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世話に
本年もお た！
なりまし

県政活動報告

2015年の記録

◆◆◆◆◆◆◆◆◆

佐波和則の質疑

◆◆◆◆◆◆◆◆◆

本会議 議案質疑
平成 27 年度予算案において議案質疑を行
いました。終戦 70 年の節目の年となる平
成 27 年夏に、愛知県庁大津橋分室 1 階（中
区丸の内三丁目）に、「愛知・名古屋 戦
争に関する資料館（仮称）」が開設されま
す。私は、戦争体験の風化が憂慮される中、
県民の皆様から寄贈された戦争に関する
資料を適切に保存・整理し、これらの資
料の展示を通じて戦争の教訓を次の世代
に伝えていくという、「戦争に関する資料
館」の役割は非常に重要であると思い質問
しました。

展示の方法や内容について
県民の戦争体験と戦争に関わる地域史の 2
つを軸とする地域性を重視した展示。県
民の皆様から寄贈いただいた 7,500 点の
資料を定期的に入れ替え、常時 200
点から 300 点を展示。子ども用の
展示資料の説明文も準備する。

愛知・名古屋
戦争に関する資料館（仮称）
観覧料 無料。
月・火曜日（月・火曜日
休館日 が祝日の場合開館）、年
末年始

広報・PR、運用面での
工夫について
マスコミへのパブリシ
ティー活動を行うことで、
新聞、テレビ、ラジオ等
で報道されるように取り
組 む。7 月 中 旬 の オ ー プ
ニング式典は、多くのメ
ディアに取り上げていただき、夏休み期
間中の来館者の増加につながる工夫をし
ていく。オープン直後の夏休み期間中は、
休館日を設けず無休で運営する。小中学
校向けの団体鑑賞プログラムを用意
し、総合学習等で活用していただく
よう、県内小中学校に働きかける。

建設委員会質疑
愛知県発注の建設工事でのリサイクル製品の積極
的な活用を目的とした「愛知県リサイクル資材評
価制度」（通称：あいくる制度）が平成 14 年度に
スタートし、この間、公共工事におけるリサイク
ル資材の認識も広がり、あいくる制度は循環型社
会の形成のひとつとして推進役を果たしていると
感じ、認定や利用状況などについて質しました。

あいくる材の認定・利用状況、
制度の成果について


制定初年度：17 品目、328 件
現
在：26 品目、1,488 件
平成 25 年度、県工事において約 49 億円を使用。
あいくる材に含まれる再生資源約 45 万 4
千トン（県内で埋立て処分される産業廃棄
物を約 4 割削減）。
認定資材数

あいくる制度の利用拡大に
ついて
県内の約 9 割の市町村が制度を利用し、民間工事
では、舗装工事に使われるアスファルト混
合物は、県発注工事の約 1.4 倍、舗装の基
盤に利用される再生路盤材は約 4 倍が利用。

新たなリサイクル製品の
基準策定の取り組みについて
新たな評価基準の策定にあたっては、県発注工事
において利用が見込まれるか、また、品質性能・
環境安全性能が確保されているか等の検討を行い、
学識経験者を交えた「愛知県リサイクル資材評価
委員会」で詳細検討し、必要に応じ試験施工によ
る検証などを実施。
手順を申請者に理解していただくために、プロセ
スを示した「愛知県リサイクル資材新評価
基準検討要綱」を策定し、手続きを明確化
した。

佐波和則
調査期間

県 外 調査報告

平成 27 年 8 月 31 日（月）〜 9 月 2 日（水） 北海道・神奈川 名古屋港管理組合行政調査

小樽港

小樽港では国際旅客ふ頭としての機
能整備などを目指した第 3 号ふ頭およ
び周辺再開発計画が平成 26 年 6 月に作
成され、新たな魅力の創出や中心市街
地の活性化が期待されております。
特に、客船誘致促進や広告宣伝はも
とより、客船寄港時における接岸ふ頭
での出迎えやお見送り、観光案内、物
産販売、イベント等の開催などきめ細
かな受入体制
は、名古屋港
管理組合の今
後の取り組み
において参考
となりました。

調査期間

札幌円山動物園

札幌円山動物
園では市民から
愛され、希少な
種をまもる「ノ
アの箱舟」とし
ての動物園への
再生を目指した取り組みが進められています。
平成 27 年から新しい制度として開始された、
「さっぽろ円山動物園サポートクラブ」
。市民の
皆さまから集めた寄付金（500 円／ 1口）を、
動物たちの住むところに木を植えたり、エサ
を買うなど、わかりやすい形で使用します。
動物園と市民の皆さまが一緒になって動物
の夢をかなえる、素晴らしい取り組みと強く
感じました。

横浜港では増大するコンテナ貨物と客船の大型化に対応
するため整備が進められている、南本牧ふ頭 MC-3コンテ
ナターミナルについて、概要説明を伺うとともに現地調査を
させていただきました。MC-3コンテナターミナルは、世界
最大級のコンテナ船にも対応できる国内唯一の大水深・高
規格ターミナルであり、面積は 22.5ha、岸壁水深18m（国
内最大）
、コンテナ蔵置能力13,300TEU（20フィートコ
ン テ ナ1個 分 が1TEU）
、コ
ンテナクレーンの 4 基設置な
ど、超大型船への対応につい
て、スピード感を持って取り
組まれている姿を拝見し、力
強さを肌で感じました。今回
の調査で学んだことを、今後
の活動に活かしてまいります。

