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　希望に満ちた新年をお迎えのこととお喜び申
し上げます。早いもので皆様から頂戴いたしま
した任期も後3ヶ月あまりとなりました。その
間に皆様に佐波和則の議会での活動をご理解い
ただくため県政報告を18本発行させていただき
ました。また、佐波和則オフィシャルサイトを

昨年5月に開設し、日々の活動の情報と致しま
してブログを公開し、1年半の間に161本配信
して参りました。今回の県政報告は、平成26年
12月4日の定例県議会で党を代表して質問致し
ましたので知事答弁まで含めてその要約をご報
告致します。

決意新たに！！ 安心・安全・夢と希望があふれる愛知へ！！
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リポート

　FIFAフットサルワールドカップ
2020やラグビーワールドカップ
2019、さらにフィギュアスケー
トの国際大会の誘致に向けて動き
出したことの表明がされました。
　また、リニア中央新幹線の工事

が実施段階に入ったこと、愛知県庁と名古屋市役所が国の重
要文化財指定を受けたこと、MRJ初号機のお披露目式典、
ESDに関する世界会議、技能五輪・アビリンピックあいち大
会などの開催について報告がありました。

　12月定例議会は、12月2日に
開会し、19日に閉会しました。
　県は人事委員会勧告に基づく職員
給与引き上げに伴う人件費の増額分
79億円など一般会計で総額113
億707万円余の補正予算案など

41議案を審議可決いたしました。
　予算案では、愛知県体育館に設置する記念モニュメントや、
病床の機能分化・連携、介護医療の推進及び医療従事者の確
保・養成を図るための経費などが計上されました。

議会日程
＆

議案結果

県政を
取り巻く
状況

◆世界に打ち出せるスポーツ大会の招致
　FIFAフットサルワールドカップについては、日本サッ
カー協会と連携しながら、FIFAへの働きかけなど招致活
動を展開してまいります。
　また、ラグビーワールドカップについて
は、豊田市と連携し、愛知・豊田の優位性
をしっかりアピールしてまいります。

◆リニア中央新幹線
　2027年度の名古屋開業を目指して、
工事進捗に向け必要な協力を行うこと、
地域の取り組みにJR東海から協力いた
だきたいことを伝え、事業や工事内容を
県民の皆様の理解を得ながら進めて欲しい旨を要請いた
しました。
　今後は、この地域のさらなる発展を目指し、リニアの
効果を最大限に活かすための取り組みを積極的に進めて
まいります。

◆航空宇宙産業の振興
　10月18日に、三菱重工業株式会社小牧南工場で、MRJ（三
菱リージョナルジェット）のロールアウト式典が開催されました。

　MRJは、既に407機を受注しております。
今後、量産が軌道に乗ることにより中堅・中小
サプライヤーにも効果が波及することに大きな
期待を寄せております。

◆技能五輪・
　アビリンピックあいち大会
　多くの方の応援のおかげもありまして、本県
選手は、アビリンピックでは2年連続でメダル
獲得数全国1位、技能五輪においても、10年連

続で最優秀技能選手団賞を受賞するという輝かしい結果となり
ました。
　さらに、女性選手が最も活躍した選手団に贈る「技能五輪・ア
ビリンピックあいち大会2014推進協議会会長賞」を獲得する
ことができました。
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　　南海トラフ巨大地震に備え命と
　　暮らしを守る愛知づくりについて

　まず、提言の柱の1番目として掲げた、「南海トラフ巨大地震に備え
命と暮らしを守る愛知づくり」についてです。
　5つの対策の柱は、①命を守る、②生活を守る、③社会機能を守る、
④迅速な復旧・復興をめざす、⑤防災力を高める　となっており、今回
は、第一の柱である「命を守る」対策に関連して、お尋ねします。

（1）家具の固定化促進について
家具の固定化の促進は、命を守る取り組みとして最優先に進めていた
だきたいと考えますが、県として、どのように取り組んでいかれるのか、
あわせて、民間住宅や民間建築物の耐震化について、今後、どのよう
に進めていくつもりか、お伺いします。

　家具固定器具の取付支援や家具の固定化に関する県民の皆様からの相談
体制など推進策の具体的な検討を行い、より一層家具の固定化を促進し、
さらに、不特定多数が利用する大規模建築物の耐震改修や本県が指定した
避難路の沿道建築物の耐震診断への補助も開始し、耐震化の促進に努めて
まいります。

