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(通算第14号) 

平成24年第2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。 

首都圏営業拠点（アンテナショップ）について 

 

 一般質問等でも要望してきたアン

テナショップが「首都圏営業拠点」と

して整備されることなりました。 

 首都圏において三重県の観光や

産品、ものづくりの魅力を認知しても

らい、それを販売活動につなげてい

くアンテナショップ機能と、三重の応

援企業等と連携した観光誘客や県

産品の販路開拓、企業誘致やもの

づくり中小企業の人材確保を進めて

いく営業機能を併せ持つものとして

整備されます。 

 今議会では整備のための補正予

算と債務負担行為（2013～2017年

分）が議決されました。2013年夏

オープン予定です。 

ごあいさつ 

三重県議会議員 森野真治の県政レポート 

 第2回定例会は2012年9月18日か

ら12月19日までの93日間の日程で

開催されました。 

 9月補正予算として宮川ダムゲート

の災害復旧工事や東京日本橋への

首都圏営業拠点（アンテナショップ）

整備費用、削減されていた放課後児

童クラブの運営費補助金の増額、

168人分の雇用を創出する緊急雇用

事業など約13億円が提案され、10

月15日に可決されました。 

 12月補正予算として台風17号の災

害復旧費、国の防災・減災対策等の

ための追加の公共事業など約28億

円、国からの内示による追加の公共

事業、218人分の雇用を創出する緊

急雇用事業など約115億円が11月

20日に、国の防災・減災対策等のた

めの追加の公共事業など約22億円

が12月19日に提案され、12月19日

に可決されました。 

 なお、衆議院解散に伴い、衆議院

議員選挙費用約10億円は11月20

日に提案・可決されました。 
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予定地：東京都中央区日本橋室町2-4-15 
     千疋屋日本橋ビル（仮称）1階(62.70坪)、2階(72.38坪) 



 災害に強い森林を早期に実現するとともに、県

民全体で森林づくりを支えるため、導入案がとり

まとめられました。9月にはパブリックコメントが、

10月には県民説明会等が開催されました。 

○税額 （県民税均等割の超過課税） 

 個人：年額1,000円 

 法人：現行の均等割額の10%相当額 

     （2,000円～80,000円） 

○税の使途 （5年間で約50億円） 

①災害に強い森林づくり・・・土砂を流さない森林

整備と伐採木の搬出による流木の発生抑制。堆

積した不安定土砂や流木の撤去による森林内の

防災施設の機能強化。里山や竹林の再生、人家

裏や通学路沿いの森林整備、海岸林の整備等。 

②緑・森・人の絆づくり・・・小中学校における森林

環境教育の定着促進と指導者の育成、机・椅子・

教室内装の木質化。公共性の高い建物や街並

みの木造・木質化、チップやペレット等木材のエ

ネルギー等利用促進。漂着流木等の除去活動支

援や緑地整備による緑と潤いの空間の創出。 

○導入予定時期 

 2014（平成26）年4月1日 

請19号 近鉄内部・八王子線の存続について（採択） 

請20号 雇用保険法に基づく雇用調整助成金について（採択） 

請21号 軽度・中等度難聴児補聴器助成制度の拡充を求めることについて（採択） 

請22号 県民すべてに必要なワクチンを公費助成で接種を行うことと定期接種化することについて（採択） 

請23号 妊婦健診の公費助成の継続について（採択） 

請24号 義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求めることについて（不採択） 

請25号 「教職員定数改善計画」の着実な実施と教育予算拡充を求めることについて（採択） 

請26号 保護者負担の軽減と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求めることについて（採択） 

請27号 防災対策の見直しをはじめとした総合的な学校安全対策の充実を求めることについて（採択） 

請28号 私学助成について（採択） 

請29号 「ウルトラ・オーファンドラッグ開発支援の法整備」等の実現について（採択） 

請30号 「美しい三重の海と川」を守るため河川上流域における採石、開発事業等について（採択） 

「みえ緑と森のきずな税（仮称）」について 

第2回定例会に提出された請願について 

来年から三重県議会も通年議会に！ 
 

 2008（平成20）年から、定例会の招集回数を年4回

から年2回に改めましたが、2013（平成25）年からは

招集回数を年1回とし、通年議会（会期は1月から12

月まで）となります。ただし、県議会議員選挙の年は

選挙前に閉会しますので年2回となります。 

台風17号関連の災害復旧事業（伊賀市内、概算） 

 道路（県管理国道、県道、橋梁）・・・8件 1億100万円 

 河川（県管理河川）・・・78件 5億6,100万円 

 農業用施設（頭首工、水路、道路）・・・79ヶ所 6,200万円 

 農地（田）・・・68ヶ所 2,300万円 

 林道・・・8箇所 2,300万円 
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会　期
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

