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　昨年3月に発生いたしました東日本大震災から約1年半が経過し、被災地
の復旧復興は国民すべての願いでありますが、その最大の障害となってい
るのが災害廃棄物の処理であります。
　こうした状況を受けて、本県においては岩手・宮城両県の災害廃棄物の受
入れを本年3月に表明し、県独自の受入れ基準を作成するとともに、県内3
ヶ所に新たな焼却施設等の整備に向けての調査を開始いたしましたが、「災
害がれき」発生量の見直しにより、可燃物については処理の見通しが付いた
事から、県内焼却施設の建設は中止する事となりました。
　しかしながら、不燃物の県内受入については、引き続き議論してまいりま
すので、皆様のご理解とご協力をお願い申しあげますとともに、景気動向に
ついては若干回復の兆しが見えてきておりますが、予断を許さない状況に
ありますので、産業空洞化対策等にも引き続き取り組んでまいりますので、
変わらぬご支援・ご指導をお願い申しあげます。

　6月議会・一般質問において、「愛知の子ども・子育て」と「リニアインパ
クトを活用した地域づくり」の大きくは2点に関する質問を行いましたので、
本頁と最終頁に分けてご紹介させていただきます。

　県としては、国基準より多く担当保育士を配置するため
の経費を県単独で助成するなどして、待機児童問題に取
り組んできたが、名古屋市を中心とする一部の市町にお
いては、保育ニーズの拡大には追いついていないのが現
状である。
　今年度については、本県独自で新たに「保育ママ」を
活用した事業所内保育施設について調査・研究を行い、
この成果も踏まえ、待機児童解消に向けた対策に今後も
しっかりと取り組んでいく。

　本県では、少子化対策の基本計画である「あいち　は
ぐみんプラン」に基づき、総合的な少子化対策に取り組
んでいるが、引き続きプランの
着実な推進に努めるとともに、
国において検討されている新た
な「子ども・子育て支援策」に
ついて、その動向を注視しなが
ら、子育て施策の充実を図って
いきたい。

「震災がれき」の受入れ
計画の見直しへ!!

24年度の所属委員会等

☆ 建設委員会
☆ 産業振興・雇用対策特別委員会

愛知県議会

☆ 政務調査会
☆ 地域振興環境・建設研究会（事務局長）
☆ 議会改革調査研究会（事務局長補佐）

民主党愛知県議員団

人口減少社会からの脱却に向けた「子育て支援」の充実を!!６月議会
一般質問①

　我が国は人口減少社会に突入しており、社会保障制度や経済活
動の崩壊は避けられない状況にある。従って、人口減少に歯止め
を掛ける事が重要であるが、待機児童問題など、子育て環境が整
備されているとは言い難い状況にあり、今後の県としての取り組
み方針を質すとともに、更なる子育て支援の充実を提言する。

質
問
の
狙
い

Q Q待機児童解消に向けた今後の取り組みは？ 地域特性に見合った本県独自の子育て支援策は？



　「震災がれき」受け入れ問題を中心に、5月臨時議会・6月定例議会において審議が行われ、自由
民主党より予算修正動議が提出・可決されたのを受けて、大村知事は審議をやり直す「再議」のた
めの7月臨時議会を招集し、議会内での激しい議論が行われました。

　被災地の災害廃棄物については、改めて発生推計量が公表され、全体量が減少し、その種類に
おいても特に可燃物が減った事や、被災地での焼却炉の設置が急ピッチで進み、広域処理におけ
る取り組みと併せて、可燃物を中心にその処理が進んでいる状況にある。
　県では、受け入れる災害廃棄物の種類について幅広に想定し、3ヶ所において、仮置場、焼却炉、
最終処分場を設置して処理を進める枠組みで検討
を進めている所であるが、こうした変化を的確に踏
まえた対応が必要であり、焼却炉については必要性
が薄れている可能性も考えられ、現時点で設置し
ない方向で検討を進めていきたいと考える。

Q1
Q1-1

災害廃棄物の受入れについて 補正予算内容  総額5.15億円（補正後一般会計予算：2兆2,551億円）
仮置場・焼却施設・最終処分場の新設について

　昨年は浜岡原子力発電所の停止を受け、自動車産業を中心に休日シフトも行われた中で、月曜日
から水曜日の1時から4時のピークカット、ピークシフトに集中して節電に取り組んだが、こうした休
日シフトは県民、企業の皆様方の負担が大きく、この夏は是非とも避けねばならないと考え、昨年秋
以降、中部電力に対して適切な設備投資や供給力の上積みなどによる安定供給を強く要請してきた。
　その結果、上越火力発電所の運転開始などにより、今夏は沖縄を除く9つの電力会社の中で、最も
安定した需給バランスとなったが、今夏の節電対策にあっては、定着した節電行動をベースに、我慢
する節電ではなく、電力を賢く使い長続きする省エネ社会づくりに繋げていくことが大切であり、県
のホームページを始め、「広報あいち」や広報番組、さらにはフェイスブックなど新たな媒体なども活用して、県民の皆様方に
幅広く節電対策の実施をお願いする。

