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世話に
本年もお た！
なりまし

県政活動報告

2013年の記録

◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2 月 議会

佐波和則の質疑

予算案に関する質疑

〜津波避難計画策定における指針策定〜

地域振興環境委員会

〜微小粒子状物質（PM2.5）への対応〜

広い範囲で環境基準値を超えた PM2.5、地域ごとに細か
要旨
く PM2.5 の測定を行い、迅速かつ正確な情報提供、測定
体制の充実と県民ニーズにあった情報提供の必要性の観点から
質問。
6 月議会で、微小粒子状物質の監視体制の強化が図られた。
県内を風向風速のデーターを基に、類似の気象傾向を示
す 13 ブロックに分け、県民の安心・安全のために、よりきめ細
やかな情報提供を行えるよう各ブロックに原則複数の測定機を
整備。県として測定機を 14 台増設し、国・市設置分も含め 50 台
体制で常時監視。

成果

9 月 議会

産業労働委員会（企業庁）

仕事と生活の調和先進県を目指して「あいち仕事と生活の
行動計画」を策定し、県内一斉ノー残業デーの実施や子育
て等ができる職場づくり、働く者の心の健康の向上などに取り
組んでおり、その状況と今後の対応について質問。

一般質問

次世代自動車の普及の普及とインフラ整備
学校教育の充実に向けて

12 月 5 日（木）、次世代自動車の普及とインフラ整備なら
びに学校教育の充実に向けて質問を行いました。県では
低公害車の普及促進として、EV・PHV・FCV の導入促進を掲げて
おり、その先導的な取り組みを行うべく、充電インフラならび
に水素ステーションの整備計画等を、また、様々な課題が山積
している学校現場において、いじめ問題等の生徒指導上の問題
について、役割の中心を指導主事が担っています。これは、平
成 16 年度から実施している派遣指導主事事業に基づき運用され
ており、その現状と今後の方向性について質問。

要旨

答弁

要旨

要
望

水道は県民生活にとって欠くことができないものであり、安定
して供給することが求められます。中でも管路の更新は永続的
に実施していかなければならない事業で、これには多額の費用
が必要になると思われますが、事業実施にあたっては、コスト
縮減や事業費の平準化を図り、水道料金の現行維持に努めて
いただくことを強く要望した。

行動計画には、年間総実労働時間の縮減だけでなく、育児
や介護、メンタルヘルス対策など、分野別の数値目標が掲
げられている。ワーク・ライフ・バランスの実現は、数値
だけでは図れるものではないが、平成 27 年度の数値目標に
向けて、進捗状況を確認しつつ、確実な取り組みを要望する。

12 月 議会

〜愛知県水道用水供給事業〜

県営水道では、大規模地震により災害が発生した場合に
おいても、命を預かるライフラインとしての機能を果た
すため、地震防災対策や管路更新対策の状況及び水道技術職員
の人材育成などについて質しました。

6 月 議会

要旨

望

指針の策定にあたっては、濃尾平野南西部の海部地域内
でモデル地域を選定し、避難シミュレーション行う等の
検討を進める。このシミュレーションを基に、一時避難の方法
や広域避難のあり方をまとめる。

答弁

産業労働委員会

〜ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和推進）〜

要

津波による人的被害を軽減するためには、「素早い避難」
が最も有効で重要な対策と考えている。また、津波によ
る被害は一市町村にとどまるものでなく、地域の実情を踏まえ
つつ、広域的かつ統一的な考え方に基づいた津波避難計画の策
定が必要との観点からの質問。

要旨

◆◆◆◆◆◆◆◆◆





充電インフラ整備
目 標 1,600 基（経路充電約 900 基、目的地充電約 700 基）
既に 661 基が設置されており、新たに 939 基必要。
EV・PHV の普及
5,539 台（今年 10 月までの累計普及台数）
水素ステーション
本
 県で現在 4 基稼働。今年度から開始した国の補助制度に
より、本県では 6 件が採択され、全国一の 10 基となる見込
み。2015 年に 20 基、2025 年に 100 基の目標を掲げている。
指導主事の派遣状況
37 の市に 2 人ずつ 74 人、13 市町村に 1 人ずつ 13 名、合わ
せて 50 市町村に 87 名派遣。
市町村への派遣指導主事の見直し
今 年度いっぱいかけて検討し固める予定。運用時期につ
いては、準備期間を確保していく。

