
◇防災県土整備企業常任委
員会 副委員長
　危機管理および防災対策の推
進、公共土木施設の整備・維持
管理、都市計画・住宅、土木行
政の推進や公営企業の運営など
について審査・調査します。

◇三重県広聴広報会議 委員
　議会の広聴広報機能の充実を図るため｢みえ
県議会新聞｣や｢みえ県議会だより｣の発行、｢高校
生県議会｣や｢みえ現場 de 県議会｣の開催、｢出前
講座｣の実施、テレビや新聞などでの県議会の広報
に関することなどを協議しています。

　平成29年の初春を迎え心よりお慶び申
し上げますとともに、平素より格別のご支
援とご厚情を賜り厚くお礼申し上げます。
　また、昨年の伊勢志摩サミットを無事終
えることができましたことは県民の皆様の
ご理解とご協力のおかげさまと深く感謝い
たします。

　さて、本年度は防災県土整備企業常任委員会の副委員長として、三重県の防災・減災対策や道路・河川の
整備等に関わっています。その中で伊賀市は生活・産業基盤となるインフラ整備が急務であると改めて思う
ところです。加えて伊賀市の地域医療についても救急体制が喫緊の課題であります。
　本年も国や市と連携し｢三重県も変わった、伊賀市が良くなってきた｣と実感できるよう取組んでまいりま
すので、これからも宜しくお願い申し上げます。
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▲自民党三重県連で伊賀市より要望書を受け取る
　（11月28日）

▲要望完成 円徳院地区河川改修  （12月15日）▲鈴木知事に平成29年度の政策提言を行う
　（12月19日）

▲川上ダム早期完成要望活動①
　水資源機構本社さいたま新都心  （11月16日）

▲川上ダム早期完成要望活動②　三重県青山地区陳情団団長として国土交通省へ  （11月17日）

▲障がい者雇用の調査　  （10月26日）

▲要望完成 府中地区道路の白線補修完成  （10月27日）

▲下荒木区の要望現地調査を川崎代議士秘書と行う
　（9月27日）

▲全国消防操法大会、伊賀市議と共に応援
　（10月14日）

▲国道422号三田坂バイパス（平成29年度完成予定）
   建設促進期成同盟会総会（10月21日）

▲国道422号整備促進期成同盟会総会出席
　（8月26日）

▲鞆田地区敬老会  （9月25日） ▲地元要望活動で名阪国道治田IC改良の
　地元説明会に川崎代議士秘書と出席  （9月8日）

フェイスブックで活動報告をご覧ください。より

▲津松阪港海岸の堤防整備を調査（8月4日）▲熊本地震の調査（9月6日）

▲高校生議会参加の名張西高の生徒を議長室へ案内

春県政報告

ごあいさつ

平成28年度  所属委員会の活動報告

▲安倍総理大臣　伊勢神宮参拝

改修前 改修後

改修前 改修後



第25回全国消防操法大会が10月14日、長野県長野市オリンピックスタジアムで開催され三重
県代表の伊賀市消防団が小型ポンプの部で見事優勝し日本一になった。今回の快挙について
知事の所見は。

【知事】三重県の優勝は昭和45年のポンプ車
操法以来46年ぶり、小型ポンプ操法の優勝
は県勢としては初めてであり加えて歴代最高
得点での優勝という快挙である。改めて伊賀
市消防団の快挙に心よりお祝いを申し上げま
す。全国大会での伊賀市消防団の活躍は県内
の消防団員の励みとなり消防団は地域におけ
る共助の要として地域の防災活動の重要な担
い手であることから県民に大きな誇りと安心感をもたらしてくれた。現在、県では消防団に
対しての新たな支援策として三重消防団応援の店（仮称）制度の構築に向け検討を進めてい
るところ、これからも消防団への理解を更に促進し地域防災力の充実強化につなげていく。

Ｑ

Ａ

  木津直樹の一般質問（平成28年定例会　12月1日）
１．全国消防操法大会日本一について

ユネスコ無形文化遺産｢山、鉾、屋台行事｣に三重県から桑名石取祭の祭車行事、四日市鳥出
神社の鯨船行事、伊賀市上野天神祭のダンジリ行事の３行事が同時に登録された。県では平
成16年の熊野古道に続いての世界遺産登録で、三重県の歴史、伝統、文化が更に認められた
ことになった。今後、３行事が連携した取組みと支援が必要であるが県の考えは。