（2）帰宅困難者について
県として、今回の訓練での課題についてどのように整理し、今後の帰
宅困難者対策に活かしていくのか、知事のお考えをお伺いします。

　いかにして安全な避難誘導をするのかといった課題を基に策定した「帰宅
困難者等支援対策実施要領」を整理し、しっかりと取り組んでまいります。

（3）第3次あいち地震対策
　　　アクションプランについて

県として、第3次アクション
プランの中で、県民一人ひと
りの防災意識を高める対策と
して、どのような取り組みを
進めていかれるのか、お伺い
します。

　第3次アクションプランでは、「防災・減災の主流化・日常化を進め、防
災協働社会を構築する」ことを位置づけ、あいち防災フェスタの開催や防災
訓練の実施などに、積極的に取り組むこととしております。

　　安心・安全で持続可能な
　　地域づくりについて

　2番目は、「安心・安全で持続可能な地域づくり」についてであります。

（1）社会基盤の整備について
まず、道路の老朽化対策についてお尋ねします。
9月29日に開催された第2回の愛知県メンテナンス会議では、平成
30年度までの5年間の橋梁やトンネル等の点検計画案をとりまとめら
れるとのことです。
そこで、道路の老朽化対策を進めていく上で、市町村が実施する点検・
診断の発注事務を県がとりまとめ役となって、地域一括発注を実施す
ることが重要と考えますが、市町村の人材不足・技術力向上という課
題もある中、県としてどのように取り組んでいかれるのか、お伺いし
ます。

　「愛知県道路メンテナンス会議」を設置して、複数の市町村が地域単位で点
検・診断の業務を一括発注する仕組みについて検討を行っているところであ
ります。

（2）犯罪への対応強化について
次に、犯罪への対応強化について、お尋ねします。
愛知県では、平成24年3月に策定した「あいち地域安全戦略2015」
において、県民総ぐるみ運動を展開し、刑法犯認知件数を平成27年ま
でに10万件以下とすることを目標に、各種防犯対策に取り組んできま
した。そうした中、平成25年の刑法犯認知件数は約9万7,000件と
なり、戦略の目標を2年前倒しで達成することができました。
そこで、これまでの戦略における取り組みの成果をどのように捉え、
新たな戦略において、どのような対策を重点として策定していくのか、
知事のお考えをお伺いします。

　本県では、県民総ぐるみでの各種活動を通じた防犯意識の高揚や地域の防
犯力の向上に取り組んでまいりました。今後は、地域の防犯力を高め、住宅
対象侵入盗と自動車盗について初めて個別に目標値を設定し、急増している
振り込め詐欺、児童虐待防止、ストーカー・ドメスティックバイオレンス対
策を新たに戦略に位置づけ、さらに危険ドラッグなどの薬物乱用防止対策等
も強力に推進します。

　　産業育成・経済の好循環で元気な
　　愛知づくりについて

　3番目は、「産業育成・経済の好循環で元気な愛知づくり」に関連して、
本県が引き続き、成長・発展していくためには、その中核を担う中小企
業の経営基盤を強化する支援が必要であると考えております。

（1）産業空洞化対策減税基金に基づく補助制度
補助制度創設から3年間の補助実績、なかでも中小企業への支援の具
体的な成果と、愛知の産業経済のさらなる活性化に向けて、来年度以
降の企業誘致、研究開発支援の取り組み方針について、どのように考
えておられるのか、知事のご所見をお伺いします。

　本県では、これまで企業立地の分野で106件を採択し、総投資額2,262
億円、24,000名余の常用雇用者が維持・創出される効果をあげております。
とりわけ、市町村と連携して再投資を支援する「新あいち創造産業立地補助
金Aタイプ」においては、9割以上が中小企業となっております。「日本の成
長をリードする産業の革新・創造拠点」の実現を目指して、新しい愛知づく
りに取り組んでまいります。

　　誰もが活き活きと活躍できる
　　社会づくりについて

　4番目は、「誰もが活き活きと活躍できる社会づくり」についてであり
ます。まず、次世代を担う人材の育成について、お尋ねします。

（1）次世代を担う人材の育成について
愛知の次世代を担うモノづくり人材
の育成について、子どもから若者ま
で、世代別に職業教育の充実・強化
を図っていく必要があると考えます
が、知事のご所見をお伺いします。
また、平成28年4月に開校する愛
知総合工科高等学校では、モノづく
り現場で実践的に役立つ人材を育成
するために、どのような取り組みを進めていくつもりか、お伺いします。

