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問７ 県議会に対するご意見・ご要望（自由記入欄）   

 

No ご意見・ご要望  
対応

区分  
補足説明  

1 

・配布資料に質問要旨がもっとわか

るものを配布して欲しい。  

・記載されている要旨が簡素すぎて、

何を聞きたいのかわからず、関心

がある内容か区別できない。  

（３０歳代、男性）  

【本会議】  

参考  

発言にあたっては、発言通告書に要旨

を記載することとされておりますので、ご

理解ください。  

2 

国旗・県旗にもう少し角度をつけ、

わかり易いのにしてはどうか。  

（７０歳以上、男性）  

【本会議】  参考  

議場内における国旗・県旗の掲揚につ

いては、基本的な取扱いのルールを守り

つつ、掲揚場所や議場の形状を考慮し、

さらには国会や他の自治体議会の状況

も参考として検討を行った結果、現在の

掲揚方法となっています。  
議長席後ろの旗  きっちり広げられ

たらどうですか。（７０歳以上、男性） 

【本会議】  

3 

いすの幅（前後）が狭く、足の長い

学生さん達がつらそうだった。  

自分もエコノミー症候群になりそう

だった。改善して頂ければ有難いで

す。（６０歳代、女性）  

【本会議】  

反映

困難  

限られた傍聴スペースの中で、できるだ

け多数の方に傍聴していただけるよう現

在の座席配置となっておりますので、ご理

解をお願いいたます。  

4 

傍聴席の階段は、ご高齢の方にとっ

て高いと思います。  

今日ご高齢者の方がとても登りづら

そうで、手すりもないのでふらふら

としていました。（１９歳以下、女性） 

【本会議】  
実施

済  

傍聴席の東側最前列に車いす用のスペ

ースと、バリアフリー化した通路が用意し

てあります。高齢の方や障がい者の方が

安心して傍聴していただけるよう、適切な

ご案内に努めてまいります。  

階段が急でバリアフリーになって

いない  身障者の傍聴機会を拒んで

いるので至急改善されたし。（５０歳

代、男性）  

【本会議】  

5 

学生？新人？の人達がうるさかっ

た。（４０歳代、女性）  

【本会議】  

参考  

必要に応じてお声掛けするなど、静粛な

傍聴環境の確保に努めてまいります。  
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6 

暖房があつすぎた  もう少し節約

して下さい（７０歳以上、女性）  

【本会議】  

参考  

県議会では、県本庁舎と同様に、冷房

の設定温度は２８度、暖房の設定温度は

１９度としておりますが、場所により温度

差が生じることがあると思われます。今後

とも適正な空調管理に努めてまいりま

す。 

開会前暖房の室温が高すぎて暑苦

しい。（６０歳代、男性）  

【本会議】  

モニタールームが少しさむかった。 

（１９歳以下、女性）  

【予算決算常任委員会】  

部屋が寒かった。（５０歳代、女性） 

【三重県手話言語に関する条例検討会】 

7 

議会ホームページのライブ中継が

頻繁に途切れるようになった。  

以前はそんなことはなかったので、

改善して欲しい。（４０歳代、男性） 

【本会議】  

参考  

県議会のインターネット中継・録画配信

を開始してから 10 年以上が経ち、現在、

中継機器等の見直しを行っているところ

です。 

今後より良い視聴環境を構築できるよう

努めてまいります。  

8 

傍聴時に議会棟の５台の駐車スペ

ースが満車の時は大駐車場から歩い

ているのに、ロータリー前の駐車禁

止の場に違法駐車があり、受付の警

備員に連絡しておきました。もし、

次も同じ車を発見したら警察に通報

するので駐車させないようにして下

さい。（４０歳代、男性）  

【本会議】  

参考  

議事堂正面玄関前のロータリーは、停

車は可能ですが、駐車は不可となってい

ます。警備員も停車等には注意を払って

いますが、今後はより一層適正な駐車管

理に努めてまいります。  

9 

ループが機能せず、聞きとりにくか

った。赤外線も、手で耳をおさえて

いないと入らない。（４０歳代、女性） 

【本会議】  

参考  

赤外線補聴システム送信機の適切な配

置と、受信機の使用確認を行い、より使

っていただき易いものとなるよう努めてま

いります。 
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10 

平成 28 年 1 月 12 日の人口減少対

策調査特別委員会を傍聴した。協議

事項は、委員長報告案についてだっ

たが、委員長が事務局職員に質問し

たり、副委員長が意見を言ったりし

ていた。他の議員が「委員長や副委

員長は、相談しとるはずやのに質問

しとったらあかん」とつぶやいてい

たがその通りだと思った。委員長報

告案は、事前に委員長と副委員長と

事務局職員がきちんと協議し、文言

等もチェックした上で提案していた

だきたい。（50 歳代、女性）  

【広聴広報会議】  

参考  

ご指摘の点に留意し、円滑な委員会運

営を心がけてまいります。  

11 

