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平成23年第3回定例会の概要について 

 このレポートは、三重県議会や森野真治の活動を県民

の皆様方に幅広く知っていただくため、定例議会ごとに

発行しております。 

 これまでに発行したもの（バックナンバー）はホーム

ページに掲載しておりますので、ご覧ください。 

紀伊半島大水害への対応について 

 会期直前の9月3日から4日にかけ

て襲来した台風12号により県南部を

中心に甚大な被害が発生いたしまし

た。その後、激甚災害に認定され、

名称も「紀伊半島大水害」と呼ぶこと

となりました。亡くなられた方々のご

冥福をお祈り申し上げますとともに、

被災された皆様方に心からお見舞い

申し上げます。 

 災害発生を受け、9月7日から8日

にかけて県南部の被災地を常任委

員会で視察調査し、地元市町長の要

望を聞いてまりました。12日には調

査結果をもとに知事に対して迅速な

復旧と様々な支援について申し入れ

を行いました。 

 また、国に対して迅速かつ的確な

支援を求めるため「台風による災害

への対策を求める意見書案」を9月

27日に可決し、国に対して意見書を

提出いたしました。 

 この間に、9月15日から16日にか

けて紀宝町鮒田地区でのがれき撤

去や泥出しのボランティアにも行って

まいりました。 

ごあいさつ 
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 第3回定例会は2011年9月14日か

ら12月20日までの98日間の日程で

開催されました。 

 予算関連では、9月補正予算として

東日本大震災の復興支援・防災対

策や7月の台風6号による被害の復

旧費など約29億円が提案され、9月

22日及び10月18日に可決されまし

た。 

 10月補正予算として9月の台風12

号による県内災害の復旧費や復興

支援費など約289億円が提案され、

10月24日に可決されました。 

 12月補正予算として東日本大震災

発生により国で5%分の公共事業予

算が執行留保されていましたが、解

除されたため公共事業の追加など

約173億円、さらに国の3次補正予

算による公共事業や緊急雇用創出

事業の追加など約114億円が提案さ

れ、12月20日に可決されました。 

 その他、11月から公立学校の校

長、教頭及び事務長の給与を8%削

減する条例改正も可決されました。 
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○大家畜生産振興対策事業費 

1億6,954万3千円 

 東京電力福島第一原子力発電所

事故に伴う放射能汚染への対策とし

て、県内産肉牛の全頭検査等を行う

ための費用（検査機器購入等）。 

○救急・へき地医療施設設備整備費

補助金  

1億3,900万円 

 伊賀地域における救急医療体制を

維持するため、名張市立病院の医療

機器整備に補助を行います。 

○医師確保対策事業費 

 4,823万1千円 

 県内病院で勤務する若手医師の定

着を図るための取り組み。 

○特別保育調査事業費 

1,309万円 

 社会情勢の変化や保護者の就労

形態の多様化に伴い、特別保育に

対するニーズが増加していることか

ら、保育所や子育て家庭の実態調査

を行います。なお、調査は2012年1

月以降を予定しています。 

がこれからも選ばれるためには、観

光産業を三重県経済を牽引する産

業とする取り組みが必要であるとの

観点から、県、市町、県民、観光事業

者及び観光関係団体が協働して、観

光産業を地域に密着した産業として

大きく育て、三重県の観光振興に取

り組むことにより、個性豊かで活力に

満ちた地域社会の実現を図ることを

目的として条例を制定しました。  

 これまで一般質問等で何度も本県

の観光振興について積極的な取り組

みを求めてまいりました。 

 しかし、近年の県内の観光をめぐる

情勢は、不況の影響や旅行の形態

の多様化、観光地間競争の激しさ等

により、厳しい状況が続いており、伊

賀地域も観光入込客数が減少傾向

にあります。 

 そこで、三重県では県内の観光地

第3回定例会で追加提案された事業等に含まれるもの 

みえの観光振興に関する条例（10月18日可決）について 

ンジカが約3億5千万円となってお

り、これまで一般質問等で狩猟期間

の延長を求めてまいりました。 

 その結果、2010年度から終了時期

が3月15日までに延長されました

が、さらに捕獲を促進するため、今年

度からは開始時期も前倒しすること

になりました。 

 2011年度は11月1日～3月31日と

なっています。 

イノシシとシカ狩猟期間を延長 

 三重県は2011年9月30日、農林業

への被害軽減のため、イノシシとニ

ホンジカの狩猟期間について11月

15日だった開始時期を11月1日変更

すると発表しました。 

 イノシシとニホンジカの狩猟期間

は、鳥獣保護法で11月15日～2月

15日と規定されていますが、2009

（平成21）年度の農林業への被害額

は、イノシシが約1億3千万円、ニホ
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 119,341 150,346 140,139 

 247,577 350,392 346,058 

 146,899 126,452 151,137 

 

 



