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連合愛媛２０１５年度政策・制度要求                           

愛媛県に対する『要求と提言』議事録 

 

Ⅰ．雇用・労働・中小企業政策 

１．雇用の安定と公正な労働条件の確保 

    愛媛県議会第３３７回定例会において、「経済の持続的成長につながる安心

して働くことができる労働法制の整備を求める意見書」が採択されたところで

あるが、地域経済の活性化のためにも安心して働くことができる場所の確保は

もとより、働く者の雇用環境を悪化させることのない、労働法制の堅持に向け

て地方としても取り組むこと。また、パートタイム労働法の改正内容の周知に、

労働局とともに努めること。 

【県回答】 

  公労使の三者が真摯に議論した上で、結論なされるものと承知している。労

働者派遣法についても、労働者を代表する委員の立場から、ご要望のあったよ

うな観点、また見地から議論に参加をいただいており、国会を中心にいろいろ

審議がなされている労働者派遣法や女性活躍推進法、また現在審議会で議論さ

れている労働基準法の見直し、それぞれ全体としてみれば、規制緩和か規制の

強化か、審議会における真摯な審議を通じて、必ず労働者代表委員の皆様から、

労働者の保護に資する措置についても数多くご提言をいただき、可能な限り盛

り込まれているものと承知している。 

 愛媛県庁としては、こうした労働法制の見直しが労働者、生活者の皆様に大き

な影響をもたらすことを踏まえまして、こうした審議会や国会での審議の動向

を注視し、仮に、制度改正がなされた場合には、先に既に成立している改正パ

ートタイム労働法と同様に、法を所管する愛媛労働局としっかりと連携して、

労働法制の内容のきめ細やかな周知啓発に、広報誌を始めとする県の広報手段

を通じて、しっかりと努めていきたい。こうした活動を通じて、労働者の方々

の雇用環境の維持改善に努めていきたい。 

地域経済の活性化の為に安心して働くことのできる場所の確保について、中

小企業、企業側の法の取組みが重要と感じている。 

そうした観点から、本県では、例年 5 月と 11 月に知事、教育長、愛媛労働局

長の連名にて、県内の経済 5団体、あるいは事業者に対して、新規学卒者や若

年求職者の求人確保、あるいは正社員雇用枠の拡大などを求める要請を行って

いる。また、本年 9月に正社員の求人倍率が低水準で推移していることを踏ま

え、労働局と連携して、経済５団体に対して雇用管理改善あるいは正社員雇用

枠の拡大、非正規雇用労働者の正社員転換といった人材の採用・定着に向けた

取り組みを、業界、事業者自らが主体的に取り組んでいただくよう要請し、ま

たその団体を通じて各会員事業者等への周知を図っている。 
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２．若年求職者、新卒者への就業支援 

就労意欲があってもその機会に恵まれない若者や、せっかく就職しても長続

きしない事象に対し、スキルアップとなる職業訓練・労働教育や就業体験等を

セットにし企業とのマッチング機会を提供できるような事業施策を推進する

こと。 

【県回答】 

県下の方に 4校ある、高等技術専門校では、愛媛の未来を担う「ものづくり

人材の育成」また「離職者の早期再就職支援」を目標として掲げて、職業訓練

を行うほか、また地域の産業界のニーズをきめ細かに吸い上げて、若手技術者

の技能向上のための在職者訓練を積極的に実施している。またこうした在職者

訓練に加え、いわゆるデュアルシステム、松山校における「情報システム科」

は、座学と企業実習の実践を加えた訓練を実施している。また、民間の教育訓

練機関に対して委託により実施する委託訓練についても、企業内の OJTとを組

み合わせた形で訓練を行っている。こうした形を通じて、あらかじめ就職して

働くとはどういう事かという事を訓練の途中からしっかりと自覚をいただき

ながら、いざ就職したときには就職先としっかりとマッチングした機会を創出

するといった取組みを行っているところである。 

今後とも、地域の経済界の産業動向であるとか、人材ニーズの把握に努めて、

訓練内容の不断の充実を図るとともに、多くの若者が就職できるような実習先

企業とのマッチング機会を企業見学会等、きめ細やかな取組みを通じて、就職

支援に取組んでいきたい。 

   企業とのマッチング機会を提供できるような事業施策を推進するというこ

とでは、銀天街の愛 work の活動の中で、キャリアコンサルタントによるかか

りつけの職業相談、あるいは各種スキルアップセミナーを実施している。今、

WEB を使って「愛媛の企業マルワカリ WEB」これは若者が各中小企業のところ

へ行って、若者目線で、その企業を見て情報発信をする WEB上のサイトである

が，そういったことを新たに行っている。また、職場見学会、若者・企業交流

会、会社説明会等を開催して、若者と地元中小企業とのマッチング促進に向け

た取り組みを行っている。また、行動力、精神面に課題を持ち未就職になって

いる若者を対象にして、ビジネスマナー等の基礎研修や営業、プレゼンなどの

フィールドワークを行う実践型研修を開催して、就活力の向上に努めている。 

  そのほかにも、社会人基礎力を養成する研修（OFF-JT）座学を中心とした研修

と企業での職場実習（OJT）を組み合わせた事業の展開を実施している。 

 本県の場合は、就職企業が多くあり、景気の回復、労働力人口の減少というこ

とで、今後人材の確保に苦慮している状況があると考えられるので、本県して

も愛媛労働局あるいはそれ以外の地方局や他の関係団体等と連携して、若者の

育成、地域の企業とのマッチング、職場定着に至るまでの更なる支援強化に取

り組んでいきたい。 
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３．企業の人材確保と職場定着の支援 

企業の人材不足を解消するために、それぞれの企業において、人材の確保や職

場への定着、とりわけ女性が働きやすい職場環境の整備を強く意識した取り組

みが重要なことから、企業の実態に応じた採用や定着に関した取り組みを継続

的に行っていけるよう、専門家等による助言や指導といったフォローアップが

行える体制を整えること。 

【県回答】 

 女性の労働参画において最も課題となっている仕事と子育ての両立について 

は、平成 19年度に、子育て両立支援に理解のある中小企業の方々を社会的に評 

価する仕組みとして「えひめ子育て応援企業認証制度」を創設している。この 

認証制度を取得した企業の取り組みは、県のホームページへの掲載や好事例集 

に収載するなど、各企業における取り組みの参考として活用する他、企業の知 

名度向上に繋げるといった形で、県内の中小企業の主体的な取組みの後押しを 

している。 

専門家等による助言指導といったフォローアップの部分については、平成 21 

年度から認証制度のオプション的な形で「えひめ子育て応援企業認証サポータ 

ー」を配置し、この認証を取得するまでの支援から、認証取得するための次世

代法に基づく行動計画の策定など、育介法を踏まえた就業規則の整備はもちろ

ん、その後の認証を取得した後の子育て支援の実行を、サポーターを通じてき

め細やかなサポートを行ってきた。その結果、認証企業数は本年 10月末で 504

社と非常に順調に増加している。今年度 500社の半数を超える企業が更新を迎

えることから、サポーターを通じて更新のための働きかけをきめ細かに行って

いるところである。 

今後とも、こうした取組みを通じて、認証企業の一層の増加や、そのサポー 

トに努めるとともに、更なる取組みのレベルアップを促すなど、愛媛労働局と

もしっかりと連携をしながら、企業の女性労働力の確保定着に向けた支援を積

極的に行っていきたい。 

中小企業の社員の定着、あるいは採用について、愛 workで、企業の定着採用

に向けた取り組みを支援するために、企業の経営者や採用担当者を対象とした

採用力向上セミナー、若手社員等を対象とした職場定着向上セミナーを開催し

ている。また、昨年度に、若手社員の育成や定着、あるいは女性の活用などで

優れた取組みを行っている中小企業の事例を紹介する WEB上のサイト「ヒトカ

ラえひめ」を立ち上げ、事業者に情報発信して、事例の紹介の参考にしていた

だくとともに、事業者組合等が主催する研修会での活用などを予定している。   

 今後、労働力人口が減少していく中で、企業が経営を維持していくためには

若者、女性、あるいは高齢者など多様な人材を活用していくことが求められて

おり、県としては、人材の採用育成や定着に課題を抱える企業に対して、その

企業の実態を把握して、引き続き愛 workを中心にして、今まで以上に、きめ細

かな支援を行っていきたい。 
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４．適正な水準への最低賃金の早期引き上げ 

