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令和3年定例会（4～12月)の概要 

 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。 

県議会の選挙区と定数の改正について 

 5月11日に「三重県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条

例の一部を改正する条例案」が可決され、次回の選挙から適用されることとなりました。 

 令和2年10月に提出された選挙区及び定数に関する在り方調査会の報告書等をもとに、総定数や各選挙

区の定数が見直されたもので、11月30日の令和2年国勢調査人口（確定値）に照らして以下のとおりです。 

①県の総人口減少に伴い、総定数は51名から48名に削減 

②人口減少が著しく県政課題の多い南部地域の4選挙区（東紀州、志摩市、多気郡、度会郡）に1名ずつ加配 

③上記加配分は定数増となる津市、四日市市、鈴鹿市及び端数の切り上げ順位が最も低い伊賀市の4選挙

区を1名ずつ削減して調整（伊賀市選挙区は計算上の定数である2.407を切り上げて3にせず、2とする） 

 5月7日に新型コロナウイルス感

染症拡大防止対策（以下、新型コ

ロナ対策）と豚熱対策のための補

正予算（一般会計約110億円）と

三重県議会の議員の定数並びに

選挙区及び各選挙区において選

挙すべき議員の数に関する条例

の一部を改正する条例案が提案さ

れ、5月11日に可決されました。 

 5月18日に役員改選があり、総

務地域連携デジタル社会推進常

任委員会の委員長に選任されまし

た（任期は来年5月の役員改選ま

で）。また、引き続きスマート議会

の在り方検討プロジェクト会議の

副座長を務め、委員会等のオンラ

イン開催ルールの見直しや議会の

デジタル化推進に向けた議論を

行っています。 

 5月27日に新型コロナ対策のた

めの補正予算（一般会計約78億

円）が提案され、可決されました。 
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 6月2日に条例改正等の6月会議の各種議案が、

2日、7日、28日に新型コロナ対策のための補正予

算（一般会計約183億円）が提案され、6月9日に先

議分、30日にその他議案等が可決されました。 

 8月3日に新型コロナ対策のための補正予算（一

般会計約39億円）が提案され、可決されました。 

 8月11日に知事の辞職に伴う知事選挙・県議会

議員補欠選挙実施のための補正予算（一般会計

約9億円）が提案され、可決されました。 

 8月21日に三重とこわか国体・三重とこわか大会 

の中止を申請し、26日に正式決定しました。また6

年後への延期申請についても見送りとなりました。

代わりに、年度末にかけて種目別に全国から参加

県を募って代替大会が順次開催されています。 

 8月27日に新型コロナ対策のための補正予算（一

般会計約94億円）が提案され、可決されました。 

 9月12日には鈴木知事の辞職に伴う知事選挙が
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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） 

