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共産党県議団の県外視察
7 月 19 日から 21 日まで、日本共産党県議団と
して新潟県と長野県に視察に行きました。
視察項目は、新潟県が、①地震防災対策について、
②少子化対策モデル事業について、③障がい者職
場実習支援事業及び受け入れ促進事業について、
④柏崎刈羽原子力発電所の現地視察での原子力発
電所での安全対策についてでした。
長野県は、長野県工業技術センター食品技術部
門(しあわせ信州食品開発センター)を視察しまし
た。

災害対策における県の役割は
新潟県は、中越地震、中越沖地震などの大地震
で、多くの犠牲者が出ただけでなく、山古志村の
全村避難など長期間に及ぶ避難生活を余儀なくさ
れました。また、中越沖地震では柏崎刈羽原発の
火災などで、原子力災害に対する県民の意識が非
常に高く、2011 年の福島第 1 原発の事故によりそ
の考えはいっそう増しているようです。
これら過去の事例から、問題点を洗い出し改善
につなげています。
特に印象的だったのが、行政として支援が必要
な業務の大半は市町村業務とのことで、市町村職
員に必要なことを考えてもらい、県の職員がマン
パワーとして活動することが大切とのこと。さら
に福祉避難所の運営なども市町村職員と一体となっ
て業務を進める必要があるとのことでした。
第 2 回定例会で私は、福祉避難所について知事
に質問しましたが、県の担当者の認識は、福祉避
難所は市町村が設置するもので県は直接関与して
いないというものでした。

本当にこの認識でいいのか。災害対応における
県の役割は何か。考えさせられる視察でした。

新潟県の原子力災害対策
原子力災害対策について県の担当職員から説明
をもらい、次の日には、東京電力柏崎刈羽原発の
安全対策について視察をしました。
新潟県は、福島第 1 原発の事故を受け、「新潟
県広域避難の行動指針」を 2014 年 3 月に策定し
ました。しかし、これは現段階での考え方をまと
めたもので随時更新していくとのことでした。
その中では、福島第 1 原発のような過酷事故が
起きた場合の防護対策には未だ検討を必要とする
事項が多数あるとの認識を示しています。
特に避難計画の策定は、人口の多さから困難を
抱えており、現段階では原発の再稼働を認めるわ
けにはいかないという姿勢です。

東京電力の原子力安全対策
一方、東京電力柏崎刈羽原発では、再稼働に向
けた安全対策を進めています。
津波による震災防止のため、海抜 15 ｍの防潮
堤や防潮壁の設置、冷却機能の維持のための電源
確保対策として、ガスタービン発電機車や電源車、
地下軽油タンクの設置。水素爆発と放射性物質の
拡散を防ぐためのフィルタベント設備の設置など
を行っていま
した。
これらにかかっ
た費用は、約 5
000 億円とのこ
とでした。
原発の入り口にあ
るサービスホール
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新潟県では、そのほかにも障がい者の就労支援
や少子化対策モデル事業などについて説明を聞き
ましたが、時間の関係上短時間になってしまった
のは残念でした。
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第３回定例会が始まります

9 月 8 日から県議会第 3 回定例会が始まります。
第 3 回定例会は、12 月までの約 3 か月間、行われ
る予定です。
今度の議会では、7 月に起こった障がい者施設
8 月 1 日、9 日、12 日と県内の施設を見て回り
「県立津久井やまゆり園」での事件についても論
ました。
議されると思います。本当にあってはならない事
8 月 1 日には寒川浄水場、寒川取水堰と箱根の水
件でしたが、なぜこのようなことが起こったのか、
道施設。
また、防ぐためには今後何が必要かなどさまざま
9 日には、谷が原浄水場、城山ダム、宮ケ瀬ダム。 な角度からの検討が必要と思います。
12 日には、茅ケ崎市柳島にある下水処理場を視
共産党県議団としてもしっかりと論議したいと
察しました。
思います。
寒川浄水場は、昭和 11 年に浄水を開始。現在
議会の日程は以下の通りです。
浄水能力は、750,000 ㎥/日量。県内では、3 番目、
第３回定例会の主な日程
全国的には 12 番目に大きい浄水場です。
寒川取水堰は、
9/8(木)
議会運営委員会
10 時半～
相模川総合開発共
本会議 知事提案説明
13 時～
同事業などとして、 9/12(月) 本会議 代表質問 1 日目 13 時～
城山ダムと連携し、 9/13(火) 本会議 代表質問 2 日目 13 時～
相模川の水を計画
9/14(水) 本会議 代表質問 3 日目 13 時～
的に利用するため
9/16(金) 本会議 一般質問 1 日目 10 時半～
の施設。
9/20(火) 本会議 一般質問 2 日目 10 時半～
城山ダムは、196
9/23(金) 本会議 一般質問 3 日目 10 時半～
5 年に完成し、昨
9/26(月) 議会運営委員会
10 時半～
年 50 年を迎えまし
本会議 一般質問 4 日目 13 時～
た。
9/28(水) 総務政策、防災警察
10 時半～
上写真：寒川取水堰
下写真：城山ダム

相模川流域下水道左岸処理場(柳島管理センター)
は、1977 年から処理を開始し、来年で 40 年を迎
える施設です。
ここでは、相模原市、座間市、綾瀬市、藤沢市、
海老名市、茅ケ崎市、寒川町の約 126 万人の下水
排水を処理しており、1 日に最大 539,100 ㎥/日の
下水を処理することができます。日本で約 2800
ある下水処理場の中で 10 番目に処理能力の大き
な施設となっています。
水道施設も下水処理
施設も 24 時間 365 日欠
かすことのできない施
設です。安定的な運用
下水の処理過程を示したビン
が重要です。

県民・スポーツ、環境農政
9/29(木) 厚生、産業労働
10 時半～
建設・企業、文教
9/30(金) 総務政策、防災警察
10 時半～
県民・スポーツ、環境農政
10/3(月) 厚生、産業労働
10 時半～
建設・企業、文教
10/4(火) 特別委員会
10 時半～
10/6(木) 予算委員会
10 時半～
10/11(火) 全常任委員会
10 時半～
10/12(水) 決算特別委員会
10 時半～
10/13(木) 議会運営委員会
10 時半～
10/14(金) 議会運営委員会
10 時半～
本会議 議案の採決
13 時～
※ 日程はすべて予定です。詳しくは議会局まで。