雇用戦略対話における政労使で合意した「できる限り早期に全国最低８００

円を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国平均１０００円をめざす」ことを尊

重し、早期に絶対額での適正な水準が確保できるよう、地場・中小企業への支

援策も含めた環境整備を進めること。 

【県回答】 

  最低賃金を始めとする賃金水準の引き上げについては、国の方で経済成長の 

成果を全国津々浦々に広げて、経済の好循環を回すという考え方から非常に重 

要視をしている。平成 26年の 6月に閣議決定さた「日本再興戦略」の改訂版に 

おいても、「持続的な経済成長に向けた最低賃金の引上げのための環境整備とし 

て、全ての所得層での賃金上昇と企業収益向上の好循環が持続・拡大されるよ 

う、中小企業・小規模事業者の生産性向上等のための支援を図りつつ最低賃金 

の引上げに努める」と盛り込まれている。最低賃金の引き上げの為には、労働 

者の生計費、類似の労働者の賃金、通常の事業の賃金支払能力といった 3要素 

とバランスが重要である。県としても、最低賃金の引き上げに向けて、中小企 

業の方々の生産性が向上することが重要との認識のもと、労働局で実施してい 

る、中小企業の業務改善助成金を始めとする生産性向上の支援事業等など、中 

小企業に対する支援策の周知、またその利用を促すことを通じて、最低賃金の 

引上げがより実現しやすい環境整備を後押しして行きたい。 

 

 

５．公契約における公正労働基準確保 

(1)県発注業務における公正な労働基準を確保するため、指定管理制度を含め

た民間委託アウトソーシングにおいて、最低制限価格による入札制度の導入等

をするとともに、最低制限価格制度及び低入札価格調査制度が導入されている

委託業務について、そこで働く全ての労働者の賃金および労働条件の実態の把

握に努めること。 

【県回答】 

  最低制限価格による入札制度の導入については、県庁の本庁舎における清掃 

や警備、エレベータ等機器の保守などのいわゆる維持管理業務について委託を 

行っている。入札にあたっては、業務の種類により、平成 24年 1月から導入し 

た「最低制限価格制度」や、あるいは平成 20年 3月から導入した「低入札価格 

調査制度」を採用している。 

また、26 年 3月に低入札となった 2事案については、厳格に低入札基準価格

調査を実施し、最低賃金以上の時給が担保されることを確認した上で、契約を

している。 

なお、本県の指定管理者制度については、公募型のプロポーザル方式により、

価格のみではなく、事業内容、事業者の能力及び労働関係を含めた関係諸法令

への遵守などを含めた総合的な観点から合理的に判断し、指定管理者及び指定

管理施設委託料を決定している。 
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(2)公共工事や公共サービスの質の確保、地域における適正な賃金水準の確保

により、地域経済の活性化を図るとともに、住民の福祉の増進に寄与すること

を目的として公契約条例を制定すること。 

【県回答】 

公契約条例の制定についは、県庁本庁舎における維持管理業務について、委

託を行っており、これらの発注に際しては、契約書に「法令等の遵守」の規定

を置いて、労働条件確保に関する具体的な法令（労働基準法、職業安定法、最

低賃金法等）をあげ、これらを遵守するよう明記するとともに、現行制度のも

とで低入札を抑制し、適正価格で契約を締結するために、入札制度の改善を図

ってきた。具体的には、平成 20 年 3 月に「低入札価格調査制度」を導入し、

平成 23 年度には調査基準価格の見直しを図り、適用を厳しくしたところであ

る。また、24年 1月からは、契約内容に適合した履行の確保と雇用者の賃金確

保に資するため、全庁的な取組みとして、労働集約型の業務である、清掃等の

6 業務につきまして、「愛媛県庁舎等維持管理等業務委託低入札価格調査制度

及び最低制限価格制度実施要領」に基づく最低制限価格による入札制度を導入

し、平成 24年度の委託から適用している。 

公共工事の品質確保については、県発注工事の一般競争入札において、価格

以外に技術提案や施工実績などの技術的要素を総合的に評価する総合評価落

札方式を実施するとともに、過度な低入札を防止するために、低入札価格調査

制度や指名競争入札における最低制限価格制度を導入している。また、低入札

を繰り返す業者を県の入札から一定期間排除するなどの厳格な低入札対策を

講じているところである。また、賃金水準の確保についても、低入札対策が労

働者の賃金へのしわ寄せ防止となっていると考えているほかに、公共工事設計

労務単価の引き上げの早期適用を図るとともに、旧単価で設計して、単価引き

上げ以降に契約した工事にも新単価を適用する遡及措置、また単価引き上げに

伴うインフレスライド条項の適切な運用に努めて、適切な賃金水準が確保され

るよう県内建設業団体に対して要請をするほか、これらの措置が実需の創出に

繋がるよう、適正な公共工事の実施を通じた地域経済の活性化を図っていると

ころである。 

さらに、労働環境の整備を目的として、建設業退職金共済制度の普及徹底、

入札参加資格申請時において厚生年金基金への加入、育児休業制度の制定及び

次世代育成支援対策推進法に基づき一般事業主行動計画の策定など、企業の労

働福祉の取組みを評価するほかに、立入調査や建設業許可・更新時等における

社会保険等未加入業者に対する加入指導、今後は新たに、未加入業者を県工事

の入札、それから格付けから排除するとともに、元請業者に対して未加入業者

との下請契約を禁止することで、より一層の指導強化を図っていきたい。 
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Ⅱ．教育政策 

１．いじめを一掃するための対策強化 

いじめ問題の解決に向けては、具体的な対策とともに未然防止が重要であり、

教職員が子どもと向き合う時間の確保や子ども同士の関係づくりなどを重視し

た体制づくりが必要である。そのためにも、教職員定数の拡充・学級規模の縮

小などの教育環境を整備すること。また、不登校や中途退学者、ひきこもりの

子どもの学ぶ権利を保障すること。加えて児童虐待等、地域からの相談窓口で

もある児童相談所の充実を図ること。 

【県回答】 

   いじめ問題等への対応のため、児童生徒支援加配により教員を 154 名現在配

置をしている。また、教職員が子どもと向き合う時間を確保し、いじめや不登

校問題に対応ができるよう、小学校及び中学校に合計 130名の非常勤講師を配

置している。 

学級規模の縮小これについては学級編制において、平成 13年度から 35人以

下学級を段階的に拡充し、本年度は全ての小学校で 4 年生まで実施をしいる。

また、小学校 5年生 6年生及び中学校では、比較的規模の大きい学校において

35人以下学級を実施をしている。またそれに加えて、学校の規模に関わらず市

や町の判断において 35人以下学級は編制できる状況にある。 

不登校の子どもや中途退学者、ひきこもりの子どもの学ぶ権利を保障するこ

とについては、本県の公立小・中学校における平成 25 年度の不登校による 30

日以上の欠席者数は、小学校 164人、中学校 868 人、合計 1,032人となってお

り、不登校や保健室登校の児童生徒に対し、適切な相談や学習支援ができるよ

う、教職経験者研修や健康相談講座等を実施している。 また、スクールカウ

ンセラー等各種相談員の配置を拡充し、教育相談の充実を図っているところで

ある。さらに、県内には県総合教育センターに 1 か所、市町教育委員会に 10

か所の適応指導教室があり、通級する児童生徒に学習支援等を行っている。 

不登校の子どもや中途退学者、ひきこもりの子どもの学ぶ権利を保障につい

ては、県立学校の全日制及び定時制の中退者数は、平成 14 年度以降減少傾向

にあり、25年度は 293人となっている。高校を中退した生徒に対しては、再度

高校に戻りたいと希望する生徒も少なくない状況を鑑み、中退する生徒が編入

学できる制度を周知するとともに、平成 21 年 3 月に「愛媛県県立高等学校に

おける転入学及び編入学の取扱要領」を定めるなど、生徒の学ぶ権利の保障に

努めているところである。 

いじめを一掃するための対策強化について、増加する児童虐待への早期発

見・早期対応のため、児童相談所の相談体制の充実が不可欠と考えており、児

童虐待防止法の施行以来、児童福祉司や心理判定員等の人員増や中央児童相談

所における虐待対応グループの設置等を行ってきている。さらに、23年度には、

4名の児童安全確認業務嘱託を配置、24年度からは現職の警察官を虐待対策専

門官として中央児童相談所に、また、教員を現在、中央児童相談所に 2名、東

予及び南予児童相談所に 1名ずつ配置するほか、25年度からは、相談体制の充
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実に向け、心理判定員のスーパーバイズ的役割を行う経験豊富な指導担当心理

