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要望活動  面談者・参加者（敬称略）

　本会は、三重県内全ての29市町で構成し、社会基盤整備の促進に資することにより、住民福
祉の向上に寄与することを目的として、次の事業を行っております。

一般社団法人 三重県社会基盤整備協会 　

（1）道路整備事業、河川整備事業、災害復旧事業、砂防事業、港湾・海岸整備事業、都市計
画事業及び街路整備事業の促進

（2）社会基盤整備事業に関する調査研究
（3）社会基盤整備事業に関する関係機関への要望活動ならびに意見の具申
（4）社会基盤整備事業に関する普及啓発
（5）社会基盤整備事業に関する各種団体との連絡調整
（6）その他、本会の目的達成に必要な事業
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　（一社）三重県社会基盤整備協会では、令和4年8月3日に知事及び三重県議会議長に対して、要
望活動を実施しました。
　国土交通省・財務省及び三重県選出国会議員への要望活動につきましては、10月6日に実施しま
した。

（一社）三重県社会基盤整備協会 要望書

三重県国道協会 提言書

要望活動要望活動

令和5年度の国の政策・予算に関しての要望における主要項目としては、新型コロナウイルス感染症の
拡大に日本経済が大きく低迷する状況の中で、ポストコロナにおける経済活動のV字回復を図り、地方の
強靱な国土づくりを強力かつ早急に進めるため、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」
において、地方が必要とする取組を計画的に推進していただくとともに、5か年加速化対策後も当初予算を
含め通常予算と別枠で確保し、計画的・継続的な推進、補正予算の速やかな編成と例年以上の規模の確保、
資材高騰に配慮し、令和5年度予算の所要額を満額確保していただくよう強く要望します。

河上会長：要望要旨

国会議員コメント（抜粋）

【田村憲久衆議院議員】
国土強靱化の5か年の15兆円があと3年となったが、
まだまだやらなきゃならんものもあり、補正が組めるか
組めないかがポイントとなってくる。当初予算も発射台を
上げておかないと補正がない時にはつらいこととなるの
で、しっかりと進めていきたいと思っている。縦に長い県
であることから、それぞれの市町において課題を抱えら
れていることもよくわかっている。我々、国会議員で、しっ
かりとご要望を叶えさせていただけるよう頑張ってまいり
たいと思う。

【川崎ひでと衆議院議員】
川上ダムも随分、水が貯まってきて、中勢バイパス、
鈴鹿亀山道路等、様々なインフラが整ってきたという印
象である。本日、岸田総理の方からも、防災・減災、
国土強靱化5か年加速化対策はしっかりやっていくこと
と、そのあとも継続してやっていく必要があることの意思
が表明された。そうしたことも含め、しっかりと国交省へ
要望を続けていきたいと思いますので、皆様のお力添え
をよろしくお願します。

国会議員要望：10月6日国会議員要望：10月6日
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国土交通省要望：10月6日国土交通省要望：10月6日【石原正敬衆議院議員】
要望事項も市町長のレベルでは、生活道路や河川の掘削

に焦点が当たってくるのであろうと思っている。何が何でも
予算を確保していくんだというところを、皆様から後押しを
いただいて、我々もしっかりと汗をかいていきますので、引
き続きのご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いし
ます。

【丹羽道路局長コメント】
補正が例年より早く数字をまとめる段階にき

ている。5か年計画の2か年が過ぎ、順調に予
算がついてきているので、3年目はそんなにやら
なくてもよいような話が財務省から聞こえてきて
いる。財務省にもわかってくれている人もいれば、
クールな人は10％でいいと言う人もいる。これ
までも補正で予算を確保してきていることから、
今回が勝負でありチャンスであると考えている。災害もこれだけ多いので、しっかりと予算を確保すべく我々
も頑張ります。1年目、2年目以上にやっていただくように財務省に対してお願いをしているので、応援よ
ろしくお願いします。

【鈴木英敬衆議院議員】
国土強靱化5か年加速化対策は、災害対応で早く進める

ことに意味があるので、今年度もしっかりと予算を確保して
いくということをきっちりと申し上げていきます。また、執行
のことを考えると、補正予算の確保と併せて当初予算の確保
をしっかりと頑張っていきたいと思っている。今回、内閣府
の政務官を拝命し骨太の経済財政運営の担当になったので、
岸田総理のもと、予算の単年度主義の弊害の是正の道筋を
つけていけるよう政府の中で頑張ってまいります。

【岡村水管理・国土保全局長コメント】
5か年加速化対策については予算が順調につ

いてきているので、要望のある箇所にお金が回
るようにでき、だいぶやりやすくなっている。加
速化対策予算が無くなれば全国的にブレーキを
掛けなければならなくなるので一生懸命に活動
をしていきたい。今年の雨の降り方も異常で日
本海側で1時間150㎜という聞いたことのない

雨が降っている。根幹的な河川改修・遊水地・ダムはしっかりとやっていきますが、流域で少しでも貯め
ていくということも併せてやっていければと思っており、いろんな場面での皆さんのご協力をお願いします。

