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森野真治の県政レポート

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。
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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。
■予算決算常任委員会（全員所属）
■議会運営委員会・委員長
■医療保健子ども福祉病院常任委員会
■議会改革推進会議・副会長
■新型コロナウイルス感染症に関する対応マニュアル検討プロジェクト会議・副座長

森野真治事務所
〒518-0007
伊賀市服部町331-1
電話 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。

バックナンバー等はホームページから
https://morino.plala.jp/shinji/
新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
○帰国者・接触者相談センター
新型コロナウイルス感染症が疑われる方の相談を受け付けています。相談内容から同感染症の疑いがあると
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目次、掲載ページ

勤労者の方や事業主の方からの労働に関するあらゆる困りごとに対して、「三重県労働相談室」におい
て、専門の相談員による労働相談を実施しています。
月・水・金曜日（9時～17時）、火・木曜日（9時～19時） ・・・059–213–8290 または 059–224–3110

○人権侵害を受けた時の相談窓口
三重県人権センター（059–233–5500）や法務省の人権擁護機関（0570–003–110）において、新型コロ
ナウイルス感染症に関係した不当な差別やいじめ等の人権問題について相談を受け付けています。

○新型コロナウイルス感染症に関するこころのケア相談窓口
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、わたしたちの生活には大きな影響が出ています。不眠、不安や
いらいらを抱え、心身の不調を感じている方など、ひとりで抱え込まず、ご相談ください。
月～金曜日 9時～16時（※祝日、年末年始を除く） ・・・059–253–7821（三重県こころの健康センター）

○納税が困難な方へ県税の徴収猶予の特例制度
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は原則 1 年間、県
税の徴収の猶予を受けることができます。 ・・・（0595–）24–8020（伊賀県税事務所）

三重県新型コロナウイルス感染症特設サイト
https://www.pref.mie.lg.jp/covid19.shtm
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森野真治の県政レポート
5月15日に役員改選があり、議

討プロジェクト会議の副座長に選

会運営委員会の委員長に選任さ

任されました。プロジェクト会議で

れました（任期は来年5月の役員

議会の対応について検討を重ね、

令和2年4～12月の
公務日程、委員会 2-3
県内・県外調査

改選まで）。新型コロナウイルス感

11月13日に「三重県議会新型コロ

染症に対する議会運営上の対応

ナウイルス感染症対応マニュア

として、委員会等をオンラインで開

ル」を策定しました。

新型コロナウイル
ス感染症に関する
相談窓口

催することができるよう11月20日

4月以降、新型コロナウイルス感

に委員会条例の改正を行いまし

染症対策予算を随時議決していく

た。

必要がありましたので、議事日程

令和2年定例会
(4～12月)の概要

1

4

8月19日に新型コロナウイルス
感染症に関する対応マニュアル検

9時～21時（土曜日・日曜日・祝日も対応）・・・（0595–）24–8050（伊賀保健所）

○労働相談窓口

(通算第26号)

令和2年定例会（4～12月)の概要

判断した場合、その方へ適切な診察を行う「帰国者・接触者外来」への受診調整を24時間体制で行っています。
21時～翌9時・・・059–229–1199（三重県救急医療情報センター）
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を追加して対応いたしました（p2~3
公務日程をご参照ください）。

令和2年定例会（4～12月)での補正予算等の審議概要
4月24日に新型コロナウイルス感染症対策のた

8月28日に新型コロナウイルス感染症対策のた

めの補正予算 一般会計約113億円が提案され、

めの補正予算 一般会計約181億円が提案され、

同日可決されました。

同日可決されました。

5月14日に新型コロナウイルス感染症対策のた

9月17日に新型コロナウイルス感染症対策を含

めの補正予算 一般会計約1億円が提案され、同

む9月補正予算 約105億円、特別会計約5億円、

日可決されました。

企業会計約4億円とその他議案、令和元年度企業

6月3日に新型コロナウイルス感染症対策のため
の補正予算 一般会計約81億円とその他議案が、
16日に新型コロナウイルス感染症対策のための補
正予算 一般会計約255億円が提案され、30日に
可決されました。

会計決算が提案され、10月19日に可決・認定され
ました。
10月19日に令和元年度一般会計・特別会計決
算が提案され、11月20日に認定されました。
11月20日に新型コロナウイルス感染症対策を含