Q2
Q2-1

電力危機への対応について
今夏の節電策について

　再生可能エネルギーは、地域の効率的なエネルギー利用やCO2削減対
策にも大きく貢献することから、本県では、今年2月に策定した「あいち地球
温暖化防止戦略2020」の中で、その利用拡大を重点施策に位置付けたとこ
ろである。
　特に、豊富な日射量を生かし、住宅用太陽光発電施設40万基導入を目指す
とともに、太陽光発電に関する最新技術の開発・実証や、固定価格買取制度
を活用した民間プロジェクトへの支援など、太陽光発電の導入拡大を積極
的に推進すると同時に、今後は太陽光に加え、県内にくまなく整備された農
業用水路等を活用した小水力発電などの他分野にも力を入れ、持続可能な
分散型エネルギーシステムの実現を目指していく。

Q2-2 再生可能エネルギーの活用について

Q1-2 県内における試験焼却について

代表質問する長江正成議員

答弁する大村知事

▲メガソーラーたけとよ全景（中部電力㈱HPより）

※可燃物については、可燃系混合物、プラスチック、畳、漁具・漁網等を含む。

木くず 可燃物 不燃物 合　計

岩手県※ 47→18   3→12   7→ 90 57→120

宮城県　 73→44 132→31 139→ 39 344→127

合　計 120→62 135→43 146→129 401→247

●広域処理必要量（万トン） （見直し前）→（見直し後）

6月議会
代表質問 主な議案主な議案

　今回補正予算案に計上した試験焼却は、「災害廃棄物の受入れは、愛知県を挙げて県全体で広く分かち合っていただきた
い。」という思いのもとで実施するものであり、多くの県民の皆様に、実際に焼却というプロセスを通じて具体的な放射線量
等を数値でお示しし、被災地から受け入れる災害廃棄物が何ら問題なく安全で安心できるものであることをご理解いただ
くための取り組みである。
　このため、本格的な受入れを前提としない試験的・一時的な焼却を各市町村へお願いするが、この試験焼却が契機となり、
本格的な受入れが進むことになれば非常にありがたく、県としてしっかりと取り組んでいきたい。

所在地

面積・容積

土地所有者

知多市緑浜町4番・5番

名古屋港管理組合

面積 ： 23.4ha
容積 ： 196万m3

所在地

面積・容積

土地所有者

碧南市港南町2-8-2
地先公有水面外2筆

中部電力㈱

面積 ： 67ha
容積 ： 656万m3

所在地

面積・容積

土地所有者

田原市緑が浜
三号1番地

トヨタ自動車㈱

面積 ： 9ha
容積 ： 59万m3

●受け入れ候補地5月
（専決処分）

①

６月 7月
合計

（①＋②）原案 自民党
修正案 原案②

歳
入

分担金および
負担金 0.48億円 0.48億円 0.48億円 0.48億円

繰越金 6.00億円 △1.33億円 △1.48億円 △1.33億円 4.67億円
小計 6.00億円 △0.85億円 △1.00億円 △0.85億円 5.15億円

歳
出

災害廃棄物
受入検討調査費

6.00億円
5.31億円

◆受入れの基本的条件の概略
　検討
◆仮置場の規模・構造の調査・
　設計
◆生活環境影響調査
◆受入れ基準の検討

△0.69億円 △0.69億円 △0.69億円 入札による執行残の一部減額

災害廃棄物
受入検討推進費

0.47億円 0.47億円 0.47億円
0.69億円

◆広報費
◆試験焼却実施費

0.22億円 0.07億円 0.22億円 ◆住民説明会等開催費

被災者用
賃貸住宅借上
事業費

0.48億円 0.48億円 0.48億円 0.48億円
東日本大震災被災者への住宅
確保策としての民間賃貸住宅
の借上げ
（110世帯→180世帯）

議員報酬 △1.33億円 △1.33億円 △1.33億円 △1.33億円 議員報酬月額の11％抑制による減額
小計 6.00億円 △0.85億円 △1.00億円 △0.85億円 5.15億円

採決結果 承認 － 可決 否決 可決 － －

➡➡

震災で発生した災害廃棄物への対応等で議論！！5・6・7月議会5・5・66・6・77月7月議月議会議会
愛知県政“初愛愛愛知愛知県知県政県政“政“初“初””のの再議再議再議再議議なななどなどななどどどどどどどどどどなどなど

