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郵 便

No.2
ほど良い緊張感の中、本議会で初質問に立つ
日頃は、県政ならびに私の諸活動に対しまして、ご理解とご協力
を賜り感謝申しあげます。
先の東日本大震災による地震災害とともに、台風 12 号及び 15
号により全国的に甚大な被害を受けたところであり、自然災害の恐
ろしさと日頃からの備えの大切さを、改めて心に刻んだところであ
ります。
9 月定例議会は、9 月 20 日〜 10 月 13 日の会期で開催されまし
た。大村知事公約である「中京都構想」
、
「県民税 10% 減税」等に
関する条例案は提出されず、国の第 2 次補正予算関連事業をはじめ

とする補正予算を中心に審議し、本議会
に提出された 24 議案すべてを可決しま
した。また、愛知県議会として、依然と
して戦後最高の円高水準にあることを踏
まえ「超円高の是正に向けた意見書」を
本会議初日に採択し、国に提出しました。 一般質問をする佐波和則
なお、一般質問は 21 名が質問に立ち、私は民主党議員団のトッ
プバッターとして、電力・エネルギー問題に関する諸課題への対応
について、知事ならびに県の考え方を質しました。

会報告

議
平成 23 年 9 月定例愛知県
議会日程

提出議案結果
 本議会に提案された議案は、補正予算関係 2 件、条例関係 5 件、
その他 17 件、意見書 7 件を審議し、全てを採択。

知事提案説明骨子

特定財源

総額 102 億円（補正後一般会計予算：2 兆 2,779 億円）

一般財源

合 計

国の第 2 次補正予算
関連
歳 出

9 月 20 日開会後、26 日代表質問（3 会派）、27 日〜 29 日一般
質問（3 日間、21 名）、10 月 3 日〜 6 日の常任委員会を経て、13
日に閉会。

歳 入

● 報告者：佐波和則

9 月補正予算内容

円高緊急対策事業費

地域医療再生基金事
業費

道路・街路事業費
河川・海岸事業費

その他

合 計

59 億円 国庫支出金（23 億円）
、県債（30 億円）等

43 億円 地方交付税（42 億円）等

102 億円

43 億円

被災者生活再建支援基金支出金
放射能測定設備費
（固定及び携帯型測定装置）

2 億円 あいち中小企業円高対応支援基金補助金他
15 億円 新規積立金
23 億円 交通安全施設等整備事業費
10 億円 中小河川改良費

9 億円 急傾斜地崩壊対策事業費他

102 億円

○防災対策の推進…風水害対策の充実とともに、地震防災対策の充 ※放射能測定：固定型測定装置（一宮市・設楽町各 1 台）、携帯型
実強化にも取り組んで行く。10 月 29 日、三連動地震及び大津波
測定装置（3 台）を新たに設置し既存装置と合せて県下の放射能
を想定した防災訓練を南知多町で実施。
の監視を行っていきます。
○経 済情勢等…景気は生産や輸出の回復により持ち直し。しかし、
愛知県議会として全会一致で
電力供給の制約、原子力災害の影響、海外景気の減速、さらに、
『超円高の是正に向けた意見書』
を国に提出！！
行き過ぎた円高が続けば、産業の空洞化が進み、経済活力や雇用
  震災前から続く円高は、欧米の財政不安や世界経済の減速の
が失われることが強く懸念される。
影響により、企業の想定レートを大きく上回る水準となってお
○大都市地域の自立に向けて…大都市地域の自立的な地域経営を可
り、国際競争力の低下や産業の空洞化による国内雇用の喪失を
能とする新しい国のかたちを創っていくことが必要。愛知・名古
招くものと危惧されている。
屋における中京都構想について議論を重ね、停滞している地方分
 政府及び日銀においては、「円高対応緊急パッケージ」に基づ
権議論の加速、大都市地域の自立に向けて積極的に取り組む。
き対策を講じたところであるが、経済の基礎的条件を反映しな
○財政見通し等…県税収入は、企業の想定レートを遥かに超える円
い超円高の是正に向けて、万全の対策を早期に講じられるよう
高が続いており、引き続き厳しい税収状況が続く。第五次行革大
強く要望する。（意見書抜粋）
綱をさらに深堀りして、取り組みを具体化・加速・拡大していく。

平成 23 年 9 月議会佐波和則一般質問抜粋

一般質問の初日（9 月 27 日）、東日本大震災や浜岡原発停止に関わる電力・エネルギー問題などを取り
上げました。まず、中部電力の電源構成比率は火力が高く、原子力が低いなどの特徴を指摘し、電力供給
側と需要側の努力によって、電力使用制限に至らずに夏を乗り切ることができたことを評価、一方でモノ
づくり産業の競争力、節電に協力してきた側の課題提起等を行った上で今後の浜岡原発再稼働について質
問。また、再生可能エネルギーの比重を高め省エネを進めるエネルギー需給構成の抜本的改善に向けた取
り組みの重要性を強調し、知事ならびに県当局の考え方を質しました。

