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一般質問等

始まりました。会期は12月20日まで
の338日間です。なお、今年から三
重県議会は通年議会となったため
「第○回」の表記がなくなりました。
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2月27日に平成24年度補正予算と
平成25年度当初予算（約6,749億
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（前半）の日程
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2013.6.12 本会議一般質問

円）が提案され、3月5日に平成24年

正（その2）22億9,083万1千円など

度補正予算が、3月26日に平成25

が提案され、6月28日に可決されま

年度 当初予算が 可決されま した 。

した。

5月16日に役員改選が行われ、今

6月12日に一般質問をいたしまし

年度は環境生活農林水産常任委員

た。録画を三重県議会のホームペー

会（委員長）に所属することになりま

ジの次のアドレスで見ていただけま

した。

す。ぜひ、ご覧ください。

6月4日に6月補正14億9,817万5
千円などが提案、6月12日に6月補

http://www.pref.mie.lg.jp/GIKAI/
contents/4698/player_bb1.htm

「新政みえ」県政報告会について
5月22日に上野フレックスホテルで

が出席し、伊賀地域の皆様に新政

三重県議会会派「新政みえ」県政報

みえの取り組みの一端をご報告。県

告会を開催させていただきました。

政報告では、地元議員ということで

「新政みえ」として伊賀地域では初

私が「伊賀地域の観光振興につい

めての開催で、伊賀市・名張市の方

て」と題して、名張市選出の北川議

を 対 象 とし て行い ま したと こ ろ 、 約

員が「伊賀地域の医療体制につい

500名という多くの皆様にご参加をい

て」と題して、それぞれ10分ずつとい

ただくことができました。また、今回は

う限られた時間ではありましたが、報

耳の不自由な方が参加されるとのこ

告をさせていただきました。

とで、磁気誘導ループの設置と要約
筆記をお願いいたしました。
2013.5.22 上野フレックスホテル

当日は、所属議員24名のうち19名

お忙しい中ご参加いただきました
皆様方には、本当にありがとうござ
いました。
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一般質問 （１）観光振興について
○森野

○森野

「みえ旅パスポート」は県内の観光

電光式道路情報版は日本語のみ

案内所等で発行しているが、民間の

の表示となっているが、外国人ドライ

集客力のある施設などでも発行でき

バーの安全安心の確保のため、日

れば、もっと多くの方に利用してもら

本語と英語の２か国語の切り替え表

える。今後拡大する考えは？

示を導入してはどうか？

○観光・国際局長

○県土整備部長

「みえ旅パスポート」を見せると「おもて
なし施設」で割引等が受けられます。

現在、三重県観光連盟加盟の施設

英語表示の追加は、表示できる文

等に働きかけを行っているが、集客

字数が減少し、十分な情報が伝わら

力のある民間施設にも働きかけてい

ない恐れや全国的に事例がほとんど

きたい。また、県内外の大規模イベ

ないため、国や他県等の動向もみな

ント等での臨時発給も行いたい。

がら研究していきたい。

※インターネットフリー百科事典ウィキ
ペディア「道路情報掲示板」より抜粋

一般質問 （２）防災対策について
○森野

子育て同盟10県での子ども医療費助成
都道府県
宮城県
長野県
三重県
鳥取県
岡山県
広島県
徳島県
高知県
佐賀県
宮崎県

窓口無料化実施
○
×
×
○
○
○
○（3歳未満のみ）
○
○
○

○森野

国の南海トラフ巨大地震対策の最

大規模災害発生時に消防団員の

終報告で必要な食料備蓄が3日分か

報酬について市町間で開きがあるう

ら1週間とされた。県は現在職員分し

え、国の交付税算入額を下回ってい

か備蓄していないが、被災県民のた

るところが多い。消防団員報酬につ

めの備蓄を行うべきではないか？

いて、広域調整機能を担う立場から

○防災対策部長

是正を促すべきではないか？

まず「自助」（各家庭での備蓄）が重

○防災対策部長

要と考えている。今後は「県と市町に

消防団の充実強化のためには、消

おける災害時公益支援体制構築連

防団員の処遇改善も重要な要素と

携会議の場」で個人備蓄と公的備蓄

考え、消防庁とともに、市町に対し報

の分担割合等について検討したい。

酬等の処遇改善をお願いしている。

一般質問 （３）医療費助成の窓口無料化について
○森野

○医療対策局長

知事は4月9日に「子育て同盟」に

窓口無料化には医療機関窓口に

加盟したが、加盟10県のうち子ども

おいて自己負担なく受診できるという

医療費助成について窓口無料化を

メリットがある反面、国民健康保険の

実施していないのは三重県を含めて

国庫負担金等の減額措置や受診件

2県だけ。窓口無料化はこれまでか

数の増加によって県・市町・医療保

らも受給者から強く要望されており、

険者の財政を圧迫するため、引き続

これを機に導入する考えはないか？

き慎重に検討していきたい。
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一般質問 （４）二次保健医療圏について
○森野

