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の皆様方に幅広く知っていただくため、定期的に発行し
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19日、337日間）が終了しました。

金約16億円を設置、台風11号災害
復旧事業で約15億円、平成24年・

9月補正予算として国の補助金を

平成25年過年災害復旧事業などで

活用して避難所に太陽光発電等を

約2億円の増額補正や地方交付税

設置する費用など、一般会計約15億

約▲14億円、国庫負担金約▲8億

円、企業会計約1億円が提案され、

円、財政調整基金約▲43億円、地

10月17日に可決されました。

域医療再生臨時特例基金約▲15億

平成25年度公営企業会計決算が

円の減額補正など、一般会計約▲

10月17日に、平成25年度一般会

23億円、特別会計約11億円、企業

計・特別会計決算が11月21日に認

会計約7億円が提案され、12月19

定されました。

日に可決されました。

12月補正予算として国の交付金を
活用して地域医療介護総合確保基

なお衆議院選挙費用約10億円は
11月27日に提案・可決されました。

平成26年定例会（7月～12月）に提出された請願について（継続審査分を除く）
請48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49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50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51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52号 医療的ケアを必要とするような重度重複障がい児者の地域生活向上について（採択）
請53号 専門学校生の教育費負担軽減事業について（採択）
請56号 私学助成について（採択）

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。
○「みえ公共施設等総合管理基本方針（仮称）中間案」に対する意見募集（2015年1月15日（木）まで）
○「食品衛生の措置基準等に関する条例」の一部改正案に関する意見募集（2015年1月13日（火）まで）
○「三重県水源地域の保全に関する条例（仮称）」の骨子案に対する意見募集（2015年1月20日（火）まで）
○三重県青少年健全育成条例の一部を改正する条例（案）に関する意見募集（2015年1月13日（火）まで）
○「健やか親子いきいきプランみえ（第２次）（仮称）」（中間案）に対する意見募集（2015年1月13日（火）まで）
○「三重県子ども・少子化対策計画（仮称）」（中間案）に対する意見募集（2015年1月13日（火）まで）
詳しくは→http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/pubcom/pcitiran.htm
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平成25年度政務活動費について
昨年、全国的に注目を浴びた政務活動費（平成24年度までは「政務調査費」）ですが、私もいろんなところでよく
聞かれますので、昨年度の報告書を掲載いたします。三重県議会では政務活動費は月額33万ですが、暫定的に
平成21年4月から10%、平成23年7月からは20％減額しており、月額26万4千円としています。なお、そのうち18
万円が議員に、8万4千円が会派に支給されています（会派分は会派活動に使用しています）。
○報告対象期間
○収 入
○支 出
経

費

内

支 出 額

調査研究費

0円

研修費

0円

広聴広報費

要請陳情等活動費

会議費

○残

平成25年4月1日～平成26年3月31日
政務活動費 2,160,000円（180,000円×12ヵ月）

971,544円

0円

97,065円

資料作成費

0円

資料購入費

123,090円

事務所費

341,267円

事務費

217,257円

人件費
合 計

520,262円
2,270,485円

余

△110,485円

支出科目
旅費
需用費
委託料
負担金
その他
旅費
報償費
需用費
使用料
負担金
その他
旅費
需用費
通信運搬費
その他
旅費
需用費
その他
旅費
需用費
使用料
負担金
その他
需用費
手数料
その他
図書購入費
その他資料購入費
賃借料
管理運営費
その他
需用費
通信運搬費
その他
人件費

訳
支出額

備

考

0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
629,896円 県政レポート1月号、7月号印刷代
341,648円 県政レポート1月号、7月号新聞折込代
0円
0円
0円
0円
3,090円 県政報告会旅費
0円
93,975円 県政報告会会場使用料
0円
0円
0円
0円
0円
0円
123,090円 新聞購読料等
278,465円 事務所家賃
62,802円 事務所光熱水費
0円
48,165円 コピー代、事務用品代
58,509円 電話、郵便代
110,583円 FAX,コピー機、シュレッダーリース料
520,262円 事務員給与
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平成26年定例会（7月～12月）公務日程
７月
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※本年度は監査委員をしているため、
例年より公務日程が多くなっています。