判定員を中央児童相談所に配置するなど、継続的な体制強化に努めている。 

児童相談所では、児童虐待をはじめとするあらゆる児童家庭相談に対応する

体制をとっており、虐待の相談・通告があった場合には、緊急性の有無にかか

わらず、全ての案件について、児童の安全確保を最優先として、可能な限り即

日に児童を確認するなど状況を把握したうえで、必要に応じて一時保護を行う

など、ケースに応じて適切に対応しており、今後とも社会全体で小さな兆候を

逃さず、児童虐待の早期発見・早期対応に心掛けていきたい。 

 

 

２．就学支援による「貧困の連鎖」防止 

意欲・能力のある生徒・学生が経済的理由により進学等をあきらめることな

く安心して学べるよう、高校授業料無償制や就学のための給付金等に対する予

算を確保し、その支援を着実に実施すること。また、制度の周知や奨学金の返

済方法も含めた相談窓口の拡充を図り、学生が安心して就学できる環境を整備

すること。 

【県回答】 

就学支援による「貧困の連鎖」防止については、「高等学校就学支援金制度」

及び「奨学のための給付金」に係る予算を確保し、支給等の事務処理について

は着実に実施をしている。 

   また、制度については、高校及び県内の中学校に対して、リーフレットを配

布するなど、周知を図っている。 

奨学金の返済方法に関する相談窓口としては、愛媛県奨学資金を所管する教

職員厚生室にて、担当職員及び非常勤嘱託の奨学生指導員が、随時相談に応じ

ている。平成 25 年度には、奨学生指導員を 1名増員し、3名体制で奨学生の返

済能力に応じたきめ細かな相談また指導に当たっている。 
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３．労働教育・社会教育の推進 

職業を意識した時期が早いほど将来の目標を持って様々な活動に取り組め

ることから、幼児期から高等教育段階まですべての教育課程で「労働の尊厳」

を深く理解し行動するための労働教育を行い、勤労観・職業観を養うこと。

また、すべての子どもたちが、学校教育において社会保障や税、労働法など

働くことに関する知識や、職場体験などにより働くことを学ぶ機会を拡充す

ること。 

【県回答】 

  小学校では、社会科の学習で税金の働きや勤労の義務を学んでいるほか、中

学校では社会科の公民的分野の授業で、社会保障や税制、労働三法などについ

て具体的な事例を取り上げて、労働教育を実施している。いずれの学習におい

ても、学習指導要領に沿って、発達段階に応じた適切な指導を行っている。 

キャリア教育を推進するに当たっては、体験を通して学ぶことが大切である

ことから、小学校では、多くの学校が町探検の活動や職場見学を授業に取り入

れている。また、県内全ての中学校で、職場体験活動を実施している。 

高校教育課では、雇用や労働問題に関する教育については、高等学校学習指

導要領に沿って、公民科の科目である「現代社会」や「政治・経済」の授業等

において、労働権や労働三権といった労働基本権の保障、労働三法の意義や内

容、労働組合の役割などについて理解と、雇用の在り方や労働問題について国

民福祉の観点から考えるなどの指導を行っている。 

また、県教育委員会では、高校生キャリア形成事業や次代を担う地域産業技

術者育成事業を実施し、インターンシップや職場見学会、企業説明会などの体

験活動を通して、高校生に望ましい勤労観・職業観を育むキャリア教育の推進

を図っている。 

特別支援学校では、「特別支援学校キャリア教育推進事業」を実施し、小学

部から高等部までの系統的なキャリア教育を展開するとともに、企業等の職員

を招聘し、働くことの意義や職業生活に必要な態度などを学ぶ授業や進路相談

等を実施しているほか、「愛顔のえひめ特別支援学校技能検定」を年 2 回開催

し、職業現場で活かせる技能や態度の育成を図っているところである。また、

高等部では、年間 2回程度、長期間の産業現場等における実習を実施し、就業

体験の機会を積極的に設けている。 
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Ⅲ．東日本大震災 復興・再生関連施策 

１．東日本大震災からの復興・再生の着実な推進 

被災地から愛媛県に避難している子どもが、安心して社会生活・学校生活

が過ごせるよう、養護教諭の複数配置やカウンセラーの常勤配置などにより、

継続的なケアが実施できる体制を整えること。 

【県回答】 

東日本大震災の影響で本県に避難している被災地等の幼児児童生徒は、9 月

末現在 59 名である。県教育委員会では、東日本大震災の影響で本県に避難し

ている被災地等の幼児児童生徒の「心のケア」を図るため、愛媛県いい愛顔相

談員活用事業を実施しており、県臨床心理士会と連携の下、学校や園にいい愛

顔相談員を派遣し、被災幼児児童生徒に対するカウンセリングやその保護者及

び学校関係者などに対する指導・助言等の支援を行っているところである。 

なお、平成 25年度においては、1校に相談員を派遣し、1人に対し 1回の相

談を行った。 

本県に避難している被災地等の児童生徒が通う小中学校では、被災地等の児

童生徒に対する対応の必要性を十分に認識し、学級担任をはじめ、養護教諭等

が児童生徒の「心のケア」等に当たっている。今年度、本県に避難している小

中学校の児童生徒は 58名で、小中学校 43校で受け入れており、各学校１名程

度であることから、現在配置されている養護教諭で対応しているところである。 

避難している幼児児童生徒は県下全域に在住しており、今後も市町と連携を

図りながら、要請に応じて被災幼児児童生徒に対するカウンセリング等を実施

して行きたい。 

 

 

２．被災地への支援継続 

復興・再生に向けて、数々の震災対策関連の特例法を制定し、取り組んで

きているものの、今なお生活基盤と雇用の確保ができておらず、仮設住宅で

の被災者や県外の避難者の不自由な生活や更地が広がる被災地の風景など、

復興への道のりはまだまだ遠い。このことを踏まえ引き続き、被災地への人

的・物的支援活動を行うこと。 

【県回答】 

東日本大震災について、県では全国知事会等を通じまして、直ちに物的支援

や人的支援のほか、えひめ愛顔の助け合い基金を創設し、被災地学校の本県へ

の修学旅行支援や災害ボランティアの派遣などに全力で取組んだ。 

まず、物的支援につきましては、震災直後から県、市町、企業、県民がチー

ムえひめとして連携して物資を提供してきたが、現在では被災県から要望は特

段なく、特に対応はしていない。 

人的支援については、震災直後の医療職・警察等の短期派遣中心から、復興

に向けた業務にかかる長期派遣へ移行してきており、現在でも行政職及び技術

系職員を中長期的に派遣しているところである。 
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Ⅳ．福祉・社会保障政策 

１．社会的セーフティネットの充実 

    (1)生活困窮者自立支援制度の実施に向けては、制度の周知を図るとともに

個々人の事情、状況等に合わせた、包括的・継続的な相談、支援ができる体

制整備を図ること。 

【県回答】 

今年度当初予算において、基金を活用した「生活困窮者自立支援制度施行円

滑化特別対策事業」を計上し、各市福祉事務所等が行う関係団体との連絡会議

の開催、あるいはパンフレットの作成など、実施体制構築に向けた準備のため

の経費に補助することとしている。 

また、事業の核となる「自立相談支援事業」の相談支援員等については、国

が養成研修を行うこととしており、今年度においても、本県のモデル事業実施

自治体、今治・宇和島・八幡浜の 3市と、そちらの自治体又は委託先の団体も

この研修を受講しているところである。 

これまで、県としては、制度に係る国からの情報を関係機関に随時提供する

とともに、各市町及び各市町の社会福祉協議会を対象とした生活困窮者自立支

援制度セミナーを開催して先進地における効果的な取組み事例等について理

解を深めてもらっており、今後とも、来年 4月からの自立相談支援事業等の各

種支援が実施できるよう、引き続き市町などと連携しながら体制整備に努めて

いきたい。 

 