■総務地域連携デジタル社会推進常任委員会・委員長 

■議会改革推進会議・副会長 

■スマート議会の在り方検討プロジェクト会議・副座長 

〒518-0007 

伊賀市服部町331-1 

電話 0595(23)6060 

FAX   0595(48)6233 

Email: shinji@morino.biz 

森野真治事務所 

 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/ 

行われ、一見知事になりました。 

 9月22日に新型コロナ対策のための補正予算（一

般会計約84億円）が提案され、可決されました。  

 10月6日に一見知事の所信表明と新型コロナ対

策のための補正予算等（一般会計約19億円）が提

案され、15日に先議分が可決、15日に新型コロナ

対策のための補正予算（一般会計約5億円）が提

案され、11月1日にその他議案等とともに可決され

ました。 

 11月22日に12月補正予算等（一般会計約345億

円、特別会計約132億円、企業会計▲約9億円）が

提案され、11月26日に人事院勧告に基づく人件費

削減のための補正予算（一般会計▲約2億円、特

別会計▲約0.1億円、企業会計▲約0.3億円）が提

案され即日可決、12月6日に新型コロナ対策のた

めの補正予算等（一般会計約32億円）が提案さ

れ、23日にその他議案等とともに可決されました。  

伊賀市内の道路整備の進捗について 
・県道138号新服部橋架け替え工事 （9/17開通） 

大規模地震にも耐えら

れる耐震性能の確保、

両側2mの歩道整備に

よ る 歩 行 者の 安 全確

保、橋脚を10本（旧橋）から6本（新橋）に減らして、

洪水による橋梁の流失防止を図りました。 

・主要地方道上野大山田線 （8/30一部開通） 

平成25年度より蓮池地

内のバイパス整備が進

められていますが、この

うち、先行して整備を進

めてきた延長260mの区間が完成しました。 

・国道368号 4車線化工事（3/24一部開通） 

名張街道の4車線化

工事が進められていま

すが、このうち、伊賀

市山出地内（山出団地

入口交差点付近～山出交差点付近）約600mの区

間の工事が完成ました。 

・服部橋新都市線（供用開始） 

平成29年度より緑ヶ

丘地内で幅員16ｍの

街路事業（拡幅工事）

が概成し、通学路の安

全確保と交通の円滑化を図りました。 



・7月28日（鈴鹿市、桑名市） 

①三重交通Ｇスポーツの杜 鈴鹿 

 三重とこわか国体・三

重とこわか大会を直前に

控えた県営スポーツ施

設の大会基準に合わせ

た施設整備の状況や新型コロナウイルス感染症

の影響による利用者数の減少、イベント等の実施

状況及び国体等を契機とした今後のスポーツ推

進に関する取り組みについて調査しました。 

②桑名市役所  

 桑名市ではデジタル

ワースト宣言を行い、積

極的にデジタル化の推

進に取り組んでいくこと

としており、これまでの取り組みやＤＸ（デジタルト

ランスフォーメーション）の推進状況や独自の予算

○ 総務地域連携デジタル社会推進常任委員会 県内調査 
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編成「みんなで“変わる”“変える”予算」「がんばり

