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これでいいのか 三重県議会!!
一票の格差が再び3倍近くに！ 議会経費も4年で約5億円の増！

定数４５条例案を賛成２３・反対２４の僅差で否決!!
三重県議会は9月14日の本会議で、自
由民主党県議団等が提出した議員定数を

三重県議会議員
自民党公認 伊賀市選出
自由民主党県議団所属

木津なおき

51から45に削減する条例案を23対24の
賛成少数で否決しました。
定数削減条例案に賛成が、自由民主党
・能動
（3）
・鷹山
（3）
・公明
県議団
（13）
党
（2）
・大志
（1）
・新政みえ
（1）
の23人。
定数削減条例案に反対が、新政みえ
（16）
・自民党
（4）
・日本共産党
（2）
・青
峰
（1）
・草の根運動いが
（1）
の24人。
これにより平成26年に定数45の条例
を制定したにもかかわらず、一度も選挙
を行わず6増の定数51に戻ることとなり
ました。これでは一票の格差の最大は尾
鷲市・北牟婁郡選挙区の2.93倍、伊賀市
選挙区では1.66倍のままとなり（平成27
年国勢調査）議会改革と財政健全化を後

退させ、許されるものではありません。

9月14日付伊勢新聞 LINE NEWS

議員定数を51から45に
削減する条例案議決結果
削減案に反対の議員
24人

新政みえ
芳野 正英 津村 衛
廣 耕太郎 杉本 熊野
下野 幸助 藤田 宜三
田中 智也 後藤 健一
藤根 正典 日置 正信
小島 智子 舟橋 裕幸
濱井 初男 三谷 哲央
吉川 新 中村 進一
自民党
村林 聡 西場 信行
山本 教和 中川 正美
日本共産党
山本 里香 岡野 恵美
草の根運動いが
稲森 稔尚
青 峰
野村 保夫
9月14日採決、
前田剛志議長を除く

削減案に賛成の議員
23人

自由民主党県議団
木津 直樹 中嶋 年規
田中 祐治 青木 謙順
野口 正 中森 博文
石田 成生 前野 和美
小林 正人 水谷 隆
服部 冨男 山本 勝
津田 健児
鷹 山
大久保孝栄 奥野 英介
東
豊
能 動
彦坂 公之 館 直人
長田 隆尚
公明党
山内 道明 今井 智広
大 志
倉本 崇弘
新政みえ
中瀬古初美

木津直樹はこれからも議員削減を
進め、県議会に県民の信頼を取り戻
すための活動に全力を尽くします。

委員長インタビュー
収録しました
11月14日、三重テレビ「三重県議会
ハイライト」の委員長インタビューの収
録が行われました。インタビューの概要
は次のとおりです。
教育警察常任委員会では、教育委員会

係では ｢学力向上の課題に対する適切な

及び警察本部関係の所管事項について、
特に ｢学力・体力の向上｣、｢県立高等学
校の活性化｣、そして ｢総合的な犯罪抑

対応｣、警察関係では ｢交番等の耐震・
老朽化対策｣ など、5施策9項目にわた
る意見を取りまとめ知事へ申し入れをし

止対策と交通安全対策｣ 等を重点調査項

ました。放映日程は次のとおりです。

目としています。
委員会では、議論をさらに深めるため
に、御浜町立尾呂志学園小中学校におけ
る少人数教育や小中連携教育の現状のほ
か、本年4月に開設した四日市工業高等
学校ものづくり創造専攻科における高度
な専門教育の現状や課題などについて現
地調査を行いました。
また、今後の県政運営について教育関

インタビューの収録風景

三重テレビ県議会ハイライト

第2回 12 月13 日
（木）19:25〜19:55

第１回 12月12日（水）19:00〜19:30
紹介する常任委員会●総務地域連携ほか
第２回 12月13日（木）19:25〜19:55
紹介する常任委員会●教育警察ほか
第３回 12月15日（土）18:30〜19:00
紹介する常任委員会●予算決算