 

  (2)生活保護制度の申請権を保障するとともに、生活扶助費などの手当につい

ては、低所得者の生存権を確保する観点や就学支援等の制度へも影響を及ぼす

ことから、諸制度の適用基準の引き下げとならないよう慎重な対処を行うこと。 

【県回答】 

各福祉事務所に生活保護の相談があった場合には、生活保護法の趣旨や制度

の仕組みを十分に説明したうえで、申請権を侵害することのないよう、申請の

意思のある者に対しては速やかに申請書を交付し、必要な方には確実に保護を

実施することを基本姿勢に対応するよう、福祉事務所に周知・指導を行ってお

り、郡部の町役場に対しても同様の対応を依頼しているところである。 

また、生活扶助基準の見直しに伴い他の制度に生じる影響については、政府

はできる限り影響が及ばないようにするための対応方針を閣議決定している

ところであり、厚生労働省から各都道府県等に対し各自治体の単独事業につい

ても適切に判断・対応されたい旨の通知がこれまで 4度に渡って出されており、

これを受けて、県としてもその都度各市町に対し適切に対応を依頼している。

現在のところ、県及び各市町において、受益者にとって不利益が生じるような

地方単独事業の影響は出ていないと聞いている。 
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２．子ども・子育て支援制度の着実な実施 

 (1)子ども・子育て新制度の事業計画策定においては、引き続き愛媛県子ども 

子育て会議等からの意見反映に努めるとともに、男女の仕事と生活の両立支援

策の拡充・男女労働者の働き方の見直しや男性の育児参加の促進など、その保

護者が安心して産み育てられる条件や子どもが健やかに育つ環境の整備を行う

こと。 

【県回答】 

県では昨年 10 月、労働者代表、事業者代表、学識経験者、子育て支援の実

務者等からなる子ども・子育て会議を設置したところであり、県子ども・子育

て支援事業支援計画については子育て会議に諮り、審議をいただいている。ま

た、県が策定する、子ども・子育て支援事業支援計画は、次世代育成支援対策

推進法に基づく地域行動計画も兼ねた一体的な計画とする方針で進めている

ところである。 

今後も、県子ども・子育て会議の意見を聞き、ワーク・ライフ・バランス等

次世代育成支援の観点も盛り込みながら計画策定に努めていきたいと考えて

いる。 

 

 

(2)子ども・子育てを社会全体で支える体制実現に向けて、制度の着実な実施を

行うため、消費税率の引き上げによる財源を含めた予算を確保すること。 

【県回答】 

子ども・子育て支援新制度の実施にあたり、消費税等を財源とする制度設計

がなされているため、必要な財源の確保については、これまでも全国知事会、

全国主要都道府県民生主管部局長連絡協議会等を通じて国に要望してきたと

ころでり、今後とも国に対して要望していきたいと考えている。 
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３．地域医療の充実と医師不足等の解消 

(1)救急救命センターや周産期・小児医療、精神医療などの充実と医師・看護

師の確保および増員に努めその機能が十分に果たせるよう体制を整えること。 

また、地方における医師不足の解消に努めること。 

【県回答】 

「救命救急センター等の計画的医療の充実」については、医療を提供してい

る医療機関への施設、機器の整備、従事者の研修等に取組むなど、医療の提

供体制の維持強化に努めている。 

また、医師の確保については、奨学金制度の創設や自治医科大学卒業生医

師の活用などのほか、医師を定着させるために、キャリア形成の支援に努め

ているところであるが、自治体の自助努力では限界があることから、国に対

して医師が医師免許取得後、一定期間医師不足圏での診療を義務付けるなど、

義務や規制を伴う医師の偏在是正策を検討するよう要望している。 

 

 

(2)災害が発生しても、医療機関や在宅で安心して医療が受けられる体制を整

えること。ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）による救命・急性期医療の対応

に加え、慢性期医療にも対応できる医療チーム体制を平時から整備すること。 

【県回答】 

災害発生時に被災地で必要とされる医療が迅速、かつ的確に提供できるよ

う、ハード、ソフトの両面から災害医療体制の強化に取組んでいるところで

あり、ハード面では、災害時に重要な役割を担う災害拠点病院や二次救急医

療機関等について耐震化を含めた施設整備の促進を図るとともに、災害拠点

病院、DMAT等の機能維持・強化に必要な資機材整備に取組んでいる。 

ソフト面では、災害医療コーディネータや地域災害医療対策会議の設置など

組織の強化を図り、被災地における医療ニーズの把握や分析、医療チームの

派遣、傷病者の搬送調整等がスムーズに行える体制整備に努めているところ

である。 

中長期的な医療救護活動については、東日本大震災の際に「チーム愛媛」

で被災地医療を継続的に支援した経験を生かし、医師会や看護協会等の関係

機関と協力しながら、平時から研修等による災害医療従事者の育成、訓練等

を通じた医療救護活動の習熟・連携強化に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

４． 高齢者と障がい者に対する福祉サービスの充実と介護労働者の権利 

擁護の確立 

(1)住み慣れた場所で必要な医療や福祉・介護サービスが提供されるよう、地

域包括ケアシステムの普及・充実を推進するとともに、介護労働者の処遇の

向上や介護業界全体の人材の確保、職場への定着を図るための支援を行うこ

と。 

【県回答】 

   平成 27年 4月 1日施行の改正介護保険法では、団塊の世代が 75歳以上と

なる 2025年を目途に、医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供

される地域包括ケアシステムの構築を目指すこととなっており、各市町には

介護予防事業をはじめとする、地域支援事業の充実が求められている。そこ

で、県では、「地域包括ケアシステム構築支援事業」として、当該システム構

築の中心的な役割を果たす地域包括支援センターの職員等に対する研修のほ

か、個別課題の解決を通じてその地域の課題を明らかにし、そして政策形成

まで繋げていく「地域ケア会議」の運営に対する支援に取組むほか、昨年度

実施したモデル事業の内容を県下に波及することとしている。 

次に、全国の介護職員数は現在約 160万人で、高齢者人口がピークとなる

2025 年には、さらに 60万から 70万人の介護職員が必要になる一方、介護職

員の離職率は高く、また給与水準は低いという実態にあることから、介護労

働者の処遇の改善や介護人材の確保が喫緊の課題となっている。 

このため、介護報酬の改定を通じた給与の改善等により介護職員の処遇を

改善するよう平成 26 年 7 月に、国に対して全国知事会を通じ、既に要望を

行っているところであるが、財務省が介護報酬に 6％一律引き下げ改定を求

めたとの情報もあり、非常厳しい状況にあると認識している。 

国に対しては、地方の介護の最前線における処遇条件の厳しい現実を伝え、

介護報酬が引き下げにならないよう引き続き要請するなど、介護労働者の処

遇の向上や介護業界全体の人材の確保、また、職場への定着を図るための支

援に努めていきたい。 
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 (2)介護サービスの普及および適正利用の観点から、利用方法や制度理念につ 

いて利用者、事業者に対する広報・啓発活動を充実させること。 

【県回答】 

利用者や家族が介護サービスを受ける上で、各事業者が提供する介護サー

ビスの内容及び運営状況について、客観的に比較検討して適切に選択するこ

とができるように、県のホームページに「介護サービス情報公表」として掲

載し、情報提供に努めている。とりわけ、話題になった認知症については、

「認知症支援サイト愛心ねっと（えごごろねっと）」を立ち上げているほか、

パンフレットを作成し、認知症に関する正しい理解の促進や、啓発に努めて

いる。 

また、各市町の介護保険担当課や地域包括支援センターにおいても、介護

保険サービス等に関する各種パンフレットなどを作成し、県、市ともにこれ

らの取組みを継続し、サービスの利用方法やサービス制度の広報の一層の充

実に努めて行きたい。 

 