平成 24 年 1 月 10 日全員協議会、1

月 17 日委員長会議、1 月 26 日県政

ビジョン等（最終案）に対する知事

への申し入れという日程だったため

に、今年も同様の日程になったよう

だ。しかし、平成 25 年 1 月 27 日か

ら通年議会になっているので、会議

はできるだけ開会中に実施してはど

うか。今後、代表者会議等で検討し

ていただきたい。（50 歳代、女性）  

【広聴広報会議】  

参考  

ご指摘の点について配慮しつつ、円滑

な調査日程の設定について検討を進め

てまいります。  
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12 

平成２８年２月１８日、１９日の議

案聴取会を傍聴した。その時、傍聴

者に配布された資料の「議会事務局

長説明概要」に「政策提言、政策立

案の推進に要する経費  ２億５７１

万円」と記入されていた。この経費

の内訳を知りたいと思ったので事務

局職員に質問したところ、２億円以

上が政務活動費だとわかった。「議員

報酬、期末手当等  ８億６６７万円」

と表記されているので、この部分も

「政務活動費（政策提言、政策立案

の推進に要する経費）等  ２億５７１

万円」と表記してほしい。  

また、改選前は、県の財政が厳しい

という理由等で政務活動費を２割削

減していただいていた。議案聴取会

を傍聴し、さらに県の財政が厳しい

とわかったが、平成２７年４月３０

日から政務活動費の２割削減がなぜ

継続されていないのか、説明してほ

しい。（５０歳代、女性）  

【本会議】  

参考  

議案聴取会の資料については、予算の

概要をできる限り分かりやすく記載してい

ますが、今後はご指摘の点についても配

慮しつつ、より一層分かりやすい記載に

努めてまいります。  

また、政務活動費の２割削減について

は、「三重県政務活動費の交付に関する

条例」の附則において、特例として「会派

に係る政務活動費の額を１月当たり８万

４０００円」とし、期間を平成２７年４月２９

日までとしたものであります。 

13 

・机付き椅子などの配慮が欲しいと

思う。（机が使えればよいが、椅子

だけで書きものをするのは不便）

（５０歳代、女性）  

【三重県手話言語に関する条例検討会】 

反映

困難  

委員会の傍聴席は、関係者の出入りな

どスペースの都合上、現在の配置として

おりますので、ご理解をお願いいたしま

す。 

14 

みえ県議会だよりをペーパーで各

戸に配って下さい。地域で高齢者な

どの見守りのためにも、声をかけて

配って下さい。（７０歳以上、男性） 

【本会議】  

反映

困難  

「みえ県議会だより」については、これま

でテレビのデータ放送でお届けしていまし

たが、本年４月から新聞折込に変更する

とともに、公共施設等への配置を行って

います。新聞折込であり、高齢者への声

かけはできませんので、ご理解をお願いし

ます。 
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15 

本日のこの討論の現場（議場）※

をこそ、テレビ中継すべきではあり

ませんか？県民のみなさんが、この

最終日の中継を見れば、もう少し県

議会が身近なものとなるでしょう。  

質問だけの中継では、何もおもし

ろくない。知事や当局の宣伝ばかり

だ、という評価がとても多いことを

知って下さい。  

インターネットでの各議員の議案

等に対する○×の表では小さすぎる

し、どこに違いがあるのか、さっぱ

りわかりません！（７０歳以上、男

性）  

※【本会議（3/22 採決）】  

反映

困難  

県議会では、本会議の代表質問と一般

質問、予算決算常任委員会の総括質疑

（一般・特別会計決算と翌年度当初予算

にかかるもの）のテレビ中継を行っていま

す。その他の本会議のテレビ中継につい

ては、事前に会議時間を予測することが

困難であること等から行っておりませんの

で、ご理解ください。なお、全ての本会議

についてインターネットによる録画配信を

行っており、三重県議会のホームページ

からご覧いただけます。  

また、議案等の議員別の賛否の状況に

ついては、採決された議案や請願、意見

書等の内容と、会派及び議員の賛否状

況を並べてご覧いただけるよう一覧にして

おります。インターネット画面上でご覧い

ただく際には、画面下部中央に表示され

る「＋」（ズームイン）マークにより拡大して

ご確認をお願いいたします。  

16 

議員さんに一言、発言される時は

「市町」を「しちょう」と読まずに

「しまち」と読んでください、「市長」

とききまちがえます。（４０歳代、女

性）  

【本会議】  

参考  

三重県では、知事をはじめとする執行部

が「市町」を「し・ちょう」と読むこととして統

一しています。  

議員も同様に読むこともございますの

で、ご理解をお願いいたします。  

 

※区分について 

「実施済」・・・既に実施されているもの  

「実施予定」・・・意見を受けて実施を予定するもの  

「参考」・・・具体的な実施策はないが、今後の議会運営で参考とするもの  

「反映困難」・・・実施することが困難なもの  