5・6・7月議会
愛知県政“初”の再議など

　6月議会において、自由民主党・民主党・減税日本一愛知の3会派が代表質問を行い、民主党愛
知県議員団からは、総務会長の長江正成議員（瀬戸市選出・2期）が大村知事に対し、県政運営に
関する諸課題について、知事の考えを質しました。

　　　「震災がれき」の受入れ計画見直しを受けて、自由民主党から「住民説明会」を3候
補地に限定するのではなく、県全体で開催すべきであり、それには今回提案された金額
では不足するため、一旦減額し次回再提出すべきとして、予算修正案が提出されました。
　民主党・減税日本一愛知・公明党の3会派は、早期に県民への説明が必要と判断し、修
正案には反対をいたしましたが、賛成52票に対し反対50票で可決され、「住民説明会等
開催費」は一旦減額されましたが、大村知事は議決結果に異議があるとして、審議をやり
直す「再議」のための7月臨時議会を招集。
　「再議」の結果、再可決に必要な2/3以上の賛成票は得られず、自由民主党の修正案は
廃案となり、最終的には全会一致で原案が可決されたため、「住民説明会等開催費」は当
初計画通り予算計上されました。

「住民説明会等開催費」について

▲50年ぶりの記名投票により、自民党修正案
　が一旦は可決されたが…

　愛知県においては、これまで培ってきたモノづくりの技術力はもとより、
環境面での貢献、文化面での新たな価値の創造・発信などによって、人
と企業を呼び込み、成長のエンジンとなって我が国を引っ張っていく事
を目指しておりますが、そのためには社会インフラの集中整備を始め、
世界と闘える基盤の整備が必要であり、その実現に向けた国に対する要

請がなされましたので、
民主党愛知県議員団と
して、その中身を審議・
評価を行い、民主党愛
知県総支部連合会を通
じて、国に提出いたしま
した。

国の施策・取り組みに対する愛知県からの要請について審議民主党
愛知県議員団
トピックス

国への要請項目
全体事項〈震災対策・大都市圏制度の見直し等〉 ８項目
元気な経済・産業・地域をつくる ７項目
交通・インフラ体系を整備・確立する ５項目
くらし・医療・健康・福祉を守る ９項目
教育・文化を振興する ５項目
環境首都を目指す ４項目

計 38項目

今後は、緊急性・重要性が高いと評価した項目を中心に、国と連携をして早期に実現するよう努めてまいります。

▲民主党愛知県議員団
　地域振興環境・建設研究会での審議風景



『こたま 義和』に対するご意見・ご要望をお待ちしております。
　また、ホームページにて日頃の活動内容をタイムリーにご紹介させていただいており
ます。 是非一度アクセスしてください。

こたま　豊田市
http://www.kotama.net

検索

主な活動内容

豊田市戦没者春のみたま祭に出席 21世紀の豊かなまちをつくる会総会に出席

東三河県庁をはじめ県内施設を調査 自動車総連・政策推進コンベンションに
出席

衆議院本会議を傍聴
（社会保障と税の一体改革について）

『とよた Ecoful Town』
オープニングセレモニーに出席

4月 5月

5月 7月6月

5月
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5 918

11

▲山梨リニア実験線における実験風景
　（建設促進期成同盟会HPより）

「リニア中央新幹線」開業を起爆剤とした地域づくりへ!!６月議会
一般質問②

　リニア中央新幹線は昨年5月に整備計画が決定され、2027年には東京・
名古屋間が開業し、最終的に2045年には大阪までの開業が予定されている。
リニア完成の暁には、人・物・情報の動きが大きく変わると予想されており、
リニアがもたらす本県への効果を最大限生かせる地域づくりが今から必要と
考え、県としての取り組み方針について質問・提言を行う。

質
問
の
狙
い

　今年度より「産業空洞化対策減税基金」を原資とする補助制度を創設し、
県外企業の新規立地や県内企業の再投資を支援しているが、リニア中央新幹
線の開業により、本県の利便性が格段に高まる事などを発信し、内外からヒ
ト･モノ･企業を呼び込み、「世界と闘える愛知・名古屋」の実現を目指していく。

　現在、各地の魅力ある観光資源を組み合わせた広域のツアー造成に対す
る支援を行っているが、これらの取り組みを着実に推進する一方で、今年度
実施するリニア開業影響調査の結果を踏まえ、更なる充実策について順次検
討していく。

Q リニア完成を見据えた「産業振興策」の充実は？

Q 観光・まちづくり面における取り組みは？