 

(3)障がい者の自立支援と社会参画を促進し、利用者の実情に応じた障がい者

支援サービスを適切に提供すること。 

【県回答】 

障害者の自立した生活を支えるためには、その抱える課題の解決や適切な

サービスの利用に向けた、きめ細かく継続的な支援が必要であり、そのため

には定期的な相談支援を行う体制が求められていたところである。 

障害者総合支援法においては、障害者の地域生活を総合的に支援すること

を目的として、障害者や家族の幅広いニーズと地域の社会資源とを適切に結

びつけて調整を図り、継続的な障害福祉サービスを提供するためのサービス

等利用計画を、サービスを利用しようとする全ての障害者について作成する

ことが平成 27 年度から義務付けられている。このため県としては、サービ

ス等利用計画の作成などを行う相談支援専門員の養成に取組むとともに、よ

り一層の資質向上を図るため、スキルアップ研修や専門コース別研修を実施

するほか、市町の相談支援体制整備に関する指導、助言を行う相談支援アド

バイザーの派遣を行うなど、県内各地域の相談支援体制の整備充実に努めて

行きたい。 
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 (4)障がいのある人の社会参加を阻む物理的・心理的バリアを解消し、安全と 

平等を達成するために、障がいに基づくあらゆる差別を禁止する条例を制定 

すること。 

【県回答】 

「障害者差別解消法」が、平成 25 年の 6 月に成立し、国の方では、平成

28 年 4 月の法律の施行に向け準備が進められており、今年 12 月上旬を目途

に施策の基本的な方向等を示す「基本方針」を閣議決定することになってい

る。27 年度には、国等の職員の対応要領や主務大臣の定める対応指針を夏頃

までに作成するとともに、普及啓発を行う予定である。 

県においは、県の職員の対応要領の作成や相談・紛争解決体制の整備、障

害者差別解消支援地域協議会の設置等、国が策定する「基本方針」や「対応

方針」等の内容も踏まえ、関係機関と協議しながら、法の施行に向けた準備

を進めて行きたい。 

なお要請のあった、県条例の制定については、今後、国が策定することに

なっており「基本方針」や「対応指針」こういった内容と密接に関連するこ

とが想定されることから、これらの内容を十分に踏まえた上で検討する必要

があると考えている。当面、国の動向や他県の取組みを注視して行きたい。 

 

 

 (5)障がい者虐待防止法の住民への周知の徹底に向け、広報を強化すること。 

また、虐待が疑われる家庭への立ち入り調査による虐待の防止や早期発見の 

ほか、障がい者虐待防止法に基づいて設置される「権利擁護センター」を中 

心に虐待に関する相談など、障がい者本人や養護者に対する支援措置を講じ 

ること。 

【県回答】 

平成 24 年 10月に障害者虐待防止法が施行され、虐待を受けたと思われる

障害者を発見した者に通報が義務付けられるとともに、相談・通報等を受け

付ける窓口として、市町村に「障害者虐待防止センター」、都道府県に「障

害者権利擁護センター」の設置が義務付けられている。 

県では、この法の制度の周知に向けて、一般県民向けの虐待防止対策セミ

ナーを開催するほか、啓発のためのリーフレットやポスターを作成して、関

係機関等に配布している。また、「障害者権利擁護センター」を社会福祉協

議会に委託をして設置をし、障害者虐待に関する相談や通報等の受付窓口と

している。また、県内の各市町においても、全ての市町において「障害者虐

待防止センター」が設置されており、それぞれの市町で、地域住民への制度

周知を行うとともに、虐待を受けた障害者の方々やその家族への支援を行っ

ているところである。 

今後とも、障害者虐待の防止や早期発見に向けて、研修所やセミナーの開

催、更には障害者権利擁護センターによります広報などにより、制度の普及

啓発に努めるとともに、市町や警察等の関係機関の連携体制の強化を図って

行きたい。 
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Ⅴ．国土・住宅、交通・運輸政策 

１．安心・安全の住まいとまちづくりの推進 

(1)風水害に関する地域防災計画の充実およびハザードの充実・再点検とともに、 

監視体制の強化と訓練・広報の充実をはかること。 

 

【県回答】 

国における平成 25年 6月の災害対策基本法の改正と平成 26年１月の防災

基本計画の修正などを受けて、本年の 3月に避難行動要支援者名簿の作成や

指定緊急避難場所及び指定避難所の指定、家庭における７日間以上の備蓄の

推奨や広域防災拠点の指定・整備等について内容を修正するなど、今後も必

要に応じて県地域防災計画を見直し、防災力の向上に取り組んで行きたい。 

また、地震や風水害等の自然災害に備えるために、例年 9月 1日の「防災

の日」に、防災関係機関との連携に重点を置いた愛媛県総合防災訓練を実施

しており、近年は、大規模地震発生を想定した訓練となっているが、風水害

にも対応できる訓練として、救出・救護訓練や、孤立地区の対策訓練、避難

所開設・運営訓練などを実施しているところである。 

水害に関するハザードの充実・再点検について、市町が洪水ハザードマッ

プを作成するにあたり、県が作成する浸水想定区域図の提供や、指導・助言

を行うなどの支援を行っている。 

監視体制の強化については、洪水等による水害を警戒防止するとともに被

害を軽減するため、愛媛県水防計画を作成し、河川水位の監視や市町等への

水位情報の伝達、水防団等の活動に関する事項等を定め、水防の万全に期す

ることとしている。なお、この計画については、毎年、出水期前に、愛媛県

水防協議会において、必要な見直しを行っている。 

訓練・広報の充実については、水防に関して、国・県・市町・水防団など

の関係機関が合同で実施する「総合水防演習」などの訓練を定期的に実施す

るとともに、出水期前の 5月を水防月間と定め、水防への意識向上をＰＲす

るなどの広報活動を行っている。 

土砂災害に対しては、土砂災害危険箇所マップを作成し、市町や郵便局に

配布したり、県のホームページに掲載し、広く県民へ土砂災害の危険箇所の

周知を行っている。また、土砂災害の恐れがある区域等を土砂災害警戒区域

等に指定し、市町による警戒避難体制の整備を図るとともに、その指定区域

について県のホームページに掲載し、地方局建設部や土木事務所、各市町 

でも情報提供を行っている。 

市町においても、防災マップを作成して住民へ周知しており、8 月の広島

での土砂災害を受けて、改めて土砂災害危険箇所の緊急周知・行政の警戒避

難体制の緊急点検を行ったところでる。また、県民の防災意識啓発のため土

砂災害に対する防災訓練を国、県、市町、防災関係機関及び地域住民が一体

となり 6 月の「土砂災害防止月間」に実施している。 
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(2)東南海・南海地震をはじめとした大規模地震の発生が危惧されている状況に 

