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自治功労表彰（在職10年）をいただきました！ 

 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。ぜひ、ご家族皆様でご覧

ください。 

 なお、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。 

 11月25日に全国都道府県議会

議長会より自治功労表彰（在職10

年）をいただきました。 

 都道府県議会議員として在職10

年以降5年ごとにいただけるもの

ですが、平成28年9月に在職9年

5ヶ月で議員辞職いたしましたの

で、いただけていませんでした。 

 復帰後7ヶ月経ち、通算10年に

達しましたので、この度いただくこ

とができました。 

 これもひとえに、再び県政に送っ

ていただきました皆様方のお陰で

す。引き続き、ご支援にお応えでき

るよう頑張ってまいります。 
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2019.11.25  本会議場にて 

 4月7日執行の県議会議員選挙で当選させていただき、4月30日から4期目として再び議員任期に入らせて

いただきました。 

 5月10日に令和元年定例会（5月10日～12月20日、225日間）が開会し、5月15日に今年度の正副議長や

各委員会の正副委員長など、県議会の各役職が決定しました（任期は来年5月の役員改選まで）。私は予算

決算常任委員会（全員所属）、環境生活農林水産常任委員会（副委員長）、議会改革推進会議（副会長）に所

属することになりました。 

 6月3日に6月補正予算、公共事業費191億円（道路88.5億円、河川11.9億円、ため池12.9億円など）や私

立学校・幼稚園等補助金23.9億円など249億円が提案され、6月28日に可決されました。今年度は知事選挙

執行のため当初予算編成が骨格的予算となっており、一般会計の 6 月補正予算が例年より大幅に大きい

231 億円となり、補正後の予算総額は7,236 億円 （対前年度当初予算比＋3.8％）となりました。 

 9月18日に9月補正予算、CSF（豚コレラ）対策費10.8億円など11.3億円が提案され、緊急を要するCSF対策

費は9月26日に、その他は10月18日に可決されました。 

 10月18日に平成30年度一般会計・特別会計決算が提案され、11月15日に可決されました。 

 11月25日に12月補正予算、CSF対策費（追加）1.8億円や園児等子どもが日常的に移動する経路の安全確

保対策費2億円、今年発生した災害への対応費9.2億円、人事委員会勧告に基づく給与改定等に伴う人件費 

など5.4億円、事業の精査等による減額など、差引▲19億円が提案され、12月20日に可決されました。 

令和元年定例会が開催されました。 

三重県議会議員 森野真治の県政レポート 

 ５月 ７日 初登庁、新議員説明会 

   １０日 全議員説明会、本会議（令和元年定例会開会） 

   １３日 県行政等にかかる新議員説明会   ／ １５日 本会議（役員選出） 

   ２３日 環境生活農林水産常任委員会（所管事項説明） 

 ６月 ３日 本会議（令和元年度補正予算等議案上程）、議案聴取会、議会改革推進会議役員会 

    ６日 本会議（代表質問、議案質疑） 

   １０日 本会議（一般質問）、議会改革推進会議役員会 

   １２日 本会議（一般質問）   ／ １４日 本会議（一般質問） 

   １７日 予算決算常任委員会（令和元年度補正予算総括質疑）、議会改革推進会議役員会 

   １８日 環境生活農林水産常任委員会・分科会（環境生活部関係） 

   ２０日 環境生活農林水産常任委員会・分科会（農林水産部関係） 

   ２６日 予算決算常任委員会（令和元年度補正予算採決）、第1回議員勉強会、議会改革推進会議役員会 

   ２８日 本会議（令和元年度補正予算等採決） 

 ７月１２日 予算決算常任委員会（平成30年度成果レポート）、議会改革推進会議総会、第2回議員勉強会 

 ８月 １日 環境生活農林水産常任委員会県内調査（四日市市、津市） 

    ７日 環境生活農林水産常任委員会（CSF（豚コレラ）、土砂条例（仮称）について） 