９日 監査委員会議（住民監査請求）
１１日 委員監査（四日市地域防災総合事務所、四日市農林事務所、北勢流域下水事務所）
１４日 予算決算常任委員会（平成26年版成果レポート）
１６日 委員監査（桑名保健所、桑名農政事務所、北勢水道事務所）
１７日 委員監査（こころの医療センター、中世水道事務所、水質管理情報センター）
２２日 委員監査（松阪県税事務所、松阪保健所、三瀬谷発電管理事務所）、監査委員会議（住民監査請求）
２３日～２４日 健康福祉病院常任委員会・県内調査（津市、紀宝町、熊野市、尾鷲市、志摩市方面）
２８日 委員監査（伊賀地域防災総合事務所、伊賀保健所、伊賀農林事務所）
３０日 総括本監査委員レク
８月 １日 総括本監査（企業庁、病院事業庁）、例月出納検査（実地検査）
４日 委員監査（児童相談センター、津建設事務所）
７日 監査委員会議（企業会計決算審査意見協議、住民監査請求）
２１日 監査委員会議（住民監査請求）
２７日 監査委員会議（平成25年度財政的援助団体等監査の講じた措置、企業会計決算審査意見協議等）
２８日 総括本監査（出納室、総務部）、例月出納検査、総括本監査委員レク、監査委員会議（住民監査請求）
２９日 総括本監査（スポーツ推進局、南部地域活性化局、地域連携部）、総括本監査委員レク
９月 １日 総括本監査（医療対策局、子ども・家庭局、健康福祉部、農林水産部、戦略企画部）、総括本監査委員レク
２日 総括本監査（観光・国際局、雇用経済部）
３日～５日 健康福祉病院常任委員会・県外調査（千葉県、東京都）
８日 総括本監査（廃棄物対策局、環境生活部、警察本部、県土整備部）、総括本監査委員レク
９日 監査委員会議（住民監査請求）
、総括本監査（防災対策部、教育委員会事務局、議会事務局、人事委員会事務局等）
１０日～１１日 第６５回全都道府県監査委員協議会講習会（東京都）
１２日 四日市港管理組合（例月出納検査、平成25年度分決算審査及び平成25年度経営健全化審査）
１６日 本会議（議案上程、提案説明）、全員協議会、議案聴取会
１７日～１８日 四日市港管理組合（定期監査）
１９日 本会議（議案質疑）、健康福祉病院常任分科会、監査委員会議（一般会計・特別会計決算審査意見協議）
２２日 本会議（一般質問）
／
２５日 本会議（一般質問）
２６日 監査委員会議（一般会計及び特別会計決算審査意見協議、平成26年度定期監査結果報告書について）
２９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審査）
２日 全員協議会（平成２７年度当初予算調製方針等）、監査委員会議（平成２６年度定期監査結果報告書）
８日 健康福祉病院常任委員会・分科会（病院事業庁関係）
９日 健康福祉病院常任委員会・分科会（健康福祉部関係）
１０日 四日市港管理組合（定期監査、監査委員会議（決算意見）
）
、監査委員会議（平成２６年度定期監査結果報告書等）
１４日 本会議（代表質問）、予算決算常任委員会（採決）
１６日 監査委員、知事・副知事との意見交換会（普通会計決算審査意見及び平成２６年度定期監査結果）
１７日 本会議（採決、議案上程）、予算決算常任委員会（一般・特別会計）、監査委員と正副議長との意見交換会
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（平成２６年度定期監査結果）
２８日 予算決算常任委員会（決算総括質疑）
１１月 ４日 健康福祉病院分科会
６日 予算決算常任委員会（採決）
１４日 第６７回全都道府県監査委員協議会連合会総会（東京都）
２１日 本会議（採決、議案上程）、議案聴取会
２７日 本会議（追加議案提案等）・議案聴取会・予算決算常任委員会（採決）
２８日 本会議（一般質問）
１２月 １日 四日市港管理組合（例月出納検査）
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）
四日市港管理組合監査委員室にて
８日 予算決算常任委員会（予算総括質疑）
９日 健康福祉病院常任委員会・分科会（健康福祉部関係）
１１日 健康福祉病院常任委員会・分科会（病院事業庁関係）、監査委員会議（平成２７年度監査等執行計画等）
１７日 予算決算常任委員会（採決）、議員勉強会、監査委員会議（住民監査請求）
１９日 本会議（採決、閉会）
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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。
■監査委員（三重県・四日市港管理組合）
■健康福祉病院常任委員
■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。

森野真治事務所
〒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

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

新政みえビジョン2015～新しい三重のカタチづくりのために～を発表しました！
１ 防災・減災対策の強化！
●防災・減災対策に積極的に取り組みます！
●地震・津波など自然災害に強い県土づくりを推進します！

５ 県民の健康と生命を守る！
●医師・看護師等の不足・偏在を解消し、救急医療体制の充実
を図ります！

●防災意識の向上をはかり、災害時要援護者の支援を推進します！

●在宅医療・介護体制の基盤づくりを進めます！

●子どもたちを災害から守ります！

●がん対策、歯と口腔の健康対策と難病患者支援を推進します！

●大震災時における第一次産業・中小企業の経営継続のため

●福祉医療費助成の充実を図ります！

の計画策定を推進します！

２ 住みやすい環境を次世代へ！

●介護基盤整備や認知症対策等、高齢者福祉の充実を図ります！
●障がい者の自立支援を促進します！

●伊勢湾再生の取組を促進します！

●少子化対策の充実を図ります！

●現実の生活とネット上における安全・安心を守ります！

●生活困窮者の自立支援を推進します！

●交通安全対策を推進します！

●成年後見制度の拡充を図ります！

●再生可能エネルギーの活用を推進します！

●自殺予防対策の充実を図ります！

●多文化共生社会の充実に取り組みます！

●食の安全・安心の確保を進めます！

●生物多様性の保全に取り組みます！

３ 地域経済の活性化！
●産業基盤を支える道路ネットワークなどのインフラの整備と保
全を推進します！
●本県経済を持続的・安定的な軌道に乗せ、雇用の創出・維持
を図ります！

６ 子どもたちの豊かな未来のために！
●子どもの育ちを支える総合的な子ども・子育て政策を推進します！
●子ども虐待防止対策を推進します！
●「自立する力」「共に生きる力」を育む魅力ある学校づくりに取
り組みます！
●少人数教育の充実を図り、

●「公契約条例（仮称）」の策定をめざします！

すべての子どもたちに行き

●南部地域の活性化を図ります！

届いた教育を推進します！

●観光振興策を推進します（発信！みえの魅力）！
●働き続けることができる環境づくりの実現をめざします！

４ 農林水産業の強化！

●キャリア教育・労働教育の
充実に取り組みます！
●生涯スポーツの振興と、

●もうかる農業をめざし、農業の6次産業化を進めます！

「三重国体」に向けた競技

●もうかる林業をめざし、森林の間伐を進め、県産材の利用拡

スポーツの振興に取り組み

大を進めます！
●もうかる漁業をめざし、計画生産、販路拡大への支援を進めます！

ます！