今夏の電力需給対策の成果と今後の課題について
今年の夏は、昨年より気温が低く、中
部電力における様々な対策、自動車産
業を中心とした休日シフト、企業の自
家発電の活用、県民皆様方の節電行動
といった地域一丸となった対応によって、結果的に
安定した電力供給が確保されたと考えている。この
冬の電力需給は厳しくなることが懸念される。動向
を把握しながら、県民生活、産業活動への支障を最
小限にする観点から、適切な対策を講じていきたい。

革新的エネルギー・環境戦略について
国において基軸となるエネルギー確保策が展開されること
を前提に、再生可能エネルギーの比重を高めながら、社会シ
ステム自体を省エネルギー型に転換していくことが必要で
あると考えている。同時に、エネルギー関連の技術革新・市
場拡大を地域の産業振興につなげることも重要な視点。

県のエネルギープロジェクトチームについて
中長期的な観点から、新エネルギー
の導入や省エネルギーの推進をさ
らに加速するための具体的な方策
の検討を進めるために設置した。
今後は、新エネルギーの導入促進、建設物等の省
エネ対策の推進、分散型の地域エネルギー・システムの構築の 3 つに特に
焦点をあて、具体的な取り組み方向について検討を進めていく。



原発の有様に対する基本的な考え方と
浜岡原発の再稼動について
浜岡原子力発電所に関し、安全対策を出来るだけ早
く完了していただくことが肝要であり、そのことを
強く求めていくが、国が原発の安全確保策をしっか

り再構築し、国及び中部電力が地元住民や関係自治体などに十分説明
し、理解を得ていくことが必要であると考えている。こうした状況を
踏まえながら、適切に対応していきたい。



災害拠点病院の自家発電設備等の
調査結果の受け止めとその対処について

災害時の医療確保に中心的な役
割を果たす県内 33 か所の災害
拠点病院を対象に調査した結果、
一定規模の自家発電設備が整備
されていました。しかし、自家発電装置によ
り対応できる医療機器、CT、MRI 等の診断機器などについて、各病
院の対応能力に大きな格差があった。今回の調査結果を踏まえ、災害
拠点病院連絡会議を開催し、議論を重ね対策を検討していく。

県内の医療機関の自家発電設備の整備について
災害拠点病院において、災害時に不可欠な医療機能を前
提とした 72 時間、3 日間程度の非常用電源を確保する
ことが当面の課題と考えている。新たな「愛知県地域医
療再生計画（案）」の中に、災害防災拠点病院における自
家発電設備の整備を助成する事業を盛り込んでおり、今後財源の確保
を図りながら、整備を推進していく。

医療機関のライフラインの確保について
本県としては、必要な物資、エネルギー等の量や内容に
ついて、病院関係者と協議しながら具体的な対応を検
討していきたい。医薬品につい
ては、各災害拠点病院の備蓄と
あわせて、東海・東南海連動型地震による想
定被害を前提に、災害発生時 2 日間の医療救
護活動に必要な医薬品及び衛生資材を備蓄し、
供給の確保を図っている。

産業振興・雇用対策特別委員会県外視察（9 月 5 日〜 6 日）
九州電力メガソーラ
大牟田発電所

九州シンクロトロン光研究センター

2004 年 4 月に廃止
さ れ た 港 発 電 所（ 石
炭火力）跡地を活用し、
当社初となる大規模太
陽光発電システムを採用
したメガソーラ大牟田発電所の
運転を昨年 11 月に運転開始。敷地面積は約 8
万㎡、最大出力 3,000kw で季節や時刻、天候
によって異なるものの、標準家庭における昼間
の年間電気使用量で約 2,200 戸分。広大な面
積が必要であるとともに電力コストも高いこと
は否めませんが、地球環境問題への対応、国産
エネルギーの活用の観点からも開発・導入を進
めることが必要。

名古屋高速 4 号東海線
木場〜東海ジャンクション
開通のお知らせ

本県の次世代モノづくり技術の創造、発信の拠
点となる「知の拠点」において整備の進むシン
クロトロン光利用施設と同様の施設。当セン
ターは、2006 年 2 月開所以来、シンクロトロ
ン放射光を用いた太陽電池材料、触媒材料、農
水産物などの分析解析法を提供し、イノベー
ション創出に貢献。県有ビームラインの利用件
数は 142 件、利用時間は 3,179 時間（2010
年 度 実 績 ）、
利用者所属
別では企業
が 50%。

（株）アルミス
植物工場
室内において、人工
の光を使用すること
で 天 候 に 左 右 さ れ ず、
しかも農薬を使用しない
安心で安全な野菜を栽培して
いる施設。今回は、廃校舎を利用し、3 教室（栽
培室：合計 200㎡）の植物工場を視察。栽培室・
育苗室合わせて 120㎡の広さで 3,840 株を栽
培。栽培室での育成は 15 日間が基本で月 2 回
の収穫が可能。主に葉物野菜で、非結球レタス、
サラダ菜、小松菜など 30 種類程度の栽培が可
能。斬新なアイディアを盛り込んだ多段式植物
工場。

名古屋高速道路公社が建設を進めてまいりました高速 4 号東海線

木場〜東海ジャンクション（JCT）間が、

平成 23 年 11 月 19 日（土）午後 3 時から開通する予定です。この開通により、伊勢湾岸自動車道や西知多産
業道路とつながり、名古屋都心と名古屋市南部、東海、知多方面とのアクセスが一層向上し利便性が高まります。