6月30日に「三重県政務活動費の交付に関する

む12月補正予算 一般会計約244億円、特別会計

条例の一部を改正する条例案」が提案・可決され、

約33億円、企業会計▲21億円が、26日に県職員

令和2年7月から令和3年6月分の政務活動費 総

や議員等特別職の給与改定による補正予算 ▲

額約0.3億円を減額し、新型コロナウイルス感染症

0.7億円が提案され、26日提案分は先に30日に、

対策の施策に充当することになりました。

その他は12月21日に可決されました。
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令和2年4～12月の公務日程
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全員協議会
本会議（補正予算上程）
、全員協議会、予算決算常任委員会（審査・採決）、本会議（採決）
全員協議会
本会議（補正予算上程）
、予算決算常任委員会（審査・採決）、本会議（採決）
本会議（役員選出）、各常任委員会・議会運営委員会（正副委員長選出）
災害対策会議、代表者会議
医療保健子ども福祉病院常任委員会 （所管事項説明）
議会運営委員会
本会議（補正予算等議案上程）
、全員協議会、議案聴取会
議会運営委員会、本会議（議案質疑）
、予算決算常任委員会（先議分審査・採決）
本会議（一般質問、先議分採決）
本会議（一般質問）、代表者会議、議会運営委員会
本会議（一般質問、補正予算上程）、議案聴取会
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
医療保健子ども福祉病院常任委員会 ・分科会（医療保健部関係）
医療保健子ども福祉病院常任委員会 ・分科会（子ども・福祉部、病院事業庁関係）
代表者会議
予算決算常任委員会（補正予算採決）
代表者会議、議会運営委員会
本会議（補正予算等採決）、委員長会議
予算決算常任委員会（令和2年版成果レポート）、第1回議員勉強会
代表者会議
議会改革推進会議役員会、全員協議会
執行部説明会、議会運営委員会
医療保健子ども福祉病院常任委員会県内調査（四日市市）
本会議（補正予算上程）
、予算決算常任委員会（審査・採決）、本会議（採決）
代表者会議
議会運営員会、医療保健子ども福祉病院常任委員会（参考人招致）
本会議（補正予算等上程）、全員協議会、議案聴取会、議会運営委員会
議会運営委員会、本会議（議案質疑、意見書採決）、医療保健子ども福祉病院常任委員会（参考人招致）
、

新型コロナウイルス感染症に関する対応マニュアル検討プロジェクト会議
本会議（一般質問）
本会議（一般質問）、執行部説明会
本会議（一般質問）
予算決算常任委員会（令和元年度企業会計決算）、
新型コロナウイルス感染症に関する対応マニュアル検討プロジェクト会議
全員協議会（令和3年度経営方針案・予算調製方針）
医療保健子ども福祉病院常任委員会 ・分科会（医療保健部関係）
代表者会議
医療保健子ども福祉病院常任委員会 ・分科会（子ども・福祉部、病院事業庁関係）
予算決算常任委員会（採決）、代表者会議、
新型コロナウイルス感染症に関する対応マニュアル検討プロジェクト会議
本会議（代表質問）、執行部説明会、議会運営委員会
本会議（採決、令和元年度一般・特別会計決算議案上程）
、予算決算常任委員会（決算説明）、
代表者会議、議会運営委員会、委員長会議
全員協議会（令和元年度定期監査結果）、予算決算常任委員会（令和3年度当初予算の考え方）、
新型コロナウイルス感染症に関する対応マニュアル検討プロジェクト会議

２３日 予算決算常任委員会（令和3年度当初予算の考え方）、全員協議会
２８日 予算決算常任委員会（令和元年度決算総括質疑）、議会改革推進会議役員会、
新型コロナウイルス感染症に関する対応マニュアル検討プロジェクト会議
３０日 医療保健子ども福祉病院常任委員会・分科会（医療保健部関係、子ども・福祉部、病院事業庁関係）
１１月 ６日 代表者会議
１１日～１２日 医療保健子ども福祉病院常任委員会県外調査（岡山県・広島県）
１３日 予算決算常任委員会（令和元年度決算採決）
、議会運営委員会、代表者会議、
議会改革推進会議役員会、予算決算常任委員会（参考人招致）
、全員協議会、議会改革推進会議総会
２０日 本会議（採決、補正予算上程）
、全員協議会、議案聴取会、代表者会議、議会運営委員会
２６日 議会運営委員会、本会議（議案質疑）
、議案聴取会、医療保健子ども福祉病院常任委員会
３０日 本会議（一般質問）
１２月 ２日 議会運営委員会、本会議（一般質問）
４日 災害対策会議（県庁でのクラスター発生に伴う日程変更について）、本会議（延会決定）
７日 災害対策会議（県庁でのクラスター発生に伴う日程変更について）
９日 医療保健子ども福祉病院常任委員会 ・分科会（医療保健部関係）
１１日 医療保健子ども福祉病院常任委員会 ・分科会（子ども・福祉部、病院事業庁関係）
１５日 予算決算常任委員会（令和3年度当初予算要求状況）
１６日 医療保健子ども福祉病院分科会（医療保健部、子ども・福祉部、病院事業庁関係新年度予算）
１８日 予算決算常任委員会（補正予算採決）
、代表者会議、議会運営委員会
２１日 本会議（補正予算等採決、令和2年定例会閉会）、委員長会議
※紫色のものは新型コロナウイルス感染症対策で追加された会議です。

○ 医療保健子ども福祉病院常任委員会 県内・県外調査
・8月26日（四日市市）

庁内に設置した無人販売箱

①三重県保健環境研究所

に、製造したお菓子を入れて

新型コロナウイルスの
PCR検査体制について現
状を確認するとともに、今

販売する「お菓子BOX」の取り
組みについて調査しました。
④岡山市役所

後さらに検査数が増えた場合に備え、より短時間

35歳以上の岡山市民・在勤者を対象に健康寿

で検査ができる抗原検査機器の導入予定等につ

命延伸に寄与するとされる①運動、②栄養・食生

いて調査しました。

活、③社会参加の各活動によりポイントを付与

②三重県立総合医療センター
新型コロナウイルス感染症患者への対応状況

し、商品券等の特典が受け取れる「おかやまケン
コー大作戦」について調査しました。

や一般患者の受診控え

・11月12日（広島県）

等の状況、その他県立病

⑤広島県庁

院としての取り組み状況
について調査しました。

誰もが安心して妊娠・出産・子育てができるよ
う、身近な場所で見守り、サポートする体制を広

・11月11日（岡山県）

島県内全域に広げ「ひろしま版ネウボラ」を構築

③岡山県庁

にするために、取り組んでいるモデル事業の実施

就労継続支援B型事業所と連携し、企業や官公

状況について調査しました。