おいて、災害から県民を守る基盤の整備を進める中で、災害時には避難所とし 

て活用される公共の施設や、警備活動の拠点となる施設の耐震化を推進するこ 

と、とりわけ全国の中でも遅れていた、県立学校の耐震化については完了目標 

の前倒しに沿った着実な実施を行うこと、またライフライン（電気・ガス・情 

報通信・上下水道）の基幹設備や管路および主要幹線道路や橋梁の耐震化に加 

え、誰でも確実に防災情報が届く防災情報伝達システムの整備などにより、高 

い防災性を備えたまちづくりを推進すること。 

【県回答】 

県立学校施設は、生徒等が一日の大半を過ごす活動の場であるとともに、

非常災害時には地域住民の応急避難場所となることから、その耐震化につい

ては、県政の重要かつ喫緊の課題であると認識している。 

   そのため、平成 27年度末の耐震化率 90％、平成 29 年度末終了とする目標を

掲げ、全力を挙げて取組んでいるところであり、今年度末には 80％を超える

見込みとなっている。なお、災害時に迅速な対応が難しい児童生徒が通う特

別支援学校の耐震化については、最優先に取組み、平成 27 年度末までに完

了する予定である。 

   誰でも確実に防災情報が届く防災情報伝達システムの整備については、従

来から、衛星系や地上系の防災通信システム等により収集した防災情報を、

県のホームページや県防災メールにより、市町や関係機関をはじめ広く県民

に提供しているところである。また、昨年 9月 1日からは、市町から発信さ

れた避難情報や避難所の開設情報を、各放送機関に直接配信して、テレビ、

ラジオ等でこれらの情報を提供できる「公共情報コモンズ」を運営している。 

なお、現在、防災通信システムの更新整備を進めているところであるが、

次期システムにおいては、南海トラフ巨大地震をはじめとする大規模災害の

発生に備え、耐災害性の高いシステムを整備することとしている。 

洪水時において、県民の円滑な避難行動や水防関係者の迅速な水防活動を

支援するため、平成 19 年 11 月から、「降雨量、河川水位、ダム諸量等」の

河川情報や土砂災害警戒情報をリアルタイムで県のホームページで提供し

ている。また、平成 25 年 6 月からは、県民や水防関係者等に直接、情報を

提供するため、台風や豪雨によって急変する雨量や河川水位などの情報を、

メール配信する「えひめ河川（かわ）メール」のサービスを開始し、きめ細

かな情報提供に努めているところである。さらに、現在、県内主要河川に、

河川監視カメラを新設し、河川の水位状況を瞬時に公開できるよう取組んで

いる。また、大雨警報発表後、さらに、大雨により土砂災害の危険性が高ま

った場合に、松山地方気象台と共同で、土砂災害警戒情報を発表しており、

県が運用する愛媛県防災メールで、登録者のパソコンや携帯電話に配信して

いるほか、県ホームページやテレビ、ラジオ等を通じて広く県民にお知らせ

している。 

主要幹線道路や橋梁の耐震化については、災害に対して安全で信頼性の高
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い道路網を確保するため、阪神淡路大震災以降実施した各種防災点検の結果、

防災・震災対策が必要と判定さた法面・橋梁・トンネルあわせて 2,465 箇所

を対象に対策を実施しており、整備にあたっては、そのうち特に緊急性、重

要性の高い緊急輸送道路上の 900箇所の対策を重点的に進めている。平成 25

年度末時点の緊急輸送道路の整備率は四国の平均 56％に対し、愛媛県では

83％となっており、平成 30 年代前半までに対策を概ね完了させることを目

標としている。なお、県管理道路全体の整備率は四国の平均 37％に対して、

60％となっている。 

 

 

(3)すべての地域住民の日常生活に欠くことができない生活に密着した交通手 

段の確保・維持のための支援を行うなど、総合的な交通・運輸政策を推進する 

こと。また、交通政策基本法に基づき地方自治体で策定される交通政策基本計 

画等については、そこに従事する労働者の意見反映に努めるとともに、地域間 

の格差に繋がることがないよう積極的な取り組みを進めること。 

【県回答】 

行政や交通事業者、住民等の参加を得、愛媛県地域交通活性化推進会議を

組織しており、その下部組織として設置しているバス部会、航路部会、鉄道

部会の 3 部会については、交通運輸に従事していただいてる労働者の代表の

方々の意見も反映させるべく、参画をいただいているところである。それに

基づき国の「地域公共交通確保維持改善事業」を活用して、地域公共交通の

維持確保に取組んでいる。 

また、平成 24年度には、この会議での議論を踏まえ、「愛媛県地域公共交

通活性化指針」を策定しており、この指針では「地域全体で守り育てる愛媛

の公共交通」という基本方針のもと、行政、事業者、住民がそれぞれの立場

における役割分担を明らかにして、本県の多様な地域特性に応じた地域公共

交通の確保を図るとともに、国際化や災害に対応できる交通環境の実現に取

組んでいるところである。 

このような中、昨年施行された、交通政策基本法に基づき、国の交通政策

基本計画が今年中に策定される見込みとなっていることから、県としては、

この国の計画を踏まえ、県の指針を見直す予定としており、その見直しにあ

たっては、上記会議にはかり、各委員をはじめ、外部の有識者の方に十分に

意見を伺いながら進めていきたい。 
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(4)地域の公共交通手段を維持していくために、要員不足が懸念されているバス 

をはじめとする交通機関の運転手等の確保・養成に必要な対策を講ずること。 

【県回答】 

県のバス協会及びトラック協会に運輸事業振興助成交付金を交付するな

ど、運輸業界の発展、活性化に努めている。この交付金を活用した事業の一

環として、両協会では、運転手の安全運行対策に係る事業等を実施して運転

手の育成支援に取組んでいるところである。 

また、地域公共交通の維持・確保のために、離島航路や生活バス路線の運

行欠損を、国や市町と連携して、人件費も含めて補助をしている。広域航路

については、航路の利用促進に係る人材育成を図っている。 

国では、交通政策基本法で、交通事業の安定的な運営、その健全な発展を

図るため人材の確保・育成等を行うと定義されており、県としては、これら

の国の取組みを注視しながら、国や市町と連携して、地域公共交通の維持・

活性化に取組んで行きたい。 

 

 

Ⅵ．食料・農林水産・消費者政策 

１．食料自給力の強化と持続可能な農林水産業の産業基盤の強化・育成 

(1)地域における食料自給率・自給力の向上を図るため、飼料用米などの戦略

作物の本作化に向けた支援や地産地消の推奨などを通じ、地域産農産物の消

費拡大を推進すること。また、フードバンクの支援・活用などによる食料廃

棄の削減に努めること。 

【県回答】 

フードバンクに関しては、年間 500万トンから 800 万トンともいわれてい

る、食品ロスが発生しているということで、この削減に向けた動きの中のひ

とつとしてとらえており、環境負荷の軽減、または福祉への貢献などの社会

的メリットがあるものと考えている。現在国内で約 40 の団体、県内では昨

年 1件法人が立ち上がったと伺っている。 

このフードバンク活動を行うに当たっては、食品に関する調達、保管場所

の問題とか流通方法、提供先の確保、なかなか円滑な活動を行っていく上で

は様々な課題があることも承知しているため、国内の他の団体の動向とか全

体県内の活動状況も把握しながら、今後県としてどのような形で支援が行う

ことができるか考えたい。 

地産地消の推進については、地元食材の消費拡大はもとより、農林水産業

の維持・拡大に寄与するほか、食育の推進、生産者と消費者の顔が見える関

係づくりにも資するものであり、重要な施策と考えている。県では、地産地

消活動推進事業や、流通モデル事業などの各種事業を通じて、地産地消の推

進に努めているところであり、特に、今年度は、国事業を活用して、新たに

道後地区を舞台に、「道後スイーツ物語」事業を展開し、県産農産物を活用

した「道後ロール」の開発を支援するなど、地産地消の推進と合わせた地域
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経済の活性化にも取組んでいるところである。 

飼料作など戦略作物の本作化に向けた支援について、国では、昨年 12月に

「農林水産業・地域の活力創造プラン」において、米の生産調整や経営所得

安定対策の見直しなど、新たな米政策の転換方針を打ち出したところである。

特に、消費量の減少している主食用米については、需要に応じた生産を行う

とともに、主食用米から、飼料用米や麦、大豆等の需要のある作物までの拡

大を図るよう見直しが行われているところであり、こうした国の、米政策の

見直しを受けて、本年度から県では、「新規需要米等水田有効利用促進事業」

を創設し、本県の実情に応じた水田モデルの策定、飼料用米や加工用米等の

作付拡大、また畜産農家や加工業者等との利用する側とのマッチング等を進

めており、今後水田農家の経営所得向上に努めて行きたい。 

 

 

(2)女性や若者を含めた多様な人材を活用し、山村漁村の地域資源を活かした

６次産業化を推進し農林水産業の成長産業化および地域の活性化を図ること。 

【県回答】 

農林漁業者生産者の方の所得向上等に繋がる有効な手法である、６次産業

化の取組みの更なる普及・拡大のために、今年度から 6次産業化の専任組織

を農政課に新設したほか、愛媛産業振興財団に 6次産業化のサポートセンタ

－を設けることにより、相談窓口の一元化を図る事としている。加えて異業

種の方とのネットワークを構築した組織化、更には６次産業化の支援担当普

及指導員、県職員の地方局への配置など、県域全体の支援体制を強化したと

ころである。 

加えて、制度的に小規模であっても、意欲のある生産者の方が新たな分野

に挑戦をすることに後押しできるよう、県単独の 6次産業化チャレンジ支援

事業を創設するなど、きめ細かな支援活動に取組んでいるところである。 

 

