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〜新年度に向けて、決意新たに！〜
2 月定例議会は、2 月 22 日〜 3 月 25 日ま
で 33 日間の会期で開かれ、総額 2 兆 5,249
億円余の平成 28 年度一般会計予算案や愛知
県公契約条例ならびに愛知県議会議員選挙に
おける選挙公報の発行に関する条例案の制定
などを審議し、全議案を可決いたしました。
本 県 は 日 本 一 の Technology（ 技 術 ）と
Tradition（伝統）を誇る我が国の中心地、ま
さに Heart of JAPAN であり、日本の未来
を創るプロジェクトを日本一元気な愛知が牽

引し、愛知の強みを進化させていく必要があ
ります。平成 28 年度当初予算について知事
は、日本一の「産業力」をさらに強くするこ
とで、働く場をつくり、人を呼び込み、そして、
若者・女性・子ども・高齢者・障がい者・外
国人など、全ての人が輝く愛知をつくるとの
思いを持って予算編成し、時代の変化を着実
に見通し、自由な発想で、かつ、果敢に「愛
知の未来へ挑戦」していきたいと述べられま
した。

平成28年度 主な事業
（単位：億円）

安心・安全なあいち

燃料電池自動車（FCV）の更なる普及
に向け、水素ステーションの整備を一
層促進します。また、MRJ の生産拠
点整備に伴い、県営名古屋空港の新駐
機場やあいち
航空ミュージ
ア ム（ 仮 称 ）
の整備を行い
ます。

広域的な防災活動拠点の確保に向けた木曽
三川下流域の拠点整備計画の策定、県有施
設の耐震対策として、吊り天井の脱落対策
の実施、消防団加入促進の取り組み支援を
行います。また、交通安全県民運動の展開
など交通事故死亡者数減少への取り組みも
行います。

世界に発信する中京大都市圏

農林水産費
704
総務費
752
警察費
1,661
建設費
1,849

少子高齢化への対応
子ども子育て支援新制度に基づき、認定こ
ども園、幼稚園、保育所の運営費補助とし
て給付費の一部を負担。放課後児童クラブ
は「小 1 の壁」の解消を図るため設置促進
を図ります。また、医療・介護サービスの
提供体制の改革を推進
するため、在宅医療の
充実、介護施設等の整
備、医療・介護従事者
の確保に向けた取り組
みを進めます。

小一の壁

2027 年のリニア中央新幹線開業に
向け、わかりやすい乗換空間の形成等
によるスーパーターミナル化の推進、
名古屋駅からの 40 分交通圏拡大、中
部国際空港の機能の強化の実現、航空
ネットワークの拡充と航空需要の一層
の拡大、空港・港湾へのアクセス道路
等、幹線道路ネットワークの整備を進
めます。

小一の壁

世界をリードする産業首都あいち

その他
4,657

教育費
5,723

予算総額
2兆5,249
（一般会計）

産業労働費
2,102

健康福祉費
4,039

公債費
3,757

観光あいちの推進
平成 32 年度までの 5 年間で来県者数 5,000
万人、うち外国人 400 万人を目標に、観光プ
ロモーション等を開催します。中部国際空港
の隣接地に 6 万 m2 の展示面積を持つ大規模
展示場を整備し、国際観光都市の魅力を一層
高めます。また、MICE 推進協議会を通して
誘致にも取り組みます。

一般
質問

3 月 2 日（水）、2 月定例愛知県議会において、メンタルヘルス対策の強化・充実ならびに下水道事業における汚
泥処理について質問を行いました。メンタルヘルス対策では、平成 27 年 12 月 1 日にスタートしたストレスチェッ
ク制度に伴い、産業医や保健師不足が深刻な状況にあることや、精神科医との連携について県としての対応を求
めました。下水汚泥については、県としてのバイオガスや固形燃料化等のエネルギー利用の推進に向けた取り組
み状況と今後の進め方について質しました。
一般質問の録画映像は、佐波和則オフィシャルサイト（www.saba-3839.jp）でご覧いただけます。