【知事】３市の保存会をはじめ関係者の皆さんには一年
待たされましたので喜びも一入であろうと思います。地
域が少子高齢化していく中で伝統行事を守るということ
は大変なことで、本当に世代を超えて伝承していただい
たおかげであります。また、ユネスコの決議文でも伝承
者や実践者である地域住民にアイデンティティーや芸術
的創造性を与えるという大変高い評価があったのも地域
の皆さんのおかげだとおもいます。これから３市長や保
存会関係者の皆さんとしっかり協議しながら進めていき
ます。

【教育長】今回の登録を契機に県内の子どもたちが本物
の文化に触れ地域の伝統行事に積極的に参加して伝統や
歴史を学び土地の誇りである行事を受け継いでいけるよ
うに努めるとともに、今後とも文化財の保存や継承を図
り価値や地域の魅力を県内はもとより全国にしっかりと
情報を発信していく。

Ｑ

Ａ

Ａ

２．ユネスコ無形文化遺産登録について

Ⅰ．農地耕作条件改善事業等の定額助成の見直しについて
平成２８年度補正予算成立時に国が定額補助金の見直しを行ったが、事前説明がなく半ば一
方的な措置であったことから事業実施予定の地域から不満の声があがっている。こういった
見直しがある時はこれまでの経過を踏まえ丁寧に説明し県としても必要に応じ支援措置を取
るべきと考える。

【農林水産部長】県としても国に対して単価改正の経
緯など、詳細な説明を求めているところで。今後も引
き続き耕作条件の改善などきめ細かな基盤整備が着実
に進むよう市町とともに取組んでいきたい。

Ｑ

Ａ

Ⅱ．獣害対策の推進について
このたび獣害被害防止特措法が改正され一層の獣害対
策とジビエの推進が期待される。伊賀地域は県事業で
大型捕獲檻を設置しサルの被害は軽減できたが、最近はニホンシカの被害が観光地での食害
や衝突事故など農業被害以外で増大している。また、人的被害を与えるクマの出没について
も心配の声を聞くが現状はどうか。

【農林水産部長】ジビエ利用推進は全国に先駆けて整備した三重ジビエ品質管理マニアルの普
及や三重ジビエ登録制度による事業者の拡大を更に進めるとともに本年８月に設立した三重
ジビエ推進協議会と連携し付加価値向上に向けた商品開発や販路開拓をおこなう。伊賀地区
における二ホンシカの捕獲頭数は平成25年度が1795頭、平成26年度が2650頭、平成27年
度が3171頭と年々増加している。加えてサルの大型捕獲技術をニホンシカに活用できるよう
開発中です。クマの目撃件数は11月末で昨年度の20件増の28件で多くなっているので情報収
集と注意喚起をしていきたい。

Ｑ

Ａ

Ⅲ．中山間地域等における農業振興策について
三重県の総面積の約７割を占める中山間地域は洪水や土砂の流出を防止し、農産物や水を供
給するなどの役割を担っていますが過疎化、高齢化が著しく進み大変厳しい状況にある。ま
た、農地は急傾斜が多く小区画であることから営農条件が悪く耕作放棄地の割合が高くなっ
ている。地域の声を聞くと中山間地域等直接支払制度もあるが農業者の高齢化や後継者不足
から活用が困難になっているとのことである。
条件不利地における農業は存続自体が危ぶまれ
るが三重県の対策は。

【農林水産部長】直接支払制度の活用が困難な
地域の協定範囲を複数集落に拡大し近隣の営農
集落の協力を得る体制づくり取組んでいる。地
域資源の有効活用を図る地域活性化プランや雇
用創出プロジェクト事業を実施して担い手の確
保や雇用機会の創出につなげているところです。

Ｑ

Ａ

３．農業の振興と獣害対策について

▲伊賀・名張土地改良区から要望を受ける （10月19日）▲だんじり曳行にボランティア参加

▲伊賀市消防団　三重県知事表敬訪問
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　（8月26日）

▲鞆田地区敬老会  （9月25日） ▲地元要望活動で名阪国道治田IC改良の
　地元説明会に川崎代議士秘書と出席  （9月8日）

フェイスブックで活動報告をご覧ください。より

▲津松阪港海岸の堤防整備を調査（8月4日）▲熊本地震の調査（9月6日）

▲高校生議会参加の名張西高の生徒を議長室へ案内

春県政報告

ごあいさつ

平成28年度  所属委員会の活動報告

▲安倍総理大臣　伊勢神宮参拝

改修前 改修後

改修前 改修後


