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平成25年定例会（後半）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、定期的に発行し

ております。ご家族皆様でご覧ください 

 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。 

台風18号被害について関連質問（9月26日） 

○森野 

 北川議員の異常気象時の河川に

接する国道、県道の安全確保に対す

る質問に関連して。台風18号で伊賀

市では幹線道路に甚大な被害が出

た。知事は9月22日に現地を調査し

目と肌で伊賀地域の道路や河川の

状態をどのように感じたのか。また、

今後この地域の安全確保に向けて

具体的どのような取り組みをしていく

のか。 

○知事 

 これまでにも災害履歴があり、また

こういう状況にあることに対する住民

の切実な思いを聞き、一刻も早く復

旧していかなければならないと改め

て強く感じた。 

 木津川の治水対策は国、県、市で

連携し、川上ダム、上野遊水地、河

川改修をセットで優先順位をつけな

がらやっていきたいし、国には改め

てしっかり強く要望していく。 

 また、これまで住民への説明等が

十分でなく、あまりご理解いただけな

いまま工事が進んでいた部分もある

ように思ったため、今回の復旧事業

やその後のインフラ整備では、住民

に対ししっかりと説明していきたい。 

 公共土木施設全体の老朽化も大

変深刻だと感じており、平成26年度

予算において重点化していくことを

検討したい。 

ごあいさつ 

三重県議会議員 森野真治の県政レポート 

 三重県議会としては初めての通年

議会である平成25年定例会（1月17

日～12月20日）が終了しました。 

 9月補正予算として国からの交付

金等を活用し、地域医療再生のため

の基金積立等や雇用の拡大を図る

ための産業支援のほか、低炭素なま

ちづくりを推進するための電気自動

車の導入支援に要する経費など約

14億円が提案され、10月16日に可

決されました。 

 12月補正予算として台風18号の災

害復旧費約7億円、国からの内示に

よる追加の公共事業約50億円、国

から交付される地域の元気臨時交

付金（地域経済活性化・雇用創出臨

時交付金）約64億円、復興関連予

算の未執行分の国への返還額約17

億円など差引約89億円が提案さ

れ、12月20日に可決されました。 

 また、12月4日には「特定秘密の

保護に関する法律案に対し慎重な

対応を求める意見書案」を新政みえ

から提案しましたが否決されました。 

目次、掲載ページ 

インターネット中継録画は、 
http://www.pref.mie.lg.jp/GIKAI/
contents/4849/player_bb1.htm 
からご覧いただけます。 

2013.9.26 本会議（関連質問） 
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○国道422号線（下神戸） 

 全線流出のため東側に2車線の

仮設道路の設置工事を行ってい

ましたが、12月24日に完了し、通

行止め解除となっています。 

12月25日の現場写真 

請32号 保育士修学資金貸付事業及び保育士研修等事業の実施を求めることについて（採択） 

請33号 障がい者入所施設の拡張（新設）とさらなる質の向上を求めることについて（採択） 

請36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（採択） 

請37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38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39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40号 私学助成について（採択）  

請41号  ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求めることについて（採択） 

請42号 将来にわたって持続、安定的な介護保険制度の確立と更なる運営の充実を求めることについて（採択） 

請43号 三重県工業研究所における継続的な日本酒の研究体制の安定化を求めることについて（採択） 

通行止めとなった幹線道路の復旧状況 

平成25年定例会（7月～12月）に提出された請願について 

台風18号関連の災害復旧事業（伊賀市内、概算） 

 道路橋梁、河川（県管理）・・・178ヶ所 23億3,600万円 

 道路橋梁、河川（市管理）・・・33ヶ所 3億7,700万円 

 農業用施設（ため池、頭首工、水路、道路）・・・201ヶ所 1億6,996万円 

 農地（田、畑）・・・148ヶ所 7,644万円 

 集落排水施設・・・3ヶ所 2,912万円 

 林道・・・42ヶ所 1億3,528万7千円 
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↑国道422号崩落 

 （伊賀市下神戸） 

←農道・農地被害 

 （伊賀市東湯舟） 

建
設 
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○国道163号線（中村） 

 1車線流出のため通行止めにし

て工事を行っていましたが、11月

9日に復旧工事が完了し、通行止

め解除となっています。 

11月11日の現場写真 

○国道165号線（岡田） 

 路肩流出のため通行止めにして

工事を行っていましたが、11月30

日に復旧工事が完了し、通行止

め解除となっています。 

11月30日の現場写真 

 米穀の産地偽装及び食材の不適切表示の問題に対して、11月28日の本会議で議員提出条例である「三重県食

の安全・安心の確保に関する条例」の検証を行うため、三重県議会基本条例第14条第1項の規定に基づく「検討

会」を設置しました。検討会は各会派から選出された7名の委員で構成され、食の安全・安心の確保について、県

民の視点に立ち、スピード感を持って調査及び検討を進めるとともに、条例の検証を行います。 

「三重県食の安全・安心の確保に関する条例検証検討会」を設置しました 



○「三重県飲酒運転０（ゼロ）をめざす基本計画（仮称）」（中間案） 

 期間  2013年12月16日（月）～2014年1月14日（火） 

 お問い合わせ先 

  三重県環境生活部 交通安全・消費生活課 

  電話 059-224-2410 FAX 059-228-4907  メール：seikotu@pref.mie.jp 

 ※資料等詳細は→http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2013120121.htm 

 

