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定例愛知県議会報告

9 月定例議会は、9 月 18 日〜 10 月 10 日まで開
かれ、一般会計で総額 118 億 5,072 万円余の補正
予算案など 32 議案を審議可決しました。予算案で
は、防災拠点となる公共施設等へ再生可能エネルギー
を導入するための事業費、交通安全条例の制定とと
もに緊急交通安全対策の整備費、ラグーナ蒲郡の周
辺整備のための土地取得費などが盛り込まれました。
また、「県いじめ問題対策委員会」及び「県いじめ問
題調査委員会」条例の制定や警察官が危険ドラッグ

議会日程＆
議案結果

販売店に立ち入り調査できるようにする条例改正、
県営名古屋空港駐車場を有料化にする条例案なども
可決成立しました。さらに、本会議質疑の中で、大
村知事が「未来の愛知へも責任を担っていきたい」と、
来年の知事選挙への出馬表明がなされました。私ど
も県議団は、大村知事とはこの間是々非々の議論を
交わしながら、団員のほぼ全てが三年半の県政運営
を評価し、再選出馬表明の際には前向きな対応で臨
む方針を決定いたしました。

県政を取り巻く状況

◆産業振興と雇用の確保

産業空洞化対策減税基金による補助制度を創出し、これまでの企業立
地・再投資の分野で補助対象案件は 106 件、総投資額は 2,262 億円とな
り、24,000 名余りの常用雇用者が維持・創出される効果が見込まれてい
る。日本初の国産ジェット旅客機である MRJ につ
いては、県営名古屋空港隣接県有地への量産工場
の立地が決定。産業振興策に全力で取り組み、日
本一の産業県・愛知をさらにレベルアップし、「日
写真出所：三菱重工（株）
本の産業都市・愛知」を創造していく。

◆土砂災害対策の推進

今年度当初予算では、土砂災害警戒区域等基礎調
査費として、前年度の約 1.8 倍となる 4 億 8 千万円
を計上。ソフト対策として、土砂災害警戒情報に関
する緊急速報メールの自動配信エリアを、県内の土
砂危険箇所があるすべての 37 市町村に拡大した。

◆交通安全対策

交通事故を減少させるた
めには、愛知県交通安全条
例の制定とともに、緊急交
◆ FIFA ワールドカップ 2020 の誘致
本県としての開催構想をとりまとめ、8 月 26 日に日本サッカー協会会 通安全対策として様々な啓
長に概要書を提出し、10 月 9 日には、愛知県を日本の開催地として国際 発 活 動 の 実 施 や 信 号 灯 器
サッカー協会連盟に対して招致を行うことが決定。また、地域の関係者が （LED 化）、道路標識・標示
を緊急に整備し、交通事故の防止を図る。
取り組む組織として、スポーツコミッションを平成 27 年度に設立する。

トピックス

愛知の未来に向けた政策集 MAP48 を発表
私どもが描く、愛知の未来に向けた施策をとりまとめたもので、
「MAP（民主、あいち、ポリシーの頭文字 48」と名付け、あい
ちの未来地図の意味も込めた。この政策集では、県民の皆様の
「命」「雇用」「暮らし」を守り、「安定」した愛知を目指す 4 つの
キーワードのもと、48 項目の重点政策を 8 つに区分した。さらに、
迅速な対応が必要な課題として、①南海トラフ地震等に対する防
災・減災対策 ②人口減少による社会構造への変化 ③輸出に過
度に依存した産業構造の転換 ④格差拡大・将来不安の解消と治
安対策 ⑤統治機構の見直し・行政サービスの効率化を掲げた。

平成 27 年度
施策及び当初予算に対する提言
平成 27 年度予算編成に向けた提
言書を、9 月議会最終日に大村知
事へ提出しました。本県も 5 兆円
を超える県債残高の償還など様々
な課題もあるが、大規模災害に備
えた防災対策、産業基盤の強化と
雇用の安定、医療・福祉の充実な
ど、8 分野 39 項目を提言しました。

代表質問抜粋

佐波和則は 12 月議会（12 月 4 日）、本会議場で代表質問を行います。

土砂災害対策について

技能五輪とアビリンピック大会について

マイナンバー制度について

人家等に被害がおよぶ恐れのある約 11,000
箇所は、土砂災害危険マップを作成し周知を
図っている。人家等のない約 7,000 箇所を加
えた全箇所を県のホームページで確認できるようにしてい
る。関係市町村と協議・相談しながら指定を進めていく。

ものづくりの技能向上と人材育成に結びつ
ける。また、アビリンピックは、障害者の
職業能力向上と雇用促進の啓発に繋げたい。
我が国での国際大会は過去 3 回開催（東京・
大阪・静岡）、誘致は、将来を見据えた夢の
ある提案として受け止める。

手続きの簡素化で負担軽減が図
ら れ る と と も に、 災 害 時 に は
被災者台帳の作成や被災者生活
再建支援金の支給にも利用でき、
被災者支援対策にも有効な制度
である。システム整備について
は、原則として国が費用負担す
るものであり、財源確保を求め
ていく。また、条例によって利
用範囲を拡大することもできる
ので、県民の
利便性向上に
資するよう検
討していく。

