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県政活動報告

世話に
本年もお た！
なりまし

2014年の記録

◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2 月 議会

佐波和則の質疑

建設委員会

予算案に関する質疑

〜建設資材価格、労務単価の上昇に対する県の取り組み〜

〜名古屋高速道路公社について〜

これからの名古屋高速道路公社の役割は、利用者目線に立った
安全、安心、快適な道路サービスの提供が必要であり、維持
管理やサービス向上の考え方について質問。

要旨

全国的に公共工事の入札不調が相次いでいる。これは、復興
事業をはじめとした全国的に建設工事が急増し、建設資材価格
の高騰や建設技能労働者の人材不足等が原因とされる。市場動向への
対応含め、今後の対応について質問。

望

産業労働委員会質疑

〜燃料電池自動車（FCV）の普及〜



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、道路管理者全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。

12 月 4 日（木）に、民主党愛知県議団を代表し、県政の諸課題に関する 7 つの項目について質問。
1．第 3 次愛知地震対策アクションプラン（「命を守る」対策）

5．勤務医・看護師不足対策について

 具の固定化の促進。大規模建築物の耐震診断の補助制度の
家
活用の働きかけ。さらには、
「帰宅困難者等支援対策実施要領」
を改正・整理し、県民の安全確保に取り組む。

 内大学の医学部に寄付講座を設置、定員にプラスする地域
県
枠を 4 大学 25 名に増員。看護師の養成とともに、再就職支援
と離職防止に力を入れる。

2．安心・安全で持続可能な地域づくり

6．未来へつなぐ環境先進県づくり

3．産業育成・経済の好循環で元気な愛知づくり
 小企業をしっかり支援し、「日本の成長をリードする産業の
中
革新・創造拠点」の実現を目指す。
4．誰もが活き活きと活躍できる社会づくり


国土交通省が示した、道路の老朽化対策の方向性から、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。その具体的な内容と本件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問。

代表質問 〜愛知県政の諸課題について〜

「愛知県道路メンテナンス会議」

を設置し、道路の老朽化対策
に取り組む。急増している住宅侵入盗などの犯罪対策を新た
な戦略として位置づけ、強力に推進。


9 月 議会

要旨

望

答弁

〜道路老朽化対策の本格実施〜

要

2015 年度に、全国目標の 2 割となる20 基。2025 年度末に、県
の掲げるFCV 普及台数より、水素ステーション必要数が100
基であり、全国目標の1割を占める。さらに、7 月に県庁敷地内にて、
FCV の普及・水素ステーションの設置促進を図るための普及啓発の場
を整備することにより、愛知県が率先して、水素ステーション普及の
モデルケースを提示していく。

成果

要旨

東京五輪に向けた建設ラッシュ、リニア中央新幹線の着工など
もあり、全国的に建設工事が増加するものと思われる。特に、
人材不足は短期間で解決できず、この問題は、今後一層深刻化
する恐れもあり、入札が懸念される。施策の内容充実を図ると
ともに、市場動向を注視し、適切かつ迅速な対応を要望する。

建設委員会

FCV の普及に向け、水素ステーションの整備・配置計画を
要旨
策定。計画で掲げた目標と、目標数に至った考え方や水素
ステーションの配置イメージなどについて質問。

6 月 議会

要旨

要

ソフト・ハード対策についての拡充・強化に取り組むととも
に、有識者からなる「技術検討委員会」を設置し、長期的な維
持管理のあり方を検討中。さらには、
今後の料金のあり方を環境変化・
社会実験の検証結果より、これからのサービス向上に向けて2 年程度
をかけて検討。

答弁

12 月 議会

◆◆◆◆◆◆◆◆◆

本県のモノづくり発展に必要な次世代を担う人材の育成。
「あいちイクメン応援会議」を設置し、男性の育児参加を推進。

「あいち生物多様性戦略

2020」に基づき生態系ネットワークの
形成を進める。
「全国都市緑化フェア」

は、花と緑のある暮らしの素晴らしさ
を体感できるフェアとして盛り上げていく。
7．次期行革大綱
こ
 れからの行革は、県の経営資源を最大限活用することが大切。
職員育成の指針である「あいち人材育成ビジョン」に基づく、職
員の育成、
「人づくり」に積極的な組織風土を目指す。

佐波和則

県 外 調査報告

調査期間

平成 26 年 1 月 30 日（木）〜 2 月 1 日（土） 鹿児島 産業労働委員会調査

九州電力 大霧地熱発電所

大霧地熱発電所には、16 本の蒸気井（じょ
うきせい）があり、深いもので 3,100m もあ
ります。各々の蒸気井から出る蒸気は、発電所
全体で毎時 290トン、出力は 3 万キロワット
で家庭の1万戸分を賄っているとのことでした。
また、発電所の運転や計器監視は、約 60Km
離れた川内発
電所から行わ
れており、効
率的な運用が
図られている
ことを実感い
たしました。

調査期間

JAXA 種子島宇宙センター

1月31日（金）は、JAXA 種子島宇宙センターに伺いました。
JAXA 種子島宇宙センターは、鹿児島市の南、種子島の東南
端の海岸線に面し、総面積 970 万平方メートルの日本最大の
ロケット発射場であり、日本の宇宙開発において人工衛星打
上げの中心的な役割を果たしています。
こうした施設や設備での人工衛
星打ち上げまでの一連の作業、打
上げの秒読み作業、発射後の追尾
作業など、緊張感や各部門間の連
携などを幅広くお聞きすることが
でき、あらためて現場に行って現
物を見て、確かめることの大切さ
を強く感じました。

