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平成24年第1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。 

一般質問 （１）子育て支援について 

○森野 

 これまで特別保育の充実について

「市町からニーズがないと言われて

いる」としてきたが、今年1月～3月に

行ったアンケート調査の結果は？ 

○子ども家庭局長 

 延長保育の利用率は39.7％、利用

ニーズは56.0％。休日保育の利用

率は10.0％、利用ニーズは34.1％。

病児・病後児保育については利用率

6.7％、利用ニーズは41.5％といず

れも現状のサービスよりも高い利用

ニーズがあるがことがわかった。ま

た、市町や保育所が実施に向けて

は保育士確保が課題としている一

方、一時預かりは拡大したいとして

いることが分かった。 

○森野 

 全国統計からも三重県の女性は結

婚率・就業率・核家族での持ち家率

が高く、他県よりニーズが高いことが

予測でき、アンケート結果は妥当。

今後は県も積極的に関与してサービ

ス拡大の支援をしていただきたい。 

ごあいさつ 

三重県議会議員 森野真治の県政レポート 

 平成24年第1回定例会が2月15日

から6月27日までの134日間の日程

で開催されました。 

 2月15日に平成24年度当初予算

（一般会計約6,693億円）や大規模

な組織改正案などが提案され、3月

19日可決されました。一般職員・教

職員の給与が3%、1年間削減される

ことになりました。 

 3月30日に税制改正関係議案、4

月1日に県立病院改革関係議案が

可決されました。 

 5月15日に役員改選が行われ、今

年度は戦略企画雇用経済常任委員

会、議員提出条例検証特別委員会

に所属することになりました。 

 6月1日に3億6,936万1千円の補

正予算案が提案され6月27日に可

決されました。東日本大震災の広域

処理推進事業約7,400万円、160人

分の緊急雇用創出事業約2億円、伊

賀警察署丸之内交番の移転費用約

6,700万円などです。 

 6月27日に議員の報酬等の削減に

ついて提案され可決されました。こ

れまで1年間報酬の10％、政務調査

費の20％を削減しており、新政みえ

は継続を主張しましたが、他会派の

反対等で7月から来年3月まで報酬

の7.8％、政務調査費の20％を削減 

することで決着いたしました。総額

6,019万円の削減となります。 
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○森野 

 平成20年4月に三重県保健医療計

画の第4次改定がされ、県内の医療

提供体制整備が行われてきたが、伊

賀地域のみ医師数が減少している。

二次保健医療圏の設定は津・伊賀

地域で中勢伊賀医療圏として一つに

なっており、伊賀地域はサブ医療圏

として便宜的に分けられている。二

次保健医療圏は「地理的条件、生活

圏、交通事情等を考慮してその地域

内で入院医療が提供するべき範囲」

と規定されており、来年度の第5次改

定に向けて伊賀地域を独立した二次

保健医療圏と設定して入院医療体制

整備を推進すべきではないか？ 

○医療対策局長 

 本年3月に厚生労働省から示され

た「医療計画策定指針」を勘案し見

直しを進めていく。これまでも伊賀地

域の医師確保に向けて取り組んでき

たが、今後は本年5月に設置された

「三重県地域医療支援センター」を活

用して取り組んでいきたい。 

ランドの上野運動公園競技場を改修

する必要が出てきている中、県として

も一部補助すべきではないか？ 

○スポーツ振興局長 

 今年度「三重県スポーツ施設整備

計画」を策定する中で、市町の施設

整備に対する県の関与方針を検討し

ていく。くノ一に対しては本県を代表

するクラブチームとして今後も強化活

動の支援や広報を行っていきたい。 

○森野 

 「伊賀FCくノ一」は三重県唯一の日

本女子サッカーのトップリーグ「なで

しこリーグ」加盟チームで、平成元年

の日本女子サッカーリーグ発足から

参戦し、優勝6回などの実績を誇って

いるが、プリマハム撤退後市民クラ

ブとなってから財政が厳しく低迷して

いる。来年度からのなでしこリーグの

全試合有料化実施に伴いホームグ

一般質問 （２）地域医療体制について 

一般質問 （４）スポーツによる地域振興について 

発生後は原則自動車による避難は

禁止されており、たとえば信号機をす

べて赤に、歩行者用信号をすべて青

にする等の何らかの交通政策が必

要ではないか？ 

○警察本部長 

 現在は災害時には信号を消灯して

警察官が交差点に立つ等の対策等

を考えているが、今後地域の避難訓

練等を通じて研究をしていきたい。 

一般質問 （３）巨大地震発生時の交通政策について 

○森野 

 今後発生が予想されている東海・

東南海地震等の発生に向けて、東日

本大震災における自動車での避難

割合が57％であった調査結果を考

えると、地震発生後に沿岸部から内

陸部へ徒歩により避難する方が、自

動車交通に妨げられ、幹線道路をな

かなか渡ることができず、スムーズ

に避難できないと考えられる。地震
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  平成 

18年 

平成 

22年 
増減

全   国  206人 219人 13人
三 重 県  178人 190人 12人

153人 161人 8人

中勢伊賀 

医療圏 

津地域 305人 323人 18人
伊賀地域 118人 114人 ▲4人

南勢志摩 

医療圏 

伊勢志摩以外 190人 213人 23人
伊勢志摩地域 164人 185人 21人

東紀州医療圏   141人 148人 7人

