路など地域高規格道路および国道 11号バイ

パス、主要地方道、都市計画道路、一般県道などの整備促進を図ること。 

 

７.  すべての人が利用しやすい交通環境整備のため、鉄道駅（伊予鉄新川駅など）

やバスなどターミナルのユニバーサルデザイン化を進めること。また市街地に

おける自転車道および通行レーンの整備および低床バス導入に伴うバス停留所

との段差解消を図ること。 

 

８.  水資源（上水、工業用水、農業用水）の確保は、県政の大きな課題である。
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また有効利用についても同様であり、県民の理解と協力のもとで解決が求めら

れている。中予地域の水資源確保問題に関しては、関係する地域自治体、住民

の意見をきちんと把握し、慎重に対応すること。 

 

９.  河川敷への必要なトイレの設置を行い、安全で快適な環境整備に努めること。 

 

１０. 県管理道路における電柱や埋設管路など、道路を占有するものに対する道路

占用料を適切な料金に改めること。 

 

 

八、教育委員会関係 

 

１.  「学校は子どもにとってもっとも安全・安心な場所であり、教育と生活の場

である」との基本認識のもと、「いじめ、自殺」防止対策のためにも、学校、家

庭、地域の連携強化を図り、取り組むこと。 

 

２.  市町における小中学校の統廃合計画が進んでいるが、学校は地域における生

活施設、文化施設であること、また子どもの教育を受ける権利を最優先する立

場からも安易な統廃合をしないよう指導すること。 

 

３.  義務教育の国庫負担制度について堅持を求めること。 

 

４.  教員免許更新制度について、本人および現場に過度な負担や科目や地域によ

る格差が生じることがないよう支援すること。 

 

５.  子どもの人格形成の立場からも図書館教育の一層の充実に努めること。その

ために専任の司書教諭を全校配置すること。 

 

６.  学校建物の耐震調査と必要な対策、老朽校舎の建て替えなどを促進すること。 

 

７.  指導力不足教員の画一的掘り出し、レッテル貼りをしないこと。また行き詰

まっている教員への適切な対応と、円滑な人間関係を醸成する環境づくりに配

意すること。関連して、メンタルヘルスのためにも、必要な年休については取

得できるよう環境を整えること。 
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８.  学校が、多機能を備えた地域の拠点として広範な世代の県民が利用・交流で

きるよう整備・検討を図ること。とりわけ過疎地においては、学校の統廃合を

進めるのではなく、地域の複合的コミュニティ施設として活用できないか検討

すること。 

（１） 学校運営と地域教育への県民参加を促進するため、学校に子ども、保護

者、教職員、保護者ＯＢなどが参加する学校協議会など地域の教育に関

するネットワークの設置を検討すること。 

（２） 学校をデイサービスセンター、福祉ボランティア、地域集会所、学童保

育施設、リサイクル社会に向けた地域拠点等として活用できるよう、施

設の複合化や教育関連施設のネットワーク化を図ること。 

（３） 食料や救助資材等の備蓄やインターネット利用の非常時通信手段の確

保、自治会・防災組織等の地域組織と日常的な連携体制の構築など、学

校が地域の防災拠点として機能するよう適切に対応すること。 

 

９.  古くなった教員住宅の建て替え及び抜本的改修または新たな対応策を検討す

ること。また現状において入居者が尐ないことから共益費負担が不公平となっ

ていることに対し検討を行なうこと 

 

１０. ろう（聾）・盲学校の統合及び名称については、関係者の意見を聞き、慎重

に対応すること。 

 

１１. 特別支援学校の子どもたちの卒業後の進路、社会参加への促進に配意する 

と同時に、教育委員会での障がい者の法定雇用の充足に努めること。 

 

１２. 講師はあくまでも臨時的な任用であり恒常的な任用とせず、正規の雇用で対

応すること。 

 

 

 

九、公営企業関係 

 

公営企業の役割と使命を県民とともに共有し、公共の福祉増進に向け事業展開に

努めること。 
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１．  黒瀬ダムの水利用については、今回新たな方針を県が提示したが、その後の

対応にあたって一層地域住民はもとより関係団体の理解と納得の上、進めるこ

と。 

 

２．  救命救急センター、県立病院の医師（麻酔科、小児科、産科、整形外科など）

の確保と看護師の確保および増員に努め、その機能が果たせるように万全の態

勢を確立すること。また、今治病院などすべての県立病院に救命救急センター

機能を持たせ、地域格差のない、県民に安心をもたらす医療体制の拡充に努め

ること。 

 

３．  進歩する医療技術と県民のニーズに的確に応えるため、老朽化しつつある新

居浜および今治病院の建て替えなど将来について検討を始めること。 

 

４．  地域医療の核としての機能を持つ県立病院の存続、拡充、休止診療科の復活

などに努め県民が安心できる医療体制を構築すること。 

 

 

十、警察本部関係 

 

県警察は、県民の暮らしと人権と暮らしを守るため正義を貫き、安心を保障す

る崇高な使命を負うものである。警察内部の規律と規範意識の高揚はもとより、

県民に開かれ県民の信頼を得ることによって任務を遂行できるものであること

を強く意識すること。 

 

１．  巧妙で多様な「振り込め詐欺」など県民の身近において様々な手口の犯罪、

被害が急増している。関係機関と連携し、予防活動はもとより新種の手口の広

報など迅速な対策を講じるなど被害防止対策を強めること。 

 

２．  交通死亡事故のさらなる現象に向け、目標とする「アンダー８０作戦」の達

成に向け、県民への啓蒙、特に高齢者に対する注意喚起などの諸施策を講じる

こと。また、模範足るべき警察車両の事故防止に一層努めること。 

 

３．  高齢者の事故防止作の一つとして、運転免許証を返上した高齢者に対し関係

機関と連携して「タクシー利用補助制度」を検討すること。 
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４．  交通事故発生にもつながりかねない駐車違反の撲滅に向け取締りを徹底す

ること。一方、市街地の駐車ニーズに応えようとするパーキングチケット発給

機が故障していたり、また新貨幣が使用できない状況にあり改善を図ること。 

 

５．  交通信号機や道路標識、道路標示など歩行者や自転車の安全対策につながる

交通安全施設などの整備に努めること。また松山市内における軌道交通と自動

車などとの事故防止に向け諸施策を講じること。 

 

６．  子どもが犠牲となる悲惨な事件が多発しており、安全、安心できる環境作り

に向け、学校や地域と連携した防犯対策を推進すること。 

 

７．  老朽化するとともに警察活動への影響が懸念されている警察署の立て替え

を検討すること。また今治警察署については、隣接する今治支局のあり方、将

来展望と併せた庁舎建設を検討すること。 

 