29年度決算総括質疑に立つ

は、人口減少している中で地方の産業を

池の決壊が多発した。県

には若者、担い手が確保され移住も含め

内のため池3,162箇所の

若者が定着していく必要がある。地方の

内、伊賀地域には1,493

人口、産業を守っていくために危機感を

箇所のため池が存在し老

持ち先端技術やビッグデータを活用して

朽化も懸念されているが

スマート化に取組で行く」

今後の対応は」

③

知事「農林水産業のスマート化の根本
維持、発展させなければない。そのため

伊賀牛の輸出促進について

部長「国からの要請に

木津「国は農林水産業の輸出力強化戦

基づき下流域の家屋や公

略を策定し、安全でおいしい日本の農水

10月30日、予算決算常任委員会で平

共施設に被害を与える可能性のある、県

産物や日本食の海外展開を通して成長戦

成29年度決算総括質疑を行いました。

内1,588箇所のため池の緊急点検を実施

略を推進している。伊賀においても伊賀

おもな質疑応答をお知らせします。

した。これからも被害の影響度合に優先

牛の生産者が輸出に積極的に取り組んで

①

順位を付けて整備を進めていく」

いる。子牛の価格の高騰やコストの4割

鈴木知事（右）の所見を質問

災害復旧事業の復旧と防災対策につ

いて

木津「県民の安心安全のため、道路や

を占める飼料の高騰があるなか、畜産農

河川に加えてため池の防災対策にも取組

家にとって海外展開などの販路拡大は儲

が国の激甚災害指定に指定されるほど甚

んでいただきたい」

かる畜産業の絶好の打って出るチャンス

大な被害をもたらした。現在も復旧工事

②

であるが今後の展望は」

木津「平成29年度は10月の台風21号

農林水産業のスマート化について

が順次進められていると思うが、伊賀地

木津「平成29年産の伊賀米コシヒカ

部長「伊賀牛は米国とアジア特に香港

域では木津川や馬野川などの護岸決壊を

リが特Aを奪還したが、これは生産者、

への輸出拡大を目指しており、これまで

復旧する工事が完成に至ってないが今後

生産者団体、行政が一体となった取組の

米国に7回、香港へは3回(共に29年度は1

の予定はどうか」

成果であると思う。こうした熟練生産者

回ずつ)行い徐々に定着してきたと考え

部長「伊賀管内では76件中51件が工

の栽培技術や生産データを蓄積、解析す

ている。本年は台湾にも初めて輸出をし

事完了、23件が工事発注済みで施工中、

る匠の技の見える化が重要であり、これ

試食プロモーションに取り組んだ。
また、

あと2件も発注済みで今年度末には概ね

からは農業のスマート化を推進して担い

海外では高級部位をステーキで食べるこ

工事完了を見込んでいる」

手不足の解消につなげていく必要がある

とが好まれるが、
例えばすき焼き、
しゃぶ

と考えるが知事の所見を伺う」

しゃぶ等の食べ方も広めて行きたい」

木津「30年度も7月の豪雨災害でため

治田 IC 改良の取り組み

改修前

改修後

伊勢資源化広域連合に6,000千円）の補
正予算が計上されました。

経常収支比率が示す
三重県財政の厳しさ
強いご要望をお寄せいただいている名

横断歩道塗り替えなど交通安全施設を

財政構造の弾力性を示す指標に、経常

阪国道治田インターチェンジの改良事業

整備

青山羽根地内の交差点横断歩道の

収支比率がというものがあります。これ

を進めています。

塗り替えが平成29年度事業として実施

は、県税や普通交付金など毎年の収入に

され、写真のとおり完成しました。同年

対し、
縮減が容易でない人件費や扶助費、

度の警察本部関係交通安全施設整備事業

公債費といった決まった支出が占める割

は、横断歩道の塗替え箇所が三重県全体

合を表すもので、率が高いほど財政運営

で1,827、伊賀署管内で120、名張署管

の自由度が失われ、政策的に使えるお金

内100となりました。30年度も同額の

が少ないことを示します。

▲3月26日には治田区長とともに国交
省中部地方整備局北西国道事務所（亀山
市）を訪れ、要望書を提出。

予算を確保しています。
新たなごみ処理新体制へ向け伊賀市を
支援

《経営経費充当一般財源》
《経常一般財源》

12月補正予算の「ごみゼロ社会」

平成28年度経常収支比率

実現推進事業（34,000千円）では、来
年9月に受け入れが終了する予定のRDF
焼却・発電事業から新たなごみ処理体制
への円滑な移行に向け、施設整備等補助
金として伊賀市に28,000千円（香肌奥
▲10月22日には治田ふれあいプラザ
で事業の進捗状況の説明会を開催、改良
について詳しくご報告申しあげました。
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