下水道事業における汚泥処理について

メンタルヘルス対策の強化・充実

下水汚泥の処理やエネルギー資源としての
活用における取り組み状況と展望について

企業への取り組み・支援とその成果について
県として具体的な対策内容や Q&A を掲載した冊子を作成し、労
働講座や各種セミナーにおいて周知啓発に努めています。また、
企業に対し具体的な助言・指導を行う産業医等の専門家を派遣
するとともに、情報提供資料の作成・配布や研修会の開催といっ
た取り組みの支援を行ってきました。メンタルヘルス対策を実施
する県内中小企業の割合は平成 25 年度には 67.3％（平成 22 年
度 47.8％）となっていて、徐々に浸透してきていると考え
ています。

ストレスチェック制度の今後の展開と
産業医・精神科医との連携について
努力義務とされている従業員 50 人未満の事業場を含め、ストレ
スチェック制度を積極的に PR していきます。そのために職場
のセミナーでは主なテーマをストレスチェックの実施方法とし
た上で、来年度新たに「心の健康経営支援フォーラム」を開催し、
中小企業経営者の意識向上を図っていきます。また産業医・精神
科医との協力についても、関係機関と連携を図りながら制
度の円滑な実施を目指し、取り組んでいきます。

県職員と県立学校の教職員における
ストレスチェック制度の実施について
県職員、県学校教職員ともに精神疾患による休職者の全体に占める
割合は0.5％程度となっています。県では全職員が調査票により受
検し、それをもとに産業医・保健師が高ストレス者の判定を行いま
す。高ストレスと判定された職員に対し外部の医師による面談等を
実施。またストレスチェックの結果を集計・分析し職場環境の改善
を図っていきます。教職員においては、ストレスチェックの結果、面
接指導対象となった教職員に対して学校医が面接を行った上で、
必要に応じて専門の医療機関等への受診につなげていきます。

平成 26 年度においては、県内
脱水汚泥
11 箇所の流域下水道から発生し
建設 農業 炭化
資材 資材 燃料
た 約 18 万 3 千 ト ン の 下 水 汚 泥
の内、脱水汚泥のまま外部搬出
下水汚泥
する約 16％を建設資材、農業
エネルギー
資材、炭化燃料として活用して
います。さらに下水汚泥のメタ 焼却する
発電
ン発酵により得られるバイオガ 燃料
スについて、汚泥を焼却する燃 バイオガス
料や発電に利用する計画であり、
現在施設を建設しています。下水処理場の規模や立地条件
に合わせ、エネルギー利用を積極的に推進していきます。

衣浦西部流域下水道における
東海・知多・常滑市との共同汚泥処理事業について
衣浦西部浄化センターでは 2 基の焼却炉の更新時期に合わせ 2 段
階で共同汚泥処理施設を建設する計画です。1 基目の完成を約 5
年後、2 基目は約 10 年後の稼働を予定しています。下水汚
泥の処理方法については、1 基目においては経済性から焼却
方式を採用しますが、2
基目に関しては今後の技
術開発の動向によって
検討していきます。また、
事業効果については、汚
泥を 1 箇所に集約して処
理することによりスケー
ルメリットが発生し、個
別に処理した場合と比べ
約 70 億円の削減ができ
ると試算しています。

本県の花き産出額は昭和 37 年以降、53 年連続全国一を誇っておりますが、一方で産出額自体は減少傾向にあり、県内の消
費も若年層ほど減少しています。こうした状況の中、今年度には、農林水産業県内総生産の全国シェアを 0.3％引き上げる
ことを主要目標とする「食と緑の基本計画 2020
（仮称）」がスタートします。目標達成に向けた取り組みについて質しました。

議案質疑

Q

目標達成に向けた花の需要拡大のための
取り組みについて

花の魅力を伝える花と緑のイベントの開催や、暮らしの中に花を
取り入れる「花いっぱい県民運動」を引き続き展開します。また、
国内の花の消費が、年末や母の日など特定の時期に集中す
る傾向が強いことから、男性から女性へ花を贈るフラワー
バレンタインなど、新たな花贈り文化の定着を支援・促進
していきます。さらに、海外見本市や商談会などへの出展
を支援し、国外需要の開拓にも取り組んでいきます。これ
らの取り組みを、「花の王国あいちパワーアッププロジェ
クト」として推進していきます。

Q

平成 29 年度以降の
イベント開催予定について

平成 28 年度の「あいち花フェスタ」の開催にあたっ
ては、海部地域の全市町村や JA、花き生産団体等
と実行委員会を組織して開催していきます。
平成 29 年度以降について
も、地域からの提案等を踏
まえ、県民参加型の花と緑
のイベントとして、県内各
地での開催を検討していき
ます。