    ９日 環境生活農林水産常任委員会県内調査（尾鷲市、紀北町） 

   ２７日～２９日 環境生活農林水産常任委員会県外調査（東京都、神奈川県） 

 ９月 ９日 環境生活農林水産常任委員会県内調査（津市） 

   １８日 本会議（令和元年度補正予算等議案上程）、議案聴取会 

   ２４日 本会議（議案質疑）、環境生活農林水産分科会（先議分審査）、予算決算常任委員会（先議分採決） 

   ２６日 本会議（一般質問、先議分採決）   ／ ３０日 本会議（一般質問） 

１０月 ２日 本会議（一般質問） 

    ３日 予算決算常任委員会（企業会計、南部地域活性化について） 

    ４日 全員協議会（令和2年度経営方針案・予算調製方針） 

    ７日 環境生活農林水産常任委員会・分科会（環境生活部関係） 

   １０日 環境生活農林水産常任委員会・分科会（農林水産部関係） 

   １６日 本会議（代表質問）、予算決算常任委員会（令和元年度補正予算採決） 

   １８日 本会議（採決、平成30年度決算議案上程）、予算決算常任委員会（平成30年度決算説明）、全員協議会 

   ２３日 全員協議会（平成30年度定期監査結果）、予算決算常任委員会（令和2年度当初予算の考え方） 

   ２４日 予算決算常任委員会（令和2年度当初予算の考え方） 

   ２８日 予算決算常任委員会（平成30年度決算総括質疑） 

   ３１日 環境生活農林水産分科会（平成30年度決算審査） 

１１月 ７日 令和元年度M-EMS環境セミナー（議長代理出席）、2019ため池フォーラムinみえ（議長代理出席） 

   １５日 予算決算常任委員会（平成30年度決算採決） 

   ２５日 本会議（令和元年度補正予算等議案上程）、全員協議会 

   ２７日 本会議（議案質疑）   ／ ２９日 本会議（一般質問） 

１２月 ３日 本会議（一般質問）   ／  ５日 本会議（一般質問） 

    ６日 予算決算常任委員会（令和2年度当初予算要求状況） 

    ９日 予算決算常任委員会（令和2年度当初予算総括的質疑） 

   １０日 環境生活農林水産常任委員会・分科会（環境生活部関係） 

   １２日 環境生活農林水産常任委員会・分科会（農林水産部関係） 

   １８日 予算決算常任委員会（令和元年度補正予算採決） 

   ２０日 本会議（令和元年度補正予算等採決、令和元年定例会閉会）、全員協議会 

令和元年5～12月の公務日程 
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森野真治事務所 
三重県議会議員 〒518-0007 伊賀市服部町331-1 

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

 県政に対するご意見、ご要望などをお聞かせください。 

2019.12.9  総括的質疑 



・8月1日（四日市市、津市） 

①四日市市笹川中央幼稚園（四日市市） 

 県内最大の外国人集住都市である四日市市笹

川地区にある笹川中央幼稚園で行われている、

外国にルーツのある幼児のための就学前支援の

取り組みや、今後の県内水平展開に向けての課

題について調査を行いました。 

②株式会社フューチャー・ファーム・コミュニティ三重（津市） 

 県内最大級の農産物直売所を有する「高野尾

花街道 朝津味」を運営する同社の高野尾地域活

性化プロジェクト「高野尾花街道」の概要や、その

効果、今後の課題等について調査を行いました。 

③株式会社浅井農園（津市） 

 トマトの栽培と収穫にAI（人工知能）やロボットを

活用する開発を進めている同社の農作物の生産

管理技術の高度化や競争力強化についてや社員

が働きやすい職場づくりの取り組みについて調査

しました。 

○ 常任委員会・県内調査（8月1日、8月9日、9月9日） 
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2019.9.21～23 

台風15号災害ボランティア 

（千葉県佐倉市） 
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①避難行動促進事業（新規事業）について・・・AIやSNSを活用した情報収集と避難行動の促進 