平成 27 年 9 月 7 日（月）〜 9 日（水） 愛媛・高知 警察委員会県外調査

自転車の安全対策（愛媛県警察）

愛媛県警察では自転車の交通安全対策に
取り組んでおり、施策の概要や機動隊の技
術を活用した社会奉仕活動について伺って
まいりました。
平成 25 年 3 月に「愛媛県自転車の安全な
利用の促進に関する条例」が全国で三番目
に制定され、警察本部に「バイシクルユニッ
ト」を編成しました。街頭や各種イベントに
おいて自転車利用者に対する指導や啓発活
動を行った結果、自転車の安全利用が推進
され自転車事故は約 2 割減少したとお聞き
しました。
愛知県においても、自転車関連の事故が
全交通事故の
約 2 割を占めて
おり、引き続き
安全対策に取り
組んでいかなけ
ればなりません。

調査期間

横浜港

「サイクリングしまなみ」警備体制

日本最大級の国際サイクリング大会である「サイ
クリングしまなみ」
。大会の交通規制など警察関係
者は299 人、車両等128 台の体制、主催者関係者
は1,593 人で行われました。具体的には、今治IC
から因島北IC 約 46km 全面通行止めによる交通規
制、広報対策、参加者の管理、安全施設の整備（県
警横断歩道）など事前対応から大会当日に至るまで、
きめ細かな対応によって無事に終えられたと感じま
した。
平成 30 年に今回と同規模大会（約8,000 人）
、
平成 28 年にはプレ大会（約3,000 人規模）が計画
されており、楽しみにされている方も多いのではな
いでしょうか。
今回の経
験を活かされ、
素晴らしい大
会となります
ことを期待し
ております。

大規模災害における警察活動（高知県警察）

大規模災害発生時における警察活動および津波
避難施設としての機能を備えた警察施設の整備状
況について、高知県警察に概要を伺うとともに現
地調査をしてまいりました。
災害対処能力に優れた人材育成、警察の機動力
確保、地域防災力の強化を取り組みのポイントと
して各施策を推進しており、人や装備資機材に対
する施策、施設に対する施策を計画的に進めてい
くことが必要だと痛感いたしました。
また、高知東警察署では、この管内にある津波
避難施設としての機能を備えた三里交番や装備資
機材のひとつであるFRP 製三分割ボートの組立を
視察し、命を守る
ためにみんなで備
える大切さをあら
ためて強く感じま
した。今後の議会
活動へ活かしてま
いります。

平成 27 年 10 月 21 日（水）〜 22 日（木） 岡山

人口ビジョン及び総合戦略

10 月21日（水）
、岡山県庁において岡山県
人口ビジョン及びおかやま総合戦略について
伺ってまいりました。岡山県の人口は、2005
年の約196 万人をピークに減少し、2040 年
には約161万人になると推計されています。
温暖な気候と自然に恵まれていることに加え、
比較的地震災害発生リスクが低い地域であり、
豊かな伝統文化、高い医療水準も相まって、暮
らしやすさが高く評価されており、移住先とし
て大きく注目されていると伺いました。
人口減少問題の克服と持続的発展の実現に向
けては、市町村との
情報共有や緊密な連
携、積極的な情報発
信により、より実効
性のある取り組みを
展開していくことが
大切と感じました。

岡山 ESD プロジェクト

10 月21日（水）
、
「岡山ESD（持続可
能な開発のための
教育）プロジェクト
2015-2019」の取
り組みについて伺っ
てまいりました。
岡山市内全小中学校での取り組みや企業の
ESD の取り組みを進めるなど、様々な組織
と8 つの取り組みを協働で進め、将来の岡山
とユネスコの ESD 推進計画「グローバルアク
ションプログラム」を踏まえ、考え、行動する
人が集う地域をめざしていると伺い、取り組
みに対する力強さを感じました。あらゆる世
代で学び、よりよい地域づくりに取り組む人
の輪や、未来のことを考えて行動する人づく
りなど、広がりを持った取り組みの大切さを
考えさせていただく良い機会となりました。

さば和則公式サイト

環境モデル都市 西粟倉村

10 月22日（木）
、環境モデル都市（全国 23 都市）
に選定されております、岡山県西粟倉村（人口1,525
人）にお邪魔し、取り組み内容をお伺いするとともに、
現地視察をさせていただきました。
西粟倉村は、
「百年の森林事業」の継続を通じて、
地域資源の活用による再生エネルギーを積極的に導
入されています。また、EV（電気自動車）の村内普
及や省エネの推進にも取り組まれています。
現地においては、小水力発電設備と木質バイオ
マスの熱利用設備である薪ボイラーを見学しました。
薪ボイラーは、薪を使用することにより、灯油の使
用量が減るとともに、間伐未利用材を活用すること
ができ、資源を地域内で循環
できる地球にやさしい施設で
あります。大切な自然の恵み
を大切な人たちと分かち合
える上質な田舎へ、西粟倉
村のご発展を願っております。

http://www.saba-3839.jp