マリンポートかごしま

七ツ島メガソーラー発電所

いおワールドかごしま水族館

4 月24日（木）は、鹿児島の海の玄関口として
発展を続けている鹿児島港新港区です。
奄美・沖縄航路の拠点として重要な役割を担っ
ており、鹿児島港初の耐震強化岸壁で、震度 6 弱の直下型地震に耐え、
大規模地震発生時には、緊急物資輸送の拠点となり、生活を支える物流
の拠点として期待が大きいと感じました。また、新しい旅客ターミナル
はボーディングブリッジの設置（搭乗橋）により直接乗船することができ
るなど、旅客の利便性・安全性の向上が図られております。

4 月25日（金）
、発電能力 70 メガワット
の鹿児島七ツ島メガソーラー発電所を調査
してまいりました。
鹿児島七ツ島メガソーラー発電所には、
約 29 万枚の太陽光パネルが整然と並び、
敷地面積は約127 万平方メートル、東京ドーム約 27 個分に相当します。
発電能力は、一般家庭の電力使用量約 2 万 2,000 世帯分に相当し、
これは鹿児島県の消費電力の 2.2％を補うことができます。
さらに「鹿児島七ツ島ソーラー科学館」も併設されており、地域の皆
さまに喜ばれ、親しまれ、愛される発電所として運営されている姿を感
じました。

宮城県議会

2 月1日（土）
、鹿児島県の代
表特産品である「焼酎」を製造
されている「さつま無双株式会
社」を訪問ました。
永年受け継がれてきた薩摩の
本格焼酎を次の世代に伝えてい
くために、
「薩摩に双つと無い」
という意味を持つ無双蔵の匠の
皆さんは、原料に水に製法にこ
だわった、技の一品（ひとしな）
を造り続け、長く愛され続ける
焼酎造りの本質を肌で感じるこ
とができました。

平成 26 年 4 月 24 日（木）〜 26 日（土） 鹿児島 名古屋港管理組合議会調査

鹿児島港新港区

調査期間

さつま無双株式会社

「マリンポートかごしま」は、鹿児島市沖の人工島事業で、訪れた方々
が憩い、海と触れあえる緑地空間として整備が進められています。
現在、1期計画（24ha）のうち、1工区（10.3ha）は大型客船が接
岸できる岸壁を備え、海外の観光船の接岸やイベントに利用されており、
利用者数は約 400 万人を超えているとのことでした。
2 工区（13.7ha）は、多目的に利用可能な芝生広場（4ha）の整備や
離島を含む救急搬送や災害発生時の物資輸送に使えるヘリポートの設置
などの活用も考えられています。

4 月26日（土）
、いおワールドかごしま水族館
へお邪魔いたしました。愛称の「いお」とは、鹿
児島弁で「魚」の意味で、
「ワールド」は桜島のふ
もとにある錦江湾と黒潮の流れる海の世界への
広がりや雄大さをイメージされたものだそうです。
館内の水槽は「黒潮の海」
「南西諸島の海」
、そ
して錦江湾を中心とした「かごしまの海」など、
およそ 500 種類の生きものが展示され、500 通
りの生き方と出会える場所であります。
展示コンセプトは「生きることに限りなく迫る」として、生きているこ
との多様性をお客様に感じ取っていただくことを目的とされています。

平成 26 年 9 月 8 日（月）〜 10 日（水） 宮城 建設委員会県外調査 〜東日本大震災からの復旧・復興に向けて〜

9月8日（月）
は、 宮 城 県 議
会 に お い て、
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、お話を伺うこ
とができました。
宮城県では、公共施設やライフラインの復
旧（復旧期）を終え、
「再生期」の段階に入って
います。
「災害に強いまちづくり宮城モデル」
の構築に向けて、震災の教訓を活かされた災
害に強い街づくりが進められていることを実感
いたしました。

仙台湾南部海岸／災害公営住宅の整備

9 月9日（火）
、仙台湾南部海岸において、
海岸保全施設の復旧事業ならびに玉浦西地区
災害公営住宅について、現地視察を含めて説
明を伺いました。
仙台湾南部海岸堤防の本復旧工事は順調と
伺い、早期完成を期待した次第であります。
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、
建築技術職職員等
のマンパワー不足
など、多くの課題
もありますが、一
日も早く災害公営
住宅の整備が進
み、完成すること
を願っております。

さば和則公式サイト

東日本高速道路（株）（仙台管理事務所）

9 月10日（水）
、高速道路の震災時における
役割や、東日本高速道路（株）が震災に備え実
施している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、東北地方への救援ルートが確保され、
救援・支援車両の通行を可能にしたことで、東
日本大震災発生時、津波から高速道路に避難
し、難を逃れた方が約 230 名お見えになった
と伺いました。地域住民の皆さまは、いざとい
う時に備えて、津波
避難階段を使った
避難訓練も実施さ
れております。本県
にとっても大変参考
になる取り組みであ
りました。

http://www.saba-3839.jp