 一般質問等で何度も求めてきた乳

幼児医療費助成が2012年9月より入

院・通院ともに小学校6年生まで拡大

されることになりました。 

 すでに、県内では多数の先進市町

が単独事業として助成年齢を拡大し

ておりますが、地元伊賀市では右の

表の通り県内最低水準となっており、

もどかしい思いをしていました。 

 今後も、さらなる年齢拡大と、現物

給付（窓口無料）化の実現に向けて

取り組んでまいります。 

め霧等で視界が悪い時は飛べませ

んし、強風の時も飛べません。 

 そのため、ドクターヘリ用に待機し

ている医師や看護師がドクターヘリ

で飛べない場合のバックアップとして

ドクターカーの同時導入を求めてき

ました。2011年3月の私の質問に前

知事は前向きに検討していると答弁

しましたが、一日も早い導入を求め

てまいりたいと思います。 

 三重県独自のドクターヘリがいよい

よ2012年2月から運用開始となりま

す。三重大学医学部付属病院（津

市）と山田赤十字病院（伊勢市）の2

つの病院を2ヶ月交代で基地病院と

する予定です。 

 伊賀地域をはじめ救急医療体制が

厳しい三重県にとって大きな前進で

はありますが、ドクターヘリは有視界

飛行しかできないため、夜間をはじ

2012年9月から乳幼児医療費助成が小学6年生まで拡大（予算方針） 

ドクターヘリの運用開始について 

（普通教室棟、管理教室棟）、武道

場、体育館を解体して荷捌き場、一

時保管スペース、トラックヤードのス

ペースとします。北側の校舎は改修

し、農業土木・実験実習棟の1階に備

蓄倉庫と一時保管施設、2階に応援

要員等の宿泊施設、多目的室（教

育・訓練・啓発等）を整備し、家庭科

棟は1、2階に災害対策本部・情報通

信機能を整備する予定です。 

伊賀広域防災拠点の整備状況について 

 2013年度供用開始に向け、高等

学校統廃合によって廃校となった旧

上野農業高校を三重県伊賀広域防

災拠点として整備改修しています。 

 現在、グラウンドをヘリポートおよ

び駐機場とするための舗装工事が行

われています。 

 今後は、悪天候への対応として3方

向（東西及び北側）からの離発着を

可能とするため、グラウンド側の校舎
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※2011年10月1日現在 

助成対象年齢 実施市町 

通院（中3）、入院（中3） 亀山市、鳥羽市、木曽岬町、 

東員町、多気町、明和町、 

大台町、御浜町、大紀町 

通院（小6）、入院（中3） 川越町 

通院（小6）、入院（小6） 四日市市、朝日町、度会町、 

紀宝町、南伊勢町 

通院（小5）、入院（小5） 松阪市 

通院（小3）、入院（小3） 玉城町 

通院（就学前）、入院（中3） 津市、桑名市、いなべ市、菰野町 

通院（就学前）、入院（小6） 伊勢市、鈴鹿市、志摩市、紀北町 

通院（就学前）、入院（就学前） 伊賀市、名張市、尾鷲市、熊野市 



 ９月１４日 本会議（第３回定例会開会、議案上程、提案説明）、議案聴取会、全員協議会 

   ２０日 本会議（代表質問、議案質疑）、予算決算常任委員会 

   ２２日 本会議（一般質問、採決）、全員協議会 

   ２７日 本会議（一般質問、追加議案上程、意見書案採決）、議案聴取会、 

       予算決算常任委員会、委員長会議、行政部門別正副常任委員長会議 

   ２９日 本会議（一般質問、採決） 

１０月 ３日 予算決算常任委員会、全員協議会、広聴広報会議 

    ５日 県土整備企業常任委員会（企業庁関係） 

    ７日 県土整備企業常任委員会（県土整備部関係） 

   １３日 予算決算常任委員会（予算調整方針総括的質疑、採決） 

   １４日 三重県町村会からの要望聞き取り 

   １８日 本会議（採決、追加議案上程、議案質疑）、全員協議会、議案聴取会、予算決算常任委員会 

   ２４日 予算決算常任委員会、本会議（採決）、広聴広報会議 

   ２５日 予算決算常任委員会 

   ２６日 予算決算常任委員会、全員協議会、第２回トップセミナー 

   ２８日 予算決算常任委員会（総括質疑） 

   ３１日 委員長会議、行政部門別正副常任委員長会議 

１１月 ２日 県土整備企業常任委員会 

    ４日 県政ビジョン（中間案）に対する知事申し入れ 

    ７日 予算決算常任委員会、委員長インタビュー、三重県町村議長会要望聞き取り 

   １２日 みえ現場de県議会（「離島振興について」） 

   ２０日 みえ現場de県議会（「女性の声を県政に」） 

   ２２日 本会議（採決、追加議案上程）、議案聴取会、全員協議会 

   ２８日 本会議（議案質疑）、予算決算常任委員会、広聴広報会議 

   ２９日 本会議（一般質問、採決） 

１２月 １日 本会議（一般質問、追加議案上程）、議案聴取会 

    ３日 新名神高速道路三重・滋賀建設促進県民協議会大会（議員派遣） 

    ５日 本会議（一般質問、議案質疑） 

    ６日 予算決算常任委員会 

    ７日 予算決算常任委員会（平成２４年度当初予算編成方針） 

    ９日 県土整備企業常任委員会（企業庁関係） 

   １３日 県土整備企業常任委員会（県土整備部関係） 

   １６日 本会議（追加議案上程、議案質疑）、議案聴取会、予算決算常任委員会 

       第３回トップセミナー 

   ２０日 本会議（採決、第３回定例会閉会）、広聴広報会議 

平成23年第3回定例会・公務日程 

今年度は、県議会において以下の委員等をしています。 

■県土整備企業常任委員長 

■予算決算常任委員 

■広聴広報委員 

〒518-0007 

伊賀市服部町372-1 

西口テナントビル2F 

電話 0595(23)6060 

FAX   0595(48)6233 

Email: shinji@morino.biz 

森野真治事務所 

 県政に対するご意見、ご要望などがござい

ましたら、お気軽にご連絡ください。 

 ホームページもご覧ください。  
http://www.morino.biz/shinji/ 
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      ↑ 

9月15～16日 紀宝町

でボランティア活動 

      ↓ 