民主党愛知県議員団は、9月議会閉会日の10月10
日、平成27年度当初予算編成に向けて、県政の最重
点施策8分野39項目にわたる提言を知事に行いま
した。今回は、その提言を念頭に佐波和則が代表質
問いたしました。

平成26年12月定例県議会
代表質問・知事答弁

1
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　本県産業が競争力を高め、さらに発展し
ていくためには、「人」こそが最大の財産
であると認識しており、「あいちビジョン
2020」においても、人づくりを重要施策の
柱の一つとして掲げ、取り組みを進めている
ところであります。今後は、キャリア教育へ
の企業の参画の促進、愛知総合工科高等学校
や高等技術専門校における専門的かつ実践的
な教育・職業訓練の推進など、本県のモノづ
くりの発展に必要な人材を育成してまいりたいと考えております。

（2）ワーク・ライフ・バランスの推進について
ワーク・ライフ・バランスの推進についてお尋ねします。
女性が社会で活躍していくためには、仕事と生活の両立が不可欠であ
り、本県では女性の活躍促進の一環として、ワーク・ライフ・バラン
スの推進を掲げ、仕事と生活の両立支援を促進する取り組みを進めて
います。そこで、企業のイクメンの現状と課題について、どのように
認識し、今後、どのように育児参加を促進していかれるのか、知事の
お考えをお伺いします。

　県内企業で働く男性の育児休業取得率は1％台半ばの低水準で推移し、男
性の育児参加は進んでいないのが現状です。働く男性本人をはじめ、企業や
県民の意識・行動を変えていく必要があり、活き活きと働き続けられる職場
環境づくりを進め本年8月に「あいちイクメン応援会議」を設置し、川柳の
募集や企業表彰の新設、県内各地でのキャンペーン活動などを展開してまい
りました。また、保育所待機児童解消を目指し、保育の質を確保しつつ、多
様な保育サービスの拡充についてしっかりと位置づけ、子育て支援策の充
実・強化に取り組んでまいります。

　　誰もが健康で元気に暮らせる
　　社会づくりについて

　5番目は、「誰もが健康で元気に暮らせる社会づくり」についてであり
ます。まず、勤務医不足対策について、お尋ねします。

（1）勤務医・看護師不足対策について
平成26年6月末現在、県内322病院中20.5％に当たる66病院で医
師不足を原因とした診療制限が行われており、依然として厳しい状況
が続いています。
今後も、すべての地域において、安心・安全な医療が継続して提供さ
れるよう、実効性のある医師確保対策をどのように進めていかれるつ
もりか、知事のお考えをお伺いします。
次に、看護師不足対策について、お尋ねします。
看護師につきましては、平成22年12月に策定した愛知県看護職員受
給見通しによれば、平成26年時点での需要数は73,321人、供給数は
71,734人で、1,587人が不足するという状況であります。
そこで、県として、今後ますます需要が高まると予測される看護師の
確保に向けて、どのような対策を講じられるつもりか、知事のお考え
をお伺いします。

　医師につきましては、当面の勤務医不足の影響を最小限にするための取り
組みとして、特に医師不足が深刻な診療領域について、学生や若手医師を対
象に専門医育成のための教育を行うとともに、医療機関への医師派遣を行っ
ております。
　看護師につきましては、医療の高度化や高齢者人口の増加により、医療・
介護の現場における看護職員の需要はますます高まると思われます。そこで、
本県は「看護職員の養成」、「再就業支援と離職防止」などを柱とした看護師
の確保対策を実施しております。今後も、医療従事者の確保対策に全力で取

り組み、県民の皆様に安心・安全な医療を継続して提供してまいりたいと考
えております。

　　未来へつなぐ環境先進県
　　づくりについて

　6番目は、「未来へつなぐ環境先進県づくり」についてであります。
　まず、本県の生物多様性戦略について、お尋ねします。

（1）生物多様性戦略について
2010年10月、愛知・名古屋で、生物多様性条約第10回締約国会議、
いわゆるCOP10が開催されました。
来年度でCOP10開催から5年目となりますが、これまで「愛知目標」
の達成に向け、生物多様性保全の取り組みをどのように進めてこられ
たのか、また、その課題について、知事のお考えをお伺いします。

　本県では、昨年策定した「あいち生物多様性戦略2020」に基づき、生
きものの生息空間をつなぐ「生態系ネットワーク」の形成を進めております。
これまでに、県内6地域において、延べ約150の企業、NPO、大学、自治
体などが活動に参加されております。今後、こうした取り組みを県全域に広
げ、根付かせながら末永く続けていくことが課題であると考えております。