“見える化”予算」について調査しました。 

・8月5日（紀北町、熊野市） 

①紀北町役場 

 令和2年2月から開始し

た町営の自家用有償旅

客運送「えがお」の実証

実験や県の地域モデル

事業として実施されたＡＩ配車システムの導入によ

る実証実験について調査しました。 

②一般社団法人東紀州地域振興公社（熊野市） 

 熊野古道をはじめとし

た東紀州地域での観光

振興について、新型コロ

ナウイルス感染症の影

響や対策、体験教育旅行を通じた誘客の取り組

みについて調査しました。 

 ４月１４日 代表者会議、執行部説明会 

   １９日 代表者会議 

   ２０日 全員協議会 

   ２１日 代表者会議 

   ２６日 代表者会議 

   ２８日 代表者会議、執行部説明会、議会運営委員会、スマート議会の在り方検討プロジェクト会議 

 ５月 ７日 本会議（補正予算等上程）、総務地域連携デジタル社会推進常任委員会（補正予算）、 

       予算決算常任委員会（採決） 

   １１日 議会運営委員会、本会議（採決）、代表者会議、議会運営委員会、全員協議会 

   １３日 代表者会議 

   １４日 代表者会議 

   １７日 代表者会議 

   １８日 本会議（役員選出）、総務地域連携デジタル社会推進常任委員会、議会改革推進会議役員会 

   ２６日 総務地域連携デジタル社会推進常任委員会 （所管事項説明） 

   ２７日 本会議（補正予算上程）、総務地域連携デジタル社会推進常任委員会（補正予算）、 

       予算決算常任委員会（採決）、本会議（採決） 

 ６月 ２日 本会議（補正予算等議案上程）、全員協議会、議案聴取会 

    ７日 議会運営委員会、本会議（補正予算上程）、予算決算常任委員会（先議分採決） 

    ９日 本会議（一般質問、先議分採決）、議会改革推進会議役員会 

   １４日 本会議（一般質問） 

   １６日 本会議（一般質問、補正予算上程）、議案聴取会 

   ２１日 総務地域連携デジタル社会推進常任委員会（地域連携部関係） 

   ２３日 総務地域連携デジタル社会推進常任委員会（総務部、デジタル社会推進局関係） 

   ２８日 本会議（補正予算上程）、議案聴取会、総務地域連携デジタル社会推進常任委員会（補正予算）、 

       予算決算常任委員会（採決）、議会改革推進会議役員会、スマート議会の在り方検討プロジェクト会議 

   ３０日 本会議（補正予算等採決）、全員協議会、委員長会議 

 ７月１３日 予算決算常任委員会（令和3年版成果レポート） 

   １６日 スマート議会の在り方検討プロジェクト会議 

   ２８日 総務地域連携デジタル社会推進常任委員会県内調査（鈴鹿市、桑名市） 

 ８月 ３日 本会議（補正予算上程）、議案聴取会、 

       総務地域連携デジタル社会推進常任委員会（補正予算）、予算決算常任委員会（採決）、本会議（採決） 

    ５日 総務地域連携デジタル社会推進常任委員会県内調査（紀北町、熊野市） 

   １０日 スマート議会の在り方検討プロジェクト会議 

   １１日 本会議（補正予算上程）、全員協議会、議案聴取会、 

       総務地域連携デジタル社会推進常任委員会（補正予算）、予算決算常任委員会（採決）、本会議（採決） 

   ２７日 本会議（補正予算上程）、全員協議会、議案聴取会、 

       総務地域連携デジタル社会推進常任委員会（補正予算）、予算決算常任委員会（採決）、本会議（採決） 

 ９月２１日 スマート議会の在り方検討プロジェクト会議 

   ２２日 全員協議会、本会議（補正予算等上程）、全員協議会、議案聴取会、 

       総務地域連携デジタル社会推進常任委員会（補正予算）、予算決算常任委員会（採決）、 

       本会議（採決）、議会改革推進会議役員会 

１０月 ６日 本会議（補正予算等議案上程、新知事所信表明）、全員協議会、議案聴取会 

   １３日 本会議（代表質問、議案質疑）、総務地域連携デジタル社会推進常任委員会、予算決算常任委員会 

   １５日 本会議（一般質問、先議分採決、補正予算上程）、議案聴取会 

   １９日 本会議（一般質問） 

   ２０日 予算決算常任委員会（令和2年度企業会計決算）、議会改革推進会議役員会 

   ２２日 総務地域連携デジタル社会推進常任委員会（地域連携部関係） 

令和3年4～12月の公務日程 

   ２６日 総務地域連携デジタル社会推進常任委員会（総務部、デジタル社会推進局関係） 

   ２９日 予算決算常任委員会（採決）、全員協議会（定期監査結果）、委員長会議 

１１月 １日 本会議（補正予算等採決、令和2年度決算議案上程）、予算決算常任委員会（令和2年度決算） 

   １０日 予算決算常任委員会（決算総括質疑）、議会改革推進会議役員会 

   １２日 全員協議会（令和4年度予算調製方針等） 

   １６日 総務地域連携デジタル社会推進常任委員会 

   １７日 予算決算常任委員会（令和2年度決算採決） 

   ２２日 本会議（令和2年度決算採決、補正予算上程）、全員協議会、議案聴取会、第1回議員勉強会 

   ２６日 本会議（代表質問、議案質疑、補正予算上程）、議案聴取会、 

       総務地域連携デジタル社会推進常任委員会（補正予算）、予算決算常任委員会（採決）、本会議（採決） 

   ２９日 議会改革推進会議役員会、予算決算常任委員会（令和4年度当初予算の考え方） 

１２月 １日 総務地域連携デジタル社会推進常任委員会（令和4年度当初予算の考え方） 

    ２日 本会議（一般質問）、予算決算常任委員会（令和4年度当初予算の考え方） 

    ６日 本会議（一般質問、補正予算上程） 

    ８日 本会議（一般質問）、議会改革推進会議役員会 

   １０日 スマート議会の在り方検討プロジェクト会議 

   １３日 予算決算常任委員会（令和4年度当初予算要求状況）、議会改革推進会議総会 

   １４日 予算決算常任委員会（令和4年度当初予算要求状況総括的質疑） 

   １６日 総務地域連携デジタル社会推進常任委員会（地域連携部関係） 

   ２０日 総務地域連携デジタル社会推進常任委員会（総務部・デジタル社会推進局関係） 

   ２２日 予算決算常任委員会（採決） 

   ２３日 本会議（補正予算等採決、令和3年定例会閉会）、全員協議会（コロナ対策大綱）、委員長会議 