【堀田港湾局長コメント】
防災・減災、国土強靱化対策もこれまで進捗

率が良すぎるぐらいついてきているが、今年とか
来年の予算が下がらないように如何にしていくか
皆さんの応援がなによりも大事であると思ってい
る。整備局の増員についても、今後の事を考え
ると広域災害の対応に対しては絶対に必要とな
ることから応援していただきたい。港湾、港湾
海岸の予算確保についても、どんどん発信をしていっていただきたい。四日市港も企業立地とも密接に関
連してくるので、東海環状と連携をしながら進めてまいりますので、皆さんのご協力をお願いします。

【佐々木官房審議官コメント】
予算については全体のパイの事もあり、

前には進んでいるがスピードが緩いところも
あるので、なお一層、頑張ってまいります。
都市の方はいろんな動きが出てきており、
我々自身も本質を見誤らないように、現場
の皆様方から教えて頂きながらやらないと
すれ違って違う方向に行ってしまってはいけ

ないと考えており、結構難しい時期であると感じている。皆さんからのお声をいただきながら、ご要望い
ただいた内容は頑張って取り組んでまいりますので、皆さんの支援・応援をよろしくお願いします。

【中川康洋衆議院議員】
5か年加速化対策に対しては、岸田総理が5か年後も引

き続き、継続的に取り組んでいく旨の答弁がありましたので、
方向性は一つ出たなと感じています。資材高騰により今の5
か年予算で足りるのかという問題もあり、公明党としてもしっ
かりと補正で対応していくことを提言させていただいている。
斉藤国交大臣のもとでしっかりとやっていきます。

【山本佐知子参議院議員】
議員になってふた月が経過し、既にいくつかのご要望も

持ってきていただいており、それらを具現化できるように頑
張ってまいりたい。国土交通の常任委員会となったので、そ
の立ち位置を十分に生かして、なんとか皆様のお力に少しで
も立てればと思っている。皆様の地元の産業や地域に関わ
るような部所からしっかりと皆様のご要望を受け止め、しっ
かりと頑張りたいと思います。

【吉川ゆうみ参議院議員】
国土強靱化5か年加速化対策の部分に関しては、しっか

りと続けていく。これは、我が国をしっかりと守っていくと
いうためには、皆が認識を同じくしているところであります
ので、首長におかれても、色 と々ご懸念をされていると思い
ますが、我々もしっかりと、そのつもりで進めていきますし、
財務省に対して関係議員がしっかりと手をつなぎながら申し
入れていきますので、よろしくお願いします。
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三重県議会議長要望：8月3日三重県議会議長要望：8月3日
【前野県議会議長コメント】
5か年加速化対策で全て対応できる

ものではないことから、引く続き、予算
確保に向け、県議会としても、県民の皆
様の安全と安心を守る河川、道路、治山、
海岸、港湾、都市整備に対し、しっか
りと対応していただくよう、申し入れを
行っていきます。

【藤田県議会副議長コメント】
社会基盤整備は、安全安心はもちろんのこと経済を支えていく意味では非常に大きいものであるので、

三重県議会としても、ご要望が実現するように連携をしていきます。

三重県知事要望：8月3日三重県知事要望：8月3日
【一見三重県知事コメント】
予算の確保については、どんな風にやれば効果的か

を話しながら進めていく必要がある。道路もおかげさ
まで進んではきているが、まだ背骨が通っていないの
で、そこをしっかりとやっていく。また、災害から県民
の命をどう守るかも一丁目一番地と考えている。皆様か
らいただいている要望が実現できるようにしっかり取り
組んでまいります。

東京メトロ丸ノ内線　霞ヶ関駅構内に広告を掲示
〇 啓発内容：三重県における社会基盤整備促進の必要性
〇 期　　間：令和4年9月28日（水）～10月18日（火）
〇 広告媒体：駅構内広告掲示板

〇 啓発内容：神宮司廳の音羽氏をお招きして、お伊勢参りを題材に日本橋から伊勢までの街道
についての変遷を紹介

〇 日　　時：令和4年9月9日（金）
　　　　　　 パネル展　 14：00～20：00
　　　　　　 講演会　 18：45～20：00
〇 場　　所：三重テラス イベントスペース

（東京都日本橋）
〇 参 加  者：70人（講演会43名）

啓発活動啓発活動

第1回「みえへの道」講演会（日本橋から伊勢へ）・パネル展を開催

『三重2022 砂防だより』を作成・配布
〇 啓発内容：総会開催状況

三重県土砂災害情報システム
防災訓練、学習会開催状況
土砂災害防止に関する絵画・作文優秀作品
事業完成箇所紹介

〇 配付部数：800部
〇 配布対象：市町、県建設事務所、各県
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要望活動  面談者・参加者（敬称略）

　本会は、三重県内全ての29市町で構成し、社会基盤整備の促進に資することにより、住民福
祉の向上に寄与することを目的として、次の事業を行っております。

一般社団法人 三重県社会基盤整備協会 　

（1）道路整備事業、河川整備事業、災害復旧事業、砂防事業、港湾・海岸整備事業、都市計
画事業及び街路整備事業の促進

（2）社会基盤整備事業に関する調査研究
（3）社会基盤整備事業に関する関係機関への要望活動ならびに意見の具申
（4）社会基盤整備事業に関する普及啓発
（5）社会基盤整備事業に関する各種団体との連絡調整
（6）その他、本会の目的達成に必要な事業

（一社）三重県社会基盤整備協会国土交通省

（一社）三重県社会基盤整備協会

10月6日 10月6日

8月3日
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三重県・三重県議会
8月3日