総会期日数約100日

総会期日数約230日

総会期日数約340日

定例会年４回
（平成19年まで）

定例会年２回
（平成20年～24年）

定例会年１回
（平成25年以降）

第4回定例会

第1回定例会 第2回定例会

第3回定例会第1回定例会 臨時会 第2回定例会

定例会
会期 閉会中



※利用証は、交付対象者が同乗する場合も使用できます。 

○「県立高等学校活性化計画（仮称）」（中間案） 

 伊賀地域高等学校活性化推進協議会が7月20日

から11月1日まで計6回開催され、11月24日に伊賀

市で住民説明会が開催されました。伊賀地域を含め

た県立高等学校活性化計画（仮称）（中間案）につい

て意見募集をしています。 

期間：2012年12月13日（木）～2013年1月15日（火） 

お問い合わせ先：三重県教育委員会事務局 

            教育総務課 教育改革グループ 

 電話 059-224-2951 メール：kyoiku@pref.mie.jp 

※資料等は三重県のホームページに掲載されています。 

→http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2012120069.htm 

○「三重県地域産業振興条例一部改正（案）」 

 私も所属している議員提出条例検証特別委員会で

は「三重県地域産業振興条例」について見直し作業を

行い、7項目の修正を行った一部改正（案）を取りまと

めました。下記のとおり、改正内容に対する意見募集

をしています。 

期間：2012年12月21日（金）～2013年1月21日（月） 

お問い合わせ先：三重県議会事務局 

            企画法務課 調査グループ 

 電話 059-224-2879 メール：gikaik@pref.mie.jp 

※資料等は三重県議会のホームページに掲載されています。 

→http://www.pref.mie.lg.jp/KENGIKAI/katsudou/iinkai/publiccomment.htm 

 

ただいま、パブリックコメント実施中！ 

 

し、この駐車場を必要な方が利用しやす

くすることをめざしています。  

 利用証の申請は、県庁（健康福祉総務

課）、伊賀保健福祉事務所、伊賀市役所

（本庁・各支所）で行えます。 

 利用証はほかの人

からも分かるように

車内のルームミラー

等に掲示して、駐車

場をご利用ください。 

「三重おもいやり駐車場利用証制度」（パーキングパーミット制度）について 

 2012年10月1日から「三重おもいやり

駐車場利用証制度」が始まりました。 

 この制度は、身体に障がいのある方や

妊産婦の方などで、歩行が困難な方の

外出を支援するため、「おもいやり駐車

場（車いす使用者用駐車場等）」を利用

できる方に利用証を交付する制度です。 

 この制度の導入によ

り、おもいやり駐車場を

利用できる人を明らかに
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対象者 交付要件 有効期限 

身体・知的・精神 

障がい者 

細かく規定されており、紙面の都合上記載できません。

詳細は申請窓口へお問い合わせください。 

要介護高齢者等 介護保険被保険者証の区分が「要介護１から５」 

難病患者 特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾患医療受給者 

妊産婦 

産前4か月から産後6か月まで 

※有効期間中に生後6か月未満の乳児を同乗させる

場合に限り、母親以外の者も使用可。 

産前4か月 

から 

産後6か月 

けが人 
けがによる一時的な歩行困難者で、医師の証明書等

により駐車場の利用に配慮が必要と認められる方 

必要な期間 

（最長１年） 

その他 
上記以外で、医師の証明書等により駐車場の利用に

配慮が必要と認められる方 

最長５年 

（更新可） 

5年 
※5年ごとに 

更新可  



 ９月１８日 本会議（第２回定例会開会、議案上程、提案説明）、全員協議会、議案聴取会 

   ２１日 議員提出条例検証特別委員会 

   ２４日 本会議（代表質問、議案質疑） 

   ２６日 本会議（一般質問） 

   ２８日 本会議（一般質問）、海外政務調査活動報告会、文書による質問に関する勉強会、 

       議会改革推進会議総会 

１０月 １日 予算決算常任委員会（企業会計決算認定議案） 

    ２日 戦略企画雇用経済常任委員会（雇用経済部関係） 

    ４日 戦略企画雇用経済常任委員会（部外・戦略企画部関係） 

    ９日 全員協議会（平成25年度三重県経営方針（案）説明） 

   １０日 議員提出条例検証特別委員会 

   １１日 予算決算常任委員会（採決） 

   １５日 本会議（採決、追加議案上程）、予算決算常任委員会 

   ２３日 予算決算常任委員会（当初予算の考え方） 

   ２４日 予算決算常任委員会（当初予算の考え方）、全員協議会 

   ２９日 予算決算常任委員会（決算総括質疑） 

１１月 １日 予算決算常任委員会・戦略企画雇用経済分科会 

    ６日 予算決算常任委員会（採決）、第６回三重県議会トップセミナー 

    ７日 全員協議会（地域機関の見直しについて） 

   １９日 第７回全国自治体議会改革推進シンポジウム 

   ２０日 本会議（採決、追加議案上程）、全員協議会、議案聴取会、予算決算常任委員会、本会議（採決） 

   ２６日 本会議（議案質疑）、予算決算常任委員会、広聴広報会議 

   ２７日 本会議（一般質問、採決） 

   ２９日 本会議（一般質問） 

１２月 ３日 本会議（一般質問） 

    ５日 予算決算常任委員会（当初予算要求状況） 

    ６日 予算決算常任委員会（予算総括質疑） 

    ７日 戦略企画雇用経済常任委員会（雇用経済部関係） 

   １１日 戦略企画雇用経済常任委員会（部外・戦略企画部関係） 

   １７日 予算決算常任委員会（採決） 

   １９日 本会議（採決、追加議案上程）、議案聴取会、予算決算常任委員会、 

       予算決算常任委員会戦略企画雇用経済分科会（雇用経済部関係）、 

       本会議（採決、第２回定例会閉会）、議員提出条例検証特別委員会 

平成24年第2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、ご要望などをお聞かせください。 

バックナンバー等はホームページから 
http://www.morino.biz/shinji/ 
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日々の活動報告は facebook をご覧ください。 
http://www.facebook.com/shinji.morino.3 

2012.12.19 新政みえ知事要望 