佐波和則

県 外 調査報告
調査期間

平成 25 年 10 月 21 日（月）〜 22 日（火） 沖縄

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

那覇市国際通り商店街振興組合連合会

10 月 21 日（月）、沖縄の観
光・リゾート、コンベンション
振興の推進母体である、一般財
団法人沖縄観光コンペンション
ビューローを訪問し、戦略的な
誘客活動の展開や離島観光の推
進、観光人材の育成などの取り組みについて伺ってまいりました。
沖縄県の観光産業は、1975 年（昭和 50 年）に開催された国際海
洋博覧会以降、官民一体となった継続的なキャンベーンの展開によっ
て、「リゾート地沖縄」のイメージ定着が図られ、足元の入域観光客数
は年間約 600 万人、6 千 700 億円を超える経済波及効果を生み出す
リーディング産業して飛躍を遂げております。なお、近年の旅行形態
は約 80％がリピーター、約 75％が個人フリープラン、ネット商品の
躍進など、旅行形態の変化や旅行ニーズの進化など、沖縄観光におけ
る「新潮流」を意識した取り組みを展開されており、さらなる振興・
発展が図られるものと感じた次第であります。

国際通りは那覇市の経済活動の中心であるものの、周辺の都市化の
進展や郊外に大型店舗の進出などにより消費者離れ等が深刻な問題で
あったと伺いました。そこで、国際通りにある 4 つの商店街が一つと
なって、開放された道路空間の活用による商店街の活性化や高齢者・
障がい者の方にやさしい街づくりを目指して取り組まれています。中
でも、歩行者に配慮して、一般車両を規制し、公共交通機関だけが通
行できるようにした「トラ
ンジットモール」の導入な
ど、様々なご苦労を抱えな
がらも、独創的な国際通り
の街づくりを進められてお
り、更なる、にぎわいあふ
れる商店街に期待を寄せて
いる方々も多いのではない
でしょうか。私も期待して
おります。

ANA 那覇空港貨物ターミナル

うるま市企業立地促進協議会

10 月22日（火）
、ANA 那覇空港貨物
ターミナルを調査してきました。
那覇空港を基点に日本とアジアの主
要市場を結ぶ新・航空ネットワークが
2009 年10 月26日から共用開始しま
した。これは、アジアの中心に位置する
沖縄の地理的メリットを活かし、日本を
含むアジアの各主要都市から集められた貨物を、短時間で効率的に積み
替え、目的地へ高速輸送されています。
ボーイング 767-300型貨物専用機で、日本を含むアジア主要都市を
22時から24時台に出発、
「沖縄貨物ハブ＆航空ネットワーク」を経由し、
翌朝5時から8時には各目的地に着く、深夜運行による最適な運行スケ
ジュールとなっております。よって、貨物ターミナルの業務ピークは夜
であり、昼間は、作業をされている方やコンテナも少なく、機会があれ
ば夜の状況を拝見させていただきたいと思った次第であります。

10 月 22 日（火）、沖縄県とうるま市などが共同で、経済界や教育
機関などで構成された「うるま市企業立地促進協議会」において、企
業誘致の取り組みについて調査を行ってきました。
沖縄県の中部に位
置するうるま市では、
主に中城港湾新港地
区（特別自由貿易地
域）において、製造
関連産業（加工交易
型産業、農林水産関
連産業、機械等製造
産 業 ）、 情 報 通 信 産
業、観光・リゾート
関連産業の立地集積
を目指されています。

県の各種行事

平成 25 年 10 月 18 日（金）・11 月 23 日（土）

名古屋高速道路全線開通式

愛知県石油コンビナート等防災訓練
10 月 18 日（金）、愛知県、武豊町、
第四管区海上保安本部及び名古屋港海
上保安部の主催による、南海トラフを
震源とする地震、武豊町で最大震度 7
を想定した「平成 25 年度愛知県石油
コンビナート等防災訓練」が、中部電
力（株）武豊火力発電所及びその周辺
海域において実施されました。
平常時の災害予防対策をはじめ、災
害時の非常通報体制、災害応急対応など、地域にお住まいの皆さまの
安全を最優先とした、迅速かつ的確な防災対策をとることが最重要課
題であると考えています。そのためには、引き続き、市町村や防災関
係機関、事業所と連携し、石油コンビナート地区の防災体制の強化に
努めていかなければなりません。

さば和則公式サイト

11月23日（土）
、名古屋高速道路公社が建設を進めてきました高速
4 号東海線六番北から木場間の工事が完了し、
15 時に開通いたしました。
名古屋高速道路の全線開通に伴う「東海線記念割引」として、高速 4
号東海線の入口料金所（8 箇所）を利用するETC 無線通行車を対象に
50％割引が実施されます。対象日は、平成 25 年12 月21日（土）から
平成 26 年 3 月30日（日）迄の約 3 ケ月間の土、日、祝日及び年末年始
（12 月30日、31日、1月2日、3日）
が対象となっております。なお、東
海線以外の入口から利用し、東海線
の出口から出られても割引の対象に
なりませんのでご留意ください。
皆さんも、お仕事に行楽に大変便
利りですので、機会がありましたら
高速 4 号東海線をご利用して下さい。

http://www.saba-3839.jp