 この事業は①AIスピーカーを使って対話形式で防災情報等を取得できるようにする。②県のSNSアカウン

トに対して水防団等現場から状況報告や状況写真を送信してもらい、それをAIシステムで解析することで被

害把握の迅速化と早期対応をはかるという2つのシステムを構築しようとするものです。 

 ①については様々な事業者が防災情報を発信する中、確実に三重県の出している情報が届くシステムに

してほしい。②については発災本番時に情報処理が追い付かず、システムダウン等を起こさないようしっか

りとした設計をしてほしいと要望しました。 

②児童虐待法的対応推進事業（一部新規事業）について・・・AIの活用によりアセスメント精度を向上 

 この事業は児童相談所職員に150台のタブレット端末を配備し、現在手書きで行っているチェックシートを

現場で入力し、各児童相談所で即時に保護等の法的対応について判断できるようにするシステムを構築し

ようとするものです。 

 保護の要否の決定をAIで行うことは判断過程がブラックボックス化され説明責任を果たせないことが危惧

される点については、導入するAIシステムはあくまでも統計的な情報を判断材料として提供するもので、最

終決定は児童相談所の所長が行うこととしているとのことでした。 

③医師確保対策事業について 

 来年度からの医師確保対策について、現在策定している新しい医師確保計画が反映されたものとなると

思うが、これまでとの違いや県内を4つに分けている二次医療圏単位との関係について聞きました。 

 県では医師確保対策を4つの二次医療圏単位ではなく、地域の実情に応じて8つの構想区域単位に分け

て計画を策定しており、今後は三重県地域医療センターの充実強化により更なる医師の地域偏在解消に取

り組んでいくとのことでした。 

④河川体積土砂対策事業について 

 河川の体積土砂の撤去が土砂の処分地の確保ができないことで進まない件で、処分地の確保に向けてさ

らに努力をしてほしいと要望しました。 

 県では市や自治会に土砂の受け入れ可能な民有地を紹介をお願いしたり、民間受け入れ地の公募を行う

などしており、引き続き努力をしていくとのことでした。 

○予算決算常任委員会・総括的質疑に登壇（12月9日） 

2019.11.5 

自動運転システムについて調査 

（群馬大学） 

・8月9日（尾鷲市、紀北町） 

④尾鷲物産課株式会社（尾鷲市） 

 養殖から加工、卸売り、販売まで様々な水産事

業を手掛ける同社のこれまでの取り組みや水産

業の現状、国の水産政策や県の条例に対する考

え等について、調査、意見交換を行いました。 

⑤建設残土堆積現場（紀北町） 

 紀北町内の建設

残土積み上げ現場2

か所を現地調査し、

地元自治体の取り

組み状況や意見交

換を行いました。 

・9月9日（津市） 

⑥三重県養豚協会 

 三重県養豚協会からCSF（豚コレラ）対策の現状

と課題、要望等について調査、意見交換を行いま

した。 

①江東区議会（東京都江東区） 

 積極的に公共建築物の木質化に取り組む江東

区議会において、公共建築物等における木材利

用の推進について調査しました。また、木材利用

施設の一例として、豊洲シビックセンターの視察

を行いました。 

②水産庁（東京都千代田区） 

 水産庁において、水産政策の改革の内容やポ

イント、昨年度水産庁が全国で実施した説明会に

おいて出された意見や、全国の先進的な取り組

み等について調査を行いました。 

③神奈川県議会（神奈川県横浜市） 

 神奈川県議会では、全国に先駆けて策定した犯

罪被害者等支援条例に基づくこれまでの取り組

○常任委員会・県外調査（8月27日～29日） 

みにおける課題や新たな取り組み等について、

「かながわプラごみゼロ宣言」をはじめとする、

SDGsの視点を踏まえた環境政策の推進について

調査しました。 

④ヨコハマ海洋市民大学実行委員会（神奈川県横浜市） 

 「海洋に配慮した

まちづくり」をテー

マに、横浜という都

市の視点から水辺

や海洋環境を考え

行動できる人材育

成を目的に講座を開講している同実行委員会の

これまで6年間の取り組みや今後の展開について

調査しました。 

2019.11.24 

第24回全国女性消防操法大会 

（横浜市） 

2019.12.15 

川上ダム定礎式 

（川上ダム建設現場） 

○写真スクラップ 


