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3月

愛媛県議会副議長就任

5月

県議
生活

四国４県議会正副議長会議（高松）

震災対策関係施策の充実・
強化や四国新幹線導入など
１２の提出議案が承認され
ました。私は、愛媛県提案
の地方分権改革の推進と地
方税財政基盤の充実・強化
の趣旨を説明しました。

副議長は、会議が円滑に運営されるよう
に努め、議場の秩序を保議する議長に事故
などがあったとき、その職務を代行します。
6 月 四国 4 県議会正副議長会議陳情（東京）
3月
自民党意見交換会（松山）
国土交通省で
自民党愛媛県連と石破茂自民党幹事長、
は四国地方の高
三原自民党女性局長との意見交換会を松山
速交通の整備促
市内で開催。愛媛県連は南海トラフ地震対
進、四国への新
策について直接陳情し、私が石破幹事長に
幹線導入を要望。
要望書を提出しました。
また、農林水
産省・林野庁で
は、森林・林業・
木材産業の活性
化と豊かな山村
の再生について
４県を代表して私が要望内容を説明し、陳
情しました。

①獣医学部の大学を誘致します
②海運特区の可能性を探ります
③しまなみ海道の資源を活かします
④地域の魅力を磨きあげます
⑤地域の話題づくりに尽力します
・今治地域が舞台の「映画」誘致
・今治地域が舞台の「小説」支援
・今治地域出身者の活動支援

安心・安全な暮らしを築く

①教育実現の機会を広げます
・ゆりかごから墓場まで
学習に参加できる環境
・県民講座・シンポの開催
②安心の子育て環境をつくります
③お年寄りや障害者を支援します
④女性の社会参加を応援します
⑤防災・防犯対策を充実します

産業と経済で地方創成を !!

①地場産業を手厚く支援します
②農林水産業を支援します
・6 次産業の創出支援
・農業法人の設立支援
③若年雇用対策に取り組みます
④就労の機会を増加させる企業誘致を
推進します

16年間の足跡
5 月 キウイフルーツかいよう病視察

「キウイフルーツかいよう病」拡大で、農
林水産政務官が、被害状況把握のため来県。
発生した農園などを視察した後、農水省の
担当者、中村知事ら県関係者、生産者やＪＡ、
農業共済組合関係者ら約９０人が出席して
意見交換。対策支援を要請しました。
6月

イオン今治新都市起工式

10月

地方議会活性化シンポジウム（東京）

第
11月

149 回全国都道府県議会議長会

8 年ぶりに愛媛県で議長会が開催。中村知
事や野志松山市長が歓迎の挨拶を行ないま
した。
11月

７年前、当時のイオ
ン株式会社の専務（現
相 談 役）か ら、今 治 新
都市へのイオン進出の
相談があり、計画がス
▲イオン岩本専務とともに
タートしました。ようやく起工式を迎える
ことができ、感慨もひとしおです。

地域自治体の政策形
成には足るべき地方議
会の役割がテーマのシ
ンポジウムに参加しま
し た。地 方 議 会 が こ れ
から果たすべき役割に
ついて有意義な意見を
聞くことができました。

国土交通省への陳情

愛媛県公共交通議員連盟事務局長として、
フェリー・鉄道・バスなどの公共機関、四
国新幹線に関する要望を国土交通省に陳情。
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16年間の足跡

本宮いさむのプロフィール

本宮いさむは、
16年の県議生活を通じて、
地域発展に貢献してまいりました。
豊かな経験と実績を踏まえ、果敢に地域創成にチャレンジし続けます!!
●役職
●生年
平成 25年（2013）
愛媛県議会議員（Ｈ11 ～）
、県議会日中友好議員連盟会長
1954 年
県議会観光議員連盟副会長、東予農業共済組合長、
●学歴
今治市農業委員、愛媛県海外協会理事
愛媛大学中退
自民党愛媛県連政調会長就任
●経歴
愛媛県監査委員（Ｈ22 ～ 23）
自民党県連政調会長（Ｈ25）
今治市議会議員（Ｈ３～ 11）
衆議院議員公設秘書

ほか数多くの役職をつとめています

平成23年（2011）
愛媛県監査委員就任
監査委員は、県の財務に関する事務について、法令に
違反していないか、効率的に行われているかを監査し、
その結果を報告します。
2010 年に引き続き、
監査委員を務めました。

平成24年（2012）
自民党愛媛県連組織対策本部長就任

組織対策本部長は、自民党の地域各支部や支援してい
ただける各種団体との連絡や折衝、取りまとめなどの活
動を行います。

●「えひめ政策セミナー」スタート

自民党県連では、政策立案力を高めるために、各分野
のエキスパートを講師に招き勉強会をスタートさせるこ
とを、私が決定させていただきました。初回は、安倍・
福田両内閣で経済財政政策担当大臣を務めた大田弘子氏
の講演をお願いしました。

私が中心となり、政策集を取
りまとめました。
これからの時代の指針となる
よう、作成しています。

●政調会長として自由民主党大会出席
県連からは幹事長、青年局長、青年
部長と政調会長の私が参加しました。
多くの党友と親交を深め、議論もで
きました。

●平成26年予算要望書提出
●長崎、大分、愛媛の三県が連携陳情

宮城県を中心とした被災地を視察。防災対策の必要性
を再認識しました。

●自民党県連政調・組織合同会議

台湾での日本食品の概況について意見交換、みかん PR
イベントへの参加などを行ないました。

●愛媛県自民党政策集

自民党県連の要望を取りまとめ、私
が中村知事に要望の内容を詳しく説明
しました。

●愛媛県大阪事務所監査
●東日本大震災の被災地視察

●中村知事とともに台湾訪問

政調会長は、県政と議会の窓口で、各界からの陳情窓口
です。幹事長、幹事長代行、総務会長、政務会長が県連執
行部となります。政調会長は、県議会議事堂に常駐してい
ます。