重県医療審議会等で検討した結果、

三重県保健医療計画（第５次改訂）

伊賀地域は独立した二次保健医療

において、伊賀市及び名張市を独立

圏としての要件を満たしていないと判

した二次保健医療圏として設定しな

断した。ただし、伊賀地域の社会的、

かった経緯、理由については？

歴史的な実情に鑑み、引き続き「サ

○医療対策局長

ブ保健医療圏」として位置づけた。

二次保健医療圏に関して、昨年３

伊賀地域は人口当たりの医師数が

月に厚生労働省から人口規模や患

県内で最も少ない地域であることや

者の医療機関の受診動向について

救急医療の現状等もふまえ、医師確

の基準が示され、圏域人口が20万

保や救急医療体制の整備などの取

人に満たないこと、入院医療が圏域

り組みを支援しており、引き続き取り

内で完結していないことなどから、三

組んでいきたい。

一般質問 （５）川上ダムについて
○森野

日本大震災以降エネルギー事情が

川上ダムは昭和42年の予備調査

大きく変わっており、再生可能エネル

開始以降早期建設が待たれており、

ギーが見直されている中、県としても

毎年のようにおこる洪水被害から伊

再度発電所建設をしてはどうか？

賀市の下流域の人々を守るために

○地域連携部長

必要な施設。もともとこのダムには県

2年後には既存の水力発電所がす

により水力発電所が建設される予定

べて中部電力に移譲される中、県と

だったが、平成19年に水力発電所の

しての建設は難しい。今後、民間企

民間譲渡方針決定により未着工の

業等が建設を表明すれば、水資源

川上発電所から撤退した。しかし、東

機構として検討すると思われる。

木津川上流域河川図

ゼロ

「三重県飲酒運転 ０ をめざす条例」について
「三重県飲酒運転０をめざす条例」が議員提案で制定されました。
＜制定の背景＞
①飲酒運転に対する法律による厳罰化が進むにもかかわらず、飲酒運転がなくならない。
②法律による厳罰化とは違う観点からの対応が必要。
＜主な内容＞
◎規範意識の定着
・県による飲酒運転の根絶に関する教育及び知識の普及のために必要な措置
・教育機関によるその性格に応じた飲酒運転の根絶に関する教育
◎再発防止
・県による飲酒運転をした者に対する飲酒運転の再発防止のための教育等
・飲酒運転違反者に対するアルコール依存症に関する受診義務
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今年度は、県議会において以下の委員等をしています。

森野真治事務所

■環境生活農林水産常任委員会・委員長

〒518-0007
伊賀市服部町372-1
西口テナントビル2F

■予算決算常任委員
県政に対するご意見、ご要望などをお聞かせください。

電話 0595(23)6060
FAX 0595(48)6233
Email: shinji@morino.biz

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

平成25年定例会（1月～6月）公務日程
１月１７日
２９日
２月 １日
１５日
２６日
２７日
２８日
３月 ４日
５日
７日
８日
１２日
１３日
１４日
１８日
２２日
２５日
２６日
２９日
４月１６日
５月１５日
１６日

２３日
２７日
６月 ４日
７日
１０日
１２日
１４日
１９日
２１日
２６日
２８日

本会議（平成25年定例会開会）
、全員協議会、第７回三重県議会トップセミナー
議員提出条例検証特別委員会
みえ現場de県議会（高度部材イノベーションセンター（四日市）にて、傍聴参加）
本会議（第１回緊急会議「北朝鮮の地下核実験に抗議する決議」
）
全員協議会、予算決算常任委員会
本会議（２月定例月会議議案上程、提案説明）
、全員協議会、議案聴取会
議案聴取会、第８回三重県議会トップセミナー
2013.1.21～22全国青年都道
本会議（代表質問、議案質疑）
、予算決算常任委員会戦略企画雇用経済分科会
府県議会議員の会（福島県）
本会議（一般質問）
本会議（一般質問）
本会議（追加議案上程）
、議案聴取会
本会議（一般質問）
予算決算常任委員会（予算総括質疑）
戦略企画雇用経済常任委員会（雇用経済部関係）
戦略企画雇用経済常任委員会（部外・戦略企画部関係）
本会議（追加議案上程、採決）
、予算決算常任委員会（採決）
戦略企画雇用経済常任委員会
本会議（採決）
、海外政務調査活動報告会、政務活動費ガイドライン議員説明会
2013.2.9 滋賀県議会「地域主
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）
権・広域連合調査特別委員会」
戦略企画雇用経済常任委員会
来訪（議会棟にて）
正副議長候補所信表明会
本会議（追加議案上程）
、議案聴取会、本会議（議案質疑）
、予算決算常任委員会、本会議（採決）
本会議（役員改選）
、環境生活農林水産常任委員会、本会議（四日市港管理組合議会議員選挙、
追加議案上程、採決）
、議会改革推進会議総会、委員長会議
環境生活農林水産常任委員会
リニア中央新幹線建設促進期成同盟会総会（議員派遣）
本会議（議案上程）
、全員協議会、議案聴取会
本会議（議案質疑）
本会議（一般質問）
本会議（一般質問、追加議案上程）
、議案聴取会、
環境生活農林水産常任委員会・教育警察常任委員会連合審査会
本会議（一般質問、議案質疑）
環境生活農林水産常任委員会（農林水産部関係）
環境生活農林水産常任委員会（環境生活部関係）
予算決算常任委員会（採決）
本会議（委員長報告、採決）
、委員長会議、第１回政策セミナー