北勢医療圏  

人口10万人当たり医師数  

※三重県健康福祉部資料より 

※内閣府中央防災会議資料より 

    2012.5.20 伊賀FC 対福岡AN 

上野運動公園競技場 



○森野 

 伊賀地域の高等学校再編活性化に

ついて、伊賀市の3校統合を終え、名

張市の3校について平成22・23年度

伊賀地域高等学校再編活性化推進

協議会のまとめられた「協議のまと

め」について説明会が伊賀市・名張

市で開催された。私も伊賀市・名張市

の1会場ずつ説明会に参加したが、

説明会で出された意見を受けて今後

どのように進めていくのか？ 

○教育長 

 説明会は住民やPTA、名張市議会に計7回開催し

た。「進め方が拙速であり、延期すべき」「受験生に不

安を与えないよう統合時期を早く示してほしい」など

の様々な意見が出た。今後、地域協議会を開催し、

意見を十分に踏まえ、今年度中には決定したい。 

○森野 

 12月議会までに決定で

きなければ平成27年4月

統合は延期すべきだが、

延期しても伊賀市内の学

校の定員に影響がない

よう進めてほしい。 

○防災対策部長 

 水や食料の備蓄についてはその後

検討を重ねたが、広域防災拠点へは

人命救助・傷病者搬送などの機能、

応急対策活動用の資機材を優先配

備すべきと考えている。2月に発足し

た「県と市町における災害時広域支

援体制構築連携会議」において引き

続き検討したい。  

○森野 

 伊賀広域防災拠点が今年度末完

成に向けて工事が進められている。

昨年の質問で、県には市町を補完す

る責務があり、市町が備蓄すべき水

や食料についても例えばその20%程

度を広域防災拠点に備蓄して、市町

の備蓄倉庫が被災した場合に備える

べきと問い、検討するとの答弁だっ

た。検討結果は？ 

一般質問 （５）伊賀地域の高校活性化スケジュールについて 

一般質問 （７）伊賀広域防災拠点について 

て利用するよう県・市双方で検討を

求める」要望書が提出された。 

 慎重に進めるべきではないか？ 

○教育長 

 伊賀市に対して何度も、市への一

括払下げか売却処分の方針を説明

してきたが、改めて市に跡地活用の

考えを確認して考えたい。 

○森野 

 じっくりと協議を重ねてもらいたい。 

一般質問 （６）上野商業高校跡地の活用について 

○森野 

 伊賀白鳳高校には上野工業高校

時代よりも多くの生徒が通っている。

校舎の増築で授業には対応できても

クラブ活動用グランド・体育館は不足

しており、上野商業高校の跡地は現

在もクラブ活動で使われている。 

 また、5月21日付で上野東部地域

住民自治協議会から「民間企業等へ

売却せず、引き続き公的な施設とし
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※三重県教育委員会資料より 

※goo地図より作成 

            2012.5.17 撮影 

旧上野商業高校航空写真 

伊賀広域防災拠点（旧上野農業高校） 



 ２月１５日 本会議（第１回定例会開会、議案上程、提案説明）、全員協議会、議案聴取会（１日目） 

   １６日 議案聴取会（２日目） 

   １７日 全員協議会 

   ２１日 本会議（代表質問、議案質疑） 

   ２３日 本会議（一般質問）、全員協議会 

   ２７日 本会議（一般質問） 

   ２８日 本会議（追加議案上程）、議案聴取会、広聴広報会議 

   ２９日 本会議（一般質問） 

 ３月 ２日 本会議（一般質問、追加議案質疑） 

    ５日 予算決算常任委員会（予算総括質疑） 

    ６日 県土整備企業常任委員会（企業庁関係） 

    ８日 県土整備企業常任委員会（県土整備部関係） 

   １５日 予算決算常任委員会（採決） 

   １９日 本会議（採決）、委員長会議、広聴広報会議 

   ３０日 本会議（追加議案上程）、議案聴取会、予算決算常任委員会、本会議（採決） 

 ４月 １日 本会議（追加議案上程）、議案聴取会、本会議（採決） 

    ５日 全員協議会 

    ９日 三重県消防学校入学式（委員長公務） 

   １８日 広聴広報会議 

 ５月１０日 広聴広報会議、全員協議会 

   １５日 本会議（役員改選）、戦略企画雇用経済常任委員会、本会議（追加議案上程、採決） 

   ２４日 戦略企画雇用経済常任委員会 

   ３０日 予算決算常任委員会 

   ２０日 議員提出条例検証特別委員会 

 ６月 １日 本会議（追加議案上程）、全員協議会、議案聴取会 

    ５日 リニア中央新幹線建設促進期成同盟会総会（議員派遣） 

    ６日 本会議（議案質疑） 

    ７日 本会議（一般質問） 

   １１日 本会議（一般質問）、全員協議会 

   １３日 本会議（一般質問） 

   １５日 戦略企画雇用経済常任委員会（部外・戦略企画部関係） 

   １９日 戦略企画雇用経済常任委員会（雇用経済部関係） 

   ２２日 議員提出条例検証特別委員会 

   ２５日 予算決算常任委員会（採決）、全員協議会 

   ２７日 本会議（採決、追加議案上程、採決、第１回定例会閉会）、全員協議会 

  

平成24年第1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。 

■戦略企画雇用経済常任委員会 

■予算決算常任委員 

■議員提出条例検証特別委員会 

〒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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2012.3.9 伊賀市消防団「特別 

    表彰まとい」受賞祝賀会 

2012.4.24 紀宝町浅里視察 

2012.5.7 三重テレビで収録 