愛知県と名古屋市の今後のあり方
法人県民税減税は、産業空洞化対策減税
基金として毎年 50 億円積み立てて企業
立地や雇用創出に効果を上げている。個
人県民税減税は子育て支援減税手当と障
害者福祉減税基金を創出した。中京都については、中京独
立戦略本部で議論を重ね、名古屋市と連携・協調しながら
できることから着実に一つひとつ進めていきたい。

建設委員会

働き方について
県の労働相談は、長時間労働や残業代不払
いなど労働条件に関する内容が 7 割を占め
ており、大企業と中小企業の格差も拡大し
ている。労働団体、経済団体と密接な連携
を図り、労働環境の改善や「ワーク・ライ
フ・バランス」の推進に取り組んでいく。

佐波の質疑抜粋

〜道路の老朽化対策の本格実施に向けて〜

国土交通省は、道路の老朽化対策として、メンテナンスサイクルを確定することや最適なメンテナンスを行う仕組みの構築など目指すべき
方向性を示した。また、国の社会資本整備審議会道路分科会において、点検・診断・措置・記録といったメンテナンスサイクルを持続的に
回す仕組みを構築する体制として、都道府県毎に「道路メンテナンス会議」を設置することが提言されたところであり、その具体的な内容
と本県におけるメンテナンスサイクルを持続的に回す仕組みの構築について質しました。
〈全国統一的な基準により、橋梁やトンネルなどの構造物は5年に1回近接目視〉

愛知県道路メンテナンス会議の体制と役割

県内の全ての橋梁は約 2 万 5 千橋、そのうち市
町村が管理する橋梁は約 1 万 7 千橋で全体の
約 7 割にあたる。また、町村の約 3 割で橋梁保
全業務に携わる土木技術者がいない状況である。
アンケート調査では、人員不足、予算不足への
対応、点検をスムーズに行うため、点検の優先
順位について県内の統一の考え方のとりまとめ
や仕様書の策定、技術力向上のための研修会開
催などに期待されている。

今後、平成 30 年度までの 5 年間、
橋梁やトンネル等の点検計画案が
とりまとめられるが、道路管理者
すべてが情報を共有することが重
要である。特に、市町村において
メンテナンスサイクルを確実に回
していけるように、技術支援や発
注支援など、県として強力なバッ
クアップを要望する。

要望

本年 4 月に愛知県メンテナンス会議を設立。
県内全ての道路管理者が集まり、意見調整・
情報共有を行うために、国土交通省中部整備
局、愛知県、名古屋市、中日本高速道路（株）、
及び県内すべての市町村などで構成。役割は、
研修、基準類の説明会を行い、点検が確実に
行えるようにすること、点検計画をとりまと
めて公表すること、点検業務を円滑に行うた
めの発注支援などを行う。

各市町村の受け止めと期待

建設委員会

県外調査報告

東日本大震災からの
復旧・復興に向けて（宮城県）

仙台湾南部海岸／
災害公営住宅の整備

東日本高速道路（株）
（仙台管理事務所）

宮城県議会に
おいて、宮城
県社会資本再
生・復興計画
や東日本大震
災からの早期
復旧・復興を
目的に統合された仙台塩釜港計画や災害
公営住宅整備事業、そして、海岸整備な
らびに復興住宅整備業務等について、伺
うことができました。宮城県では、「災害
に強いまちづくり宮城モデル」の構築に向
けて、防潮堤や多重防御施設の整備、復
興まちづくり事業、復興住宅の整備、防
災道路ネットワークの整備など、まさに、
震災の教訓を活かされた災害に強いまち
づくりが進められていることを実感いた
しました。

津波で甚大な被害を受けた仙台湾南部海岸
と岩沼市玉浦西地区災害公営住宅の現地調
査をしてきました。
仙台湾南部海岸堤防の本復旧工事は、設計
値を超える巨大な津波が襲来しても、堤防
の効果を粘り強く発揮できる構造上の工夫
を施していると伺いました。工程も順調と
伺い、早期完成を期待した次第であります。
また、災害公営住宅整備については、建設
用地の確保、少子高齢社会や人口減少等へ
の対応、建築技術職員等のマンパワー不足
など、多くの課題もありますが、未だに仮
設住宅等で厳しい生活を余儀なくされてい
る方々も沢山お見えに
なり、一日も早く災害
公営住宅の整備が進み、
完成することを願って
います。

高速道路が震災時の緊急輸送道路として果
たしている役割や、東日本高速道路（株）が
実施している高速道路の津波避難階段設置
等の取り組みについて伺ってきました。震
災発生直後から点検や緊急復旧事業に取り
組み、これにより、東北地方への救援ルー
トが確保され、特に、震災復旧を緊急復旧、
応急復旧、本復旧の 3 段階で実施され、迅
速な災害対応が実施できた事を確認いたし
ました。
また、地域住民の皆
さ ま は、 津 波 避 難
階段を使った避難訓
練も実施されており、
蹴破り開放型の門扉
や、 夜 間 点 灯 用 フ
ラッシュライトの設置など、本県にとって
も大変参考になる取り組みでありました。