 

(3)農林水産業の人材の確保・育成・従事者に対する所得の確保などを通じ、

安定した生産活動の維持・発展・強化に資する経営基盤の強化を図ること。 

 【県回答】 

    本県の農業の基本指針である「えひめ農業振興プラン 2011」を 23年 3

月に策定した。この中でも、基本政策の３本柱のひとつに「生産力の向上」

を掲げており、担い手に関しては、新規就農対策として、国が年間 150 万

円を支給している青年就農給付金を活用するとともに、経営開始に必要な

農業用機械、施設等々の整備を支援する県単事業を組み合わせて実施する

ことにより、担い手の確保と就農定着を図っている。また、各地区の青年

農業者の組織を通じたプロジェクト活動等において、個々の資質向上を図

りながら経営の維持・発展・強化ができるよう、支援を行っているところ

である。さらに、土地の関係で、「人・農地プラン」の作成・見直しを進め
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るとともに、今年度から新たに「農地中間管理機構」を設置している。こ

の機構を活用して、多様な担い手への農地の集積・集約を進めることによ

り、生産コストの削減にも取組んで行きたい。 

林業については、国の補助事業等を活用し、林道などの路網整備や高性

能林業機械の導入を促進して、林業経営基盤の強化を図りつつ、間伐など

の森林施業の集約を推進することにより、木材生産コストの縮減と事業量

の確保に努め、収入の確保を図っているところである。また、県の林業研

究センターや人材育成を行う関係団体等々連携して、各種研修等を実施し、

林業事業体における、高性能林業機械等の操作など木材生産に携わる高度

な林業技術者や、森林管理や森林資源管理が行える高度な技術者と知識を

有した人材の確保・育成を図っているところである。 

水産業の担い手の確保育成について、本県における平成 25 年の漁業就

業者数は、昨年実施された漁業センサスによると、7,416人となっており、

15年前の、平成 10年のセンサスと比べると約 44％減少しています。更に、

次代を担う 40 代未満の就業者数の割合は、就業者数全体の 15％にとどま

っており、高齢化が非常に進んでいるという状況である。このため県では、

平成 22 年度から｢漁業担い手対策推進事業｣により、新規就業者確保を目

的とした｢えひめ漁業担い手確保促進協議会｣を新たに設置して、就業相談

会であるとか漁業就業のための漁業セミナーの開催を実施しているほか、

全国漁業就業者確保育成センターが東京・大阪・福岡などの大都市で開催

する｢就業フェア｣等に参加することについて支援するなど、積極的に県内

外からの新規就業者の確保に努めている。このほか県が認定した認定漁業

士が組合を設立しており、こうした組合が取り組むマハタやイシガキダイ

などの新たな魚種の加工品開発であるとか東京や大阪のレストラン、ホテ

ルへの販売促進活動に対して支援するなど、総合的に担い手の確保・育成

に努めてきたところである。しかしながら、高齢化の進行に歯止めがかっ

ておらず、就業者数の減少が加速していることから、引き続き「えひめ漁

業担い手確保促進協議会」による担い手の確保の取組みを積極的に支援す

るほか、漁業後継者が実施する活動、例えば柑橘を活用した養殖魚の生産

や、低魚粉飼料を使用した魚類養殖、ヒジキの人工種苗生産・養殖等のさ

まざまな取組み活動について支援し、今後漁業就業の促進あるいは定着に

ついて積極的に取組んで行きたい。 
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２．消費者の視点に立った消費者保護政策の推進 

(1)地方消費者行政の推進に向け、多様な消費者の身近な相談窓口として消費

生活センターの設置を推進すること。また、相談員の雇用形態・処遇の改善、

能力開発の充実を推進すること。 

【県回答】 

消費者の相談窓口の充実強化のために、国の交付金で造成をした地方消費

者行政活性化基金を活用して、県市町の消費生活専門相談員を増員するとと

もに、相談員に対する研修会の開催や市町相談員の相談技術の向上のための

相談窓口への訪問指導等により、県内の相談窓口の強化を図っている。その

結果、市町の相談受付割合が、平成 21年度においては 41％であったものが、

平成 25 年度においては 61％に増加するなど、身近な相談窓口としてその成

果が表れてきていると考えている。 

現在、消費相談窓口として県の消費生活センター以外に、県内 20 市町全

てに消費生活相談窓口が設置をされており、住民からの相談に適切に対応し

ているところであり、相談件数が少ないことなどから県内で唯一、相談員の

配置がなく、職員が対応している上島町においても、相談員の設置等に関す

る相談があれば、県としても支援をして行きたい。 

    なお、設置が努力義務とされている市町の消費生活センターを設置してい

るのは現在 8市であり、相談員の配置それから窓口の開所日数等が要件とさ

れていることから、市町では相談件数や、人員確保、財源の措置状況等を勘

案して、センター設置の要否を判断しているためであり、県としては、セン

ター設置に関して、市町から照会があれば、適切に助言を行うとしている。 

    さらに、市町の相談窓口において、相談員や担当職員が不在の場合でも、

市町と県との間に設置をしている専用電話の活用により、住民からの相談に

適切に対応できるよう、支援体制を構築しているところである。また、相談

員の処遇等については、平成 26年 6月に成立した改正消費者安全法により、

消費生活相談員の職を法律で明確に位置付けるとともに、消費生活相談員の

試験制度が法律で定められ、現在、国の方で平成 28 年度からの新制度の施

行に向けた検討がなされていることから、その動向を注視するとともに、県

としては、現在実施をしているスキルアップ研修を更に充実をさせるほか、

国が開催をしている研修会へ積極的に派遣するなど、引き続き相談員の能力

向上を図って行きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

(2)消費者教育地域推進協議会を設置するなど、消費者被害が多様化している

現状において、適切な消費者教育を受けることができるよう、消費者教育の

推進を行うこと。 

【県回答】 

依然として消費者被害が絶えない中、消費者教育を総合的一体的に推進す

ることなどを目的として議員立法で成立をした消費者教育推進法に基づき、

国では各地方公共団体の消費者教育推進計画策定の指針となる基本方針を

定め、本県でもこれを受けて、教育委員会はもとより関係部局とも連携をし

て、また各市町や消費者、消費者団体、教育関係者ほかで構成する愛媛県消

費生活審議会を活用した消費者教育推進地域協議会の意見も踏まえ、去る 9

月に「愛媛県消費者教育推進計画」を策定をしたところである。 

県では、この計画をもとに、行政のみならず消費者、消費者団体、事業者・

事業者団体など、消費者教育の様々な主体が一丸となった「オール愛媛」に

よる連携・協働を図り、様々な生活の場面や子供から大人までのライフステ

ージに応じて、学校等での授業、あるいは出前講座等を活用した小中学生へ

の消費者教育の充実、高齢者の見守りに携わる関係者等への研修機会の提供

など特に次代を担う若年層あるいは社会的弱者といわれる高齢者等を配慮

しつつ、生涯を通じた体系的かつ実践的な消費者教育を進めていきたいと考

えている。 

また、消費者教育推進法においては、県と同様、市町も計画策定は努力義

務となっていることから、県内で消費者教育を推進するためには、地域の実

情に応じた計画でもって市町の取組みを牽引していく必要があると認識を

しており、消費者教育の面でも市町と連携して推進をするとともに、計画の

内容を広く知ってもらうために、計画概要をまとめましたパンフレットを作

成するなど、丁寧な説明に努め、計画の趣旨の浸透を図るとともに、協議会

の意見も聴きながら、「チーム愛媛」、「オール愛媛」で、効率的・効果的な

施策の実施に努めて行きたい。 

 

 