（2）全国都市緑化あいちフェアについて
本県の花き産出額は、昭和37年以来全国一を続けており、花き産業の
一層の推進を図ることは、本県の元気な産業・地域づくりに欠かせな
いものであります。そこで、県は、全国一の花の生産県であることや、
これまでの「あいち花フェスタ」の実績も踏まえて、どのように「全国
都市緑化あいちフェア」を開催していくのか、知事のお考えをお伺いし
ます。

　県内の小中学校による花壇のデザインや県民の皆様によるコンテナ花壇の
展示など、幅広く会場づくりに参加いただき、あいち花フェスタで培った県
民参加の取り組みを一層深めてまいります。さらに、地元自治体や経済界の
方々にも参加をいただき、地域全体でフェアを盛り上げ、花と緑のある暮ら
しのすばらしさを広めてまいりたいと考えております。

　　未来に責任を負う
　　行政づくりについて

　最後に、提言の柱の「未来に責任を負う行政づくり」に関連して、現
在策定作業を進めておられる「あいちビジョン2020」に位置づけた政
策を着実に推進していくためにも、様々な課題に対応できる人材を効果
的に育成していかなければなりません。

（1）次期行革大綱について
行政サービスを担う要である職員の
人材育成について、次期行革大綱期
間を通じて、どのように取り組んで
いかれるのか、知事のお考えをお伺
いします。

　職員育成の指針である「あいち人材育
成ビジョン」に基づく計画的な育成に加
え、今後は、さらに仕事を通じた人材育
成の取り組みを全ての職員が担うことで、「人づくり」に積極的な組織風土を
目指すとともに、外部機関への派遣制度を活用した能力の向上、活躍がます
ます期待される女性職員のキャリア支援などにより効果的な育成に努めてま
いります。
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個別事業

減災目標

アクション項目 (243)

対策の柱 (5)
対策ターゲット (36)

目標（理念）
「地震から県民の生命・財産を守る

　　　　　　　　　強靭な県土づくり」

１．命を守る 
２．生活を守る
３．社会機能を守る
４．迅速な復旧・復興を目指す
５．防災力を高める

施策体系
具体目標 (17)

概念図

※（　）内は各表題の項目数

第3次あいち地震対策アクションプランの

◆目標（理念）
　地震から県民の生命・財産を守る強靭な県土づくり

◆減災目標
　本県被害予測調査結果（過去地震最大モデルの想定）に対して「減
災目標」を設定

死者数 約6,400人→　　
　　約1,200人 （約8割減）

建物の全壊・焼失棟数 約94,000棟→　　
　　約47,000棟 （約5割減）

◆具体目標
　目標（理念）及び減災目標を達成するための個別の具体目標を設定
　・住宅の耐震化率　85％　→　95％（平成32年度まで）
　・家具の固定率　　56％　→　65％　　等17項目

◆施策体系
　5つの対策の柱　36の対策ターゲット　243のアクション項目

◆重点的に取り組む事項
　東日本大震災の教訓及び本県被害予測調査の結果等を踏まえ、4つ
の視点により18の重点的に取り組む事項を設定し、243のアクショ
ン項目のうち、目標（理念）を達成するために特に重要な69のアク
ション項目を位置付け

◆対策の実施による減災効果
　第3次アクションプランの対策の実施で見込まれ
る減災効果により減災目標を達成

見込まれる減災効果

・�建物の耐震化による全壊棟数（揺れ）及び死者数（建
物倒壊等）の減少
・�建物の耐震化による死者数（浸水・津波からの自力
脱出困難）の減少
・�家具等の転倒・落下防止対策の実施による死者数
（屋内収容物移動等）の減少
・�避難の迅速化による死者数（浸水・津波からの逃げ
遅れ）の減少
・�災害危険度の高い地域からの移動（建替・移転等）
による全壊棟数及び死者数（各種要因）の減少　　

など

◆対策の実施による経済的な効果
　減災目標の達成により見込まれる、経済被害に対
する減災効果

想　定 減災目標の達成後

直接的経済被害 約13.86兆円 約8.95兆円

間接的経済被害 約3.00兆円 約2.22兆円

※�本県被害予測調査において定量的に想定された経済
被害に対する減災効果

目標及び施策体系 防災・減災対策の効果