○「特定鳥獣保護管理計画（ニホンザル）」（案） 

 期間  2013年12月17日（火）～2014年1月15日（水） 

 お問い合わせ先 

  三重県農林水産部 獣害対策課 捕獲管理班 

  電話 059-224-2020 FAX 059-224-3153  メール：jtaisaku@pref.mie.jp 

 ※資料等詳細は→http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2013120133.htm  

 

○「三重県ＤＶ防止及び被害者保護・支援基本計画第４次改定版」（中間案） 

 期間  2013年12月17日（火）～2014年1月16日（木） 

 お問い合わせ先 

  三重県健康福祉部 子ども・家庭局 子育て支援課 

  電話 059-224-2271 FAX 059-224-2270  メール：kodomok@pref.mie.jp 

 ※資料等詳細は→http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2013120052.htm  

により授業や夏休みのプール使用が不可能

となり、バスで移動し、他地域のプールを使

用していることなど、サルによる学校教育へ

の被害の実態を調査しました。 

 県では来年度に向けてニホンザルの鳥獣

保護管理計画を策定中で、委員会としても被

害の解消に向けて迅速な対応を、県当局に

求めていくこととしました。 

 7月30日、環境生活農林水産常任委員会

（森野真治委員長）の県内調査で伊賀市の

壬生野小学校を訪問し、サルによる被害実

態について現地調査を行いました。 

 壬生野小学校では昨年から学校周辺にサ

ルが出没するようになり、プール内に入って

水浴びやフンをしたことから、衛生上の理由

ただいま、パブリックコメント実施中！ ご意見をお待ちしています。 

環境生活農林水産常任委員会で伊賀市のサルの被害実態を調査 
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県内のサルの加害レベル図 



 ７月１２日 予算決算常任委員会（平成25年版成果レポート） 

   ３０日 環境生活農林水産常任委員会・県内調査（伊賀市、亀山市、津市） 

 ８月 ２日 知事申し入れ（平成25年版成果レポートについて） 

    ５日 環境生活農林水産常任委員会・県内調査（四日市市） 

 ９月 ２日～４日 環境生活農林水産常任委員会・県外調査（滋賀県、福井県、岐阜県） 

   １３日 本会議（議案上程、提案説明）、全員協議会、議案聴取会 

   １９日 本会議（議案質疑） 

   ２４日 本会議（一般質問） 

   ２６日 本会議（一般質問、森野真治関連質問） 

   ３０日 本会議（一般質問） 

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 全員協議会（経営方針、予算調整方針） 

    ３日 環境生活農林水産常任委員会（環境生活部関係） 

    ７日 環境生活農林水産常任委員会（農林水産部関係） 

   １１日 本会議（代表質問、追加議案上程）、議案聴取会、予算決算常任委員会（採決） 

   １２日 平成25年度(第67回)芭蕉祭（議長代理出席） 

   １６日 本会議（採決、議案上程）、予算決算常任委員会、海外政務活動報告会、委員長会議 

   ２２日 予算決算常任委員会（当初予算の考え方） 

   ２３日 予算決算常任委員会（当初予算の考え方）、全員協議会 

   ２７日 みえ現場de県議会（みえこどもの城）（テーマ：子ども子育て支援） 

   ２８日 予算決算常任委員会（決算総括質疑：森野真治登壇） 

１１月 １日 予算決算常任委員会・環境生活農林水産分科会 

    ６日 予算決算常任委員会（採決）、第2回三重県議会「政策セミナー」 

   ２２日 本会議（議案上程、採決）、全員協議会（食品偽装について）、議案聴取会 

   ２７日 本会議（議案質疑）、予算決算常任委員会（分科会、採決）、議員研修会 

   ２７日 本会議（一般質問、採決） 

１２月 ２日 本会議（一般質問） 

    ４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） 

   １０日 環境生活農林水産常任委員会（農林水産部関係） 

   １２日 環境生活農林水産常任委員会（環境生活部関係） 

   １８日 予算決算常任委員会（採決） 

   ２０日 本会議（採決、追加議案上程）、海外政務活動報告会、委員長会議 

平成25年定例会（7月～12月）公務日程 

 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/ 

日々の活動報告は facebook をご覧ください。 
http://www.facebook.com/shinji.morino.3 

今年度は、県議会において以下の委員等をしています。 

■環境生活農林水産常任委員会・委員長 

■予算決算常任委員 

〒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 
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2013.9.18 高砂地区でボランティアに参加 

2013.10.28 決算総括質疑 