Ⅶ．安全対策および地域の活性化に係わる政策 

１．安全対策に向けた対応 

(1)愛媛に暮らす、すべての人びとが犯罪の被害に遭わず安全で安心して暮らせ 

る社会づくりを進めていくために、自主防犯活動団体等の支援を行うなど、地 

域・行政・警察の三位一体となった活動を推進すること。 

【県回答】 

「安全・安心な暮らしづくり」「犯罪の起きにくい社会づくり」を推進す

る上で、より実効性のあるものとするために、平成 25 年 4 月に施行された

愛媛県と県警共管による「愛媛県犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくり

条例」に基づき県民、事業者の防犯意識を高め、犯罪のない安全で安心な愛

媛づくりを官民協働で行うことを旨として、県民の自主防犯の機運を高め、

県民が主体となって自主防犯への取組みを進めていくこととしている。 
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そのために、県と県警が緊密に連携をして、それぞれが実施する具体的な施

策を盛り込んだ「安全で安心なまちづくり推進計画」を策定して、その中で、

県警では防犯活動の意識醸成のため「安全安心まちづくりキャンペーン」の

実施や、県防犯協会連合会と連携をして青色回転灯防犯活動への支援、高齢

者等への振り込め詐欺を始めとする消費者被害の未然防止のための見守り

ネットワーク活動への支援など地域や行政、警察が連携した取組みを進めて

いるところである。 

 

 

(2)危険ドラックによる事件や事故が各地で発生している中、徳島県をはじめ、

東京・大阪などの都道府県では独自の防止条例を制定し取り締まりの強化に努

めている。愛媛県においても現在取り組んでいる広報・啓発活動に加え、販売

業者を取り締まる条例制定に向け取り組むこと。 

【県回答】 

深刻な社会問題となっている危険ドラッグ対策については、「愛媛県薬物

の濫用の防止に関する条例（仮称）」を次の 12月議会に上程をし、公布日に

即施行、そのうち罰則に係る規定につきましては 27 年 4 月施行予定に向け

て、現在手続きを進めているところである。 

    また、この施行に伴い県民に対し、条例の周知を行うほか、条例の規定に

基づき知事指定薬物の指定に関する事項を調査審議する審査会の設置準備

についても併せて現在対応を進めている。 

 

 

２．地域の活性化に向けた対応 

(1)瀬戸内しまのわ２０１４のフィナーレを飾る、国際サイクリング大会「サ

イクリングしまなみ」が先月１０月２６日に開催されたところであるが、様々

なイベントを含めた「瀬戸内しまのわ２０１４」全体の評価を踏まえ、「南予

いやし博」・「瀬戸内しまのわ」につづく地域活性化の取り組みを継続するこ

と。 

【県回答】 

本年 3 月 21 日から 10 月 26 日までの約 7 ヶ月間にわたり、愛媛県と広島

県の島しょ部及び臨海部において実施した「瀬戸内しまのわ 2014」について

は、広島県との共同開催による情報発信力の強化やしまなみ海道自転車道無

料化の効果、さらには、小説「村上海賊の娘」による水軍ブームなども追い

風となり、愛媛県側で実施した 127のイベントに、約 120万人の参加をいた

だくなど、県内外の多くの皆様に、地域の魅力を体感していただいた。また、

フィナーレを飾る国際サイクリング大会「サイクリングしまなみ」をもって、

盛況のうちに終了した。とりわけ、地域住民の皆さんが主体的に取り組みを

した「民間企画イベント」が広島、愛媛、両県で約 270開催され、期間中に

新たな提案がされるなど、地域住民の皆様の地域に対する意識の変化や自信
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が生まれてきており、来年度以降についても、域外からの視点も重視した地

域の魅力や人材の掘り起し等に努めながら活動を続けることで、交流人口の

拡大や地域の活性化等に繋げたいといった前向きな意見も聞かれている。 

今後とも、「島の輪がつながる、人の和でつなげる」という「しまのわ」

のコンセプトを継承し、しまのわエリアにおける情報発信等の連携強化、交

流ネットワークの発展継承を図るとともに、地域主体の取組みが継続するよ

う、県としても、引き続き、観光まちづくりに取組んでいきたい。 

 

 

(2)本年６月に連合愛媛の役員でシンガポールを訪問し、愛媛県から派遣され

ている職員の方と意見交換をさせて頂いた。シンガポールを初め近隣諸国を含

めた広域的な活動を展開し、県内企業の販路開拓や営業活動の後押しにご尽力

されていることに敬意を表したい。愛のくにえひめ営業本部の事業実施及び実

績等の報告も発表されているが、今後も愛媛をＰＲした積極的な事業展開に取

り組むこと。 

【県回答】 

営業本部も今年度で 3年目を迎え、これまでの組織体制の強化に加え、関

係者が一体となった営業活動や地道なフォローアップ、更には事業者の不断

の努力等により、着実に成果が上がっている。先行き不透明な経済情勢や厳

しい地域間競争の中で、更なる実需の創出を目指していくためには、営業本

部内の連携を一層強めることはもとより、更なる組織力・マンパワーの発揮

に向け「チーム愛媛」体制による機動的な営業活動を展開しなければならな

いと考えており、今後は、3 つのデータベース「スゴ技」「すご味」「すごモ

ノ」を効果的に活用した積極的な営業活動を展開するとともに、個々のブラ

ンド力向上策を積み重ね、国内外の消費者に対し、訴求力のある強い地域ブ

ランド「愛媛」を確立することで、地域経済の活性化に繋げて行きたい。 

 

質疑応答 

農業情勢について、飼料米についての質問をしています、この政策は、国

の農業政策の中で、主食米の作付面積を減らして、米価の安定をすすめ、食

肉飼料の国産化をはかり自給率の向上を目指す方策であり、大変巨額な予算

が今年ついていたと思いますが、実際全国レベルで 2万数千ヘクタールから

今年３万ヘクタール飼料米の作付が増えていると聞いていますが、愛媛県で

自分のまわりでもそこが進んでいるとは感じない、愛媛県の現状としてどれ

くらいの推移で進んでいるのかを知りたい。 

【県回答】 

本県における、新規需要米の取り組み状況で、平成 26年産の最終確定は、

でていませんが、今年の計画では、飼料用米の作付は、124 ヘクタールとな

っている。前年が 97ヘクタールなので 128％ということである。   
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雇用の確保というところの点で一点、特に女性の働きやすい職場環境とい

うと部分で、連合も男女共同参画の推進ということで、女性の活用の場を多

く取り入れるよう努力している。 

今回もご回答の中で企業側に取り組む方針として、女性の正社員化を求め

ていただくというご回答があった。 

県に対しての要望というわけではないが、ある市の管轄の協会の方で、正

社員でありながら女性を今回、全員退職金を払って退職させて、新たに嘱託

で雇用するということがされようとしている。これは労働組合から見ればと

んでもないことである、別途市議会を通じて要請をする予定であるが、県と

しても、このようなことがないよう、前回の連合愛媛の対県要請で公正公平

な国民道義の実現ということで要望もしたので、県からも女性活躍の場の機

会のご指導をしていただきたい。 

【県回答】 

誠に恐縮ではすが、某市の所管団体ということで、詳細をつまびらかに承

知していませんので、一般論でお答えをさせていただきます。 

仮に、女性であることのみをもって、賃金を始めとする労働条件であると

か、雇用管理の在り方について、不当な差別を行うということについては、

男女雇用機会均等法においてそうしたことは禁ずると明確に定めてありま

す。女性の活躍支援というものは、一企業の話にとどまらず、労働力の確保

という観点から、県としても、非常に大事に考えているテーマであり、ただ

いまご例示のあった事案については、都道府県労働局の監督署、また均等室

を通じて実体を把握され、適正に対応がなされるものと思っていますが、県

としても、関連法令の周知徹底であるとか、また、県の独自事業を通じた女

性活躍を応援していく、気風と情勢を通じて、やっていることが違法なもの

である場合は、そうしたことをすることが得になるということではなくて、

女性を大切にすることがさまざまな面においてメリットが得られるような

取組みを進めて行きたいと考えている。 

 

 

 

以  上 

 

 