会議開催の責任者である組織本部長として県内５会場
で合同会議を行いました。全会場へ中村知事に出席して
いただき、県政報告の後、地域の課題などを陳情・要望
する機会を設けました。
参加された方々からは、知事に直接、意見を述べる場
所ができてありがたいと、好評でした。

地方交付税の算定替えについて三
県が連携し、
「合併算定替終了後の新
たな財政支援措置について」自民党
高市政調会長に陳情しました。
このことで、地方交付税が 7 割近く
返還されるという成果を得ました。

●児童ポルノ禁止条例

国際ソロプチミスト今治の皆さんを中心に、女性団体
の陳情を受けて、児童ポルノの廃絶に取り組み、禁止条例
を成立させることができました。

県 議 会 で は、「県 民 意 見 の
反 映 と 政 策 実 現」「首 都 圏 に
向 け た 県 産 農 林 水 産 物ＰＲ」
「獣 医 師 養 成 大 学 の 今 治 市 設
置」「今 治 警 察 署 整 備」「今 治
園域の地場産業再生への取
組」などを質問しました。

菅市長の選対本部
長を務め、当選を
果たしました。
県議会では、「しまなみ海道活
用の博覧会と国際的サイクリング
大会」「今治小松自動車道の早期
開通」「えひめ結婚支援センターの成果」などを質問。
常任委員会では「新繊維技術センターの整備」「今治地
区工業用水道事業運転委託業務」などに取組みました。

県議会では「実需の創出に向けた愛
媛県の成長戦略」「松山空港と台湾の交
流」「原子力防災対策の充実強化」「サ
イクリングしまなみ 2013 の取組状況」
「農業分野へのＩＴ活用」「民間建築物
の耐震化促進」「特別支援学校の整備等
の取組み」などを質問しました。

◀獣医科大学誘致についての記事

皆さまのよりよい暮らし実現のため本宮いさむは頑張りつづけます!!
平成22 年
（2010）

県議３期

愛媛県が公正で効率よい自治を行っているか、事
業の効果などをチェックする監査委員に就任。
また、愛媛県知事選では街宣責任者として愛媛全
域を巡り、中村新知事との濃い人間関係を築くこと
ができました。

平成20 年
（2008）

平成 15 年～平成 18 年
（2003 ～ 2006）

文教警察委員、議会運営副委員長など
［自民党県連］選挙対策副本部長、政調副会長議会対策副委員長、第二区選挙区長

平成 21 年 2 月の今治市長選挙で、「市政刷新」を訴える菅良二氏の選
対本部長として尽力。今治市の新しいリーダー誕生に寄与しました。
また、県立学校施設耐震化率について議会で質問。「子どもたちの安
全確保優先」と主張し「危険性の高い校舎から耐震化を進める」との県
回答を得ました。

平成19 年
（2007）

建設委員長、水資源・エネルギー対策特別委員
［自民党県連］第二区選挙区長、建設部会長

6 月定例県議会に行なった獣医系養成大学誘致の質問は、多くのマ
スコミから注目をされました。大学誘致は、平成 22 年の県議会で、高
浜副知事が「獣医師養成系大学の設置の実現を強く訴えたい」と述べ
ました。大学誘致は、一歩一歩現実に近づいています。

県議 2 期

平成21 年
（2009）

農林水産委員、愛媛県監査委員
［自民党県連］会計

警察経済委員長、水資源・エネルギー対策特別委員
［自民党県連］第二区選挙区長、警察経済部会長

今治市合併後、初の愛媛県議会議員選挙が行われ、県議 3 期目を
迎えることができました。この年は警察経済委員長に就任し、今治
警察署の建替え促進に取り組みました。現在の今治警察署は公約通
り、建て替えが行なわれ、新しい建物が誕生しています。

環境保健福祉委員（2003）、水資源対策特別委員（2003～2005）、企業会計決算特別委員（2003）、
警察経済副委員長（2004）、環境保健福祉委員長（2005）、議会運営委員（2006）、水資源・エ
ネルギー対策特別委員（2006～2008）、決算特別委員（2006）
［自民党県連］広報副委員長（2003）、
組織対策副本部長（2004）、政策審議副会長（2004）、第二区選挙区長（2005～2009）、環境
保健福祉部会長（2005）、組織対策副本部長（2006）

皆さまのご支援のおかげで、愛媛県議として 2 期目を迎えることができました。
平成 17 年には今治市と近隣 11 町村が合併し、人口 18 万人の新しい今治市が誕生。9 月 23 日に
行われた合併記念式典では県議会を代表して祝辞を述べさせていただきました。この年には自民党
愛媛県漣の第二区選挙区長として衆議院選挙を戦い、全員の当選を勝ち取ることができました。
平成 18 年にはしまなみ海道が全面開通。しまなみ地域でさまざまなイベントが開催されました。

▲平成 17 年に行なわれた
今治市の合併記念式典で、
県議会を代表して挨拶。

県議 1 期

平成 11 年～平成 14 年
（1999 ～ 2002）

建設委員（1999）、農林水産委員（2000）、水
資源対策特別委員（2000 ～ 2003）、警察経済
委員（2001）、建設副委員長（2002）［自民党
県連］組織対策本部委員（1999 ～ 2002）、青
年部長（2000）

しまなみ海道が開通した平成 11 年に、愛媛県議会議員に当選させてい
ただきました。この時期は、平成 13 年の「今治新都市」着工や、近隣
12 市町村の合併を控え、今治市には大きな変革が求められていました。
そのため、地場産業の再生や食の安全性など、今治発展のための課題
に取り組み、皆さまの声を愛媛県議会に届けました。
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