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県政活動報告

世話に
本年もお た！
なりまし

2016年の記録

◆◆◆◆◆◆◆◆◆

一般質問

佐波和則の質疑

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の強化・充実
企業への取り組み・支援とその成果について
県として周知啓発や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
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。

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
レスと判定した職員に対し外部の医師による面談等を実施します。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。

議案質疑

◆◆◆◆◆◆◆◆◆

下水道事業における汚泥処理について
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
平成 26 年度においては、県内 11 箇所の流
域下水道から発生した約 18 万 3 千トンの下
水汚泥の内、脱水汚泥のまま外部搬出する約
16％を建設資材、農業資材、炭化燃料とし
て活用しています。さらにバイオガスについ
て、汚泥を焼却する燃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。
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衣浦西部流域下水道における共同汚泥処理事業
の事業内容と事業効果について
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。
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。

今年度に策定された、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」において、目標達成に向けた取り組みについて質しました。

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、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。

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、県内各地での開催を検討していきます。

佐波和則

活 動 ダイジェスト
基幹労連愛知県本部議員団研修会＆総会

東海市消防出初式
1 月 10 日（日）、暖かさを感じる天候のもと、新春の訪れを告げる東海
市消防出初式が、東海市中央町の大池公園多目的広場で開催されました。
当日は、消防職員ならびに消防団員、市内各事業所の自営消防隊、少年消
防クラブなどが集い、消防車両の行進や一斉放水などが行われ、今年一年
の無火災・無災害を、みんなで誓い合いました。日頃から、昼夜を問わず、
訓練や献身的にご活躍されていることに対
して、敬意と感謝を申し上げました。また、
市民の皆さんお一人おひとりが、災害に対
する備えをしっかり行っていただくことも
重要だと思っています。
引き続き、地域の安心・安全のために、
ご尽力を賜りますよう宜しくお願いします。

歓迎レセプション

全国安全週間

5 月 26 日（木）、名古屋観光ホテルで行われました、伊勢志摩サミット
のアウトリーチ会合（拡大会合）に参加されるアジア・アフリカ七カ国と
国際関係機関の首脳の皆さまを歓迎する式典に出席しました。
会場では、燃料電池自動車「MIRAI」・ロ
ボット・金シャチなどの展示をはじめ、有松
絞りの着付け体験コーナーなども設けられ、
愛知・名古屋の伝統文化やものづくりの技
が披露された他、きしめんなどの「名古屋め
し」も用意され、各国の皆さまにおもてなし
が行われました。貴重な体験をさせていただ
くとともに、愛知・名古屋の素晴らしさを、
あらためて実感できる機会となりました。

振興環境委員会 県内調査

補正予算案や条例関係議案を審議、可決
した 9 月定例愛知県議会は、9 月 21 日か
ら 10 月 14 日まで開かれ、最終日には恒例
となった街頭愛知県政報告会（尾張ブロッ
ク）を名鉄西春駅で行いました。県政を取
り巻く状況をはじめ、9 月議会での一般質
問や委員会での議論などを中心に参加議員
によるリレー街宣を行い、道行く方々に「あ
いち県政レポート」をお配りいたしました。
快く受け取っていただける方もお見えにな
り、引き続き、しっかりと活動を継続して
まいります。

さば和則公式サイト

全国安全週間（7 月 1 日から 7 日）の初日に、出身組織である新日鐵住
金名古屋労働組合の安全呼び掛けが行われ、職場内での無事故、無災害や
交通事故防止に向けた啓発活動として、出勤される方々に声掛けをさせて
いただきました。今年で 89 回目を迎えたこの活動の甲斐もあり、労働災
害は長期的に減少し、平成 27 年は統計開始以来、初めて年間の死亡者数
が 1,000 人を下回りました。
現場で働かれている方々にとって、梅雨時は
体調不良を起こしやすく、注意力が散漫になる
など、辛く厳しい時期となりますが、安全最優
先を徹底していただくともに、お互いに気配り
や思いやりを持って、災害のない明るい職場を
継続していただくことを願っております。

振興環境委員会 県外調査（札幌）

8 月 17 日（水）、出光興産（株）愛知製油所ならびに日本ガイシ（株）小
牧事業所にお邪魔いたしました。出光興産愛知製油所では、創業当初から
企業緑地の整備に取り組まれ、本年 3 月に、「社会・環境貢献緑地評価シ
ステム」の最高ランクに認定されました。今回は、企業緑地内における生
態系ネットワーク形成の取り組みを中心に調査をさせ
ていただき、よい勉強の機会となりました。
日本ガイシ小牧事業所は、大容量電力貯蔵システム
「NAS（ナス）電池」の実用化に世界で初めて成功され、
平成 27 年に「2015 愛知環境賞金賞」を受賞されまし
た。「NAS 電池」の特徴や今後の展開などについてお
伺いするとともに、工場見学をさせていただきました。
今後、本県が取り組む環境施策に活かしてまいります。

街頭愛知県政報告会

2 月 17 日（水）、愛知県議会議事堂会議室において開催いたしました。
私は会の代表を務めております。2060 年に 1 億人程度の人口を確保する
とした、国の長期ビジョンと総合戦略を踏まえ、愛知県の 2060 年までの
人口ビジョンとその実現に向けた 5 年間（2015 から 2019 年度）の総合
戦略について、担当部局から説明をしていただきました。
「産業を強くし、働く場をつくる」「地域の
魅力を磨き上げ、発信する」「結婚・出産・子
育ての希望をかなえる」「活力ある地域をつく
り、バランスある発展をめざす」の 4 つの視点
を重視して、施策の展開を図っていくことと
なり、将来像や目標をしっかりと共有しなが
ら取り組んでいくことが重要だと感じました。

9 月 8 日（木）、札幌市役所にお邪魔し、観光やまちづくりに関してお話
を伺いました。札幌市では、観光まちづくりプランを策定し、観光イベン
トの魅力アップ、集客交流拠点の魅力アップ、MICE 誘致の推進、外国人
観光誘致の推進を重点施策に掲げ、取り組みが行われています。
特に、観光客誘致の推進については、旅行博への出展やセミナー・商談
会の開催、旅行関係者やメディア関係者の招請事業などの情報発信に加え、
外国人の受け入れ環境整備、情報の多言語対応、Wi-FI の整備や事業者へ
のムスリム対策支援を行われるなど、
様々な取り組みをお伺いし、とても
参考になりました。
今後の諸活動を通じて、本県の施
策にしっかりと活かしてまいります。

西知多道路の整備促進
11 月 21 日（月）、西知多道路推進協議会（会長：大村愛知県知事）の構
成団体の役員の方々とともに、国土交通大臣政務官ならびに財務大臣政務
官をはじめ関係部局への要望活動を行ってまいりました。
西知多道路によって新たに構築される道路ネットワークは物流や交流の
軸となることが期待されるとともに、災害時の緊急輸送道路として大変重
要な役割を担う道路であり、一刻も早い全線整備が必要不可欠であります。
今回は、国による未事業化区間の早期事業化や国の事業区間である東海
JCT 部の早期整備、県事業区間の整備における予算措置などについて思い
を伝えさせていただきました。
引き続き、大きな目標である 2027 年度完成に
向けて、地域が一丸となって取り組んでいかなけれ
ばなりません。
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