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●本会議、委員会、その他公開されている全ての会議の傍聴者を対象に実施 

●回収数 １０７件         

   ※率の合計は集計処理上 100%にならないことがあります。 

 

問1 年齢 回答数 回答率
1 18、19歳 38 35.5%
2 20歳代 38 35.5%
3 70歳以上 11 10.3%
4 50歳代 9 8.4%
5 60歳代 5 4.7%
6 30歳代 4 3.7%
7 40歳代 1 0.9%
8 未入力 1 0.9%  

 

 

問２ お住まいの市・町 回答数 回答率
1 鈴鹿市 27 25.2%
2 津市 16 15.0%
3 四日市市 13 12.1%
4 いなべ市 11 10.3%
5 松阪市 9 8.4%
6 大台町 7 6.5%
7 伊賀市 4 3.7%
8 伊勢市 3 2.8%
9 その他 5 4.7%
10 未入力 12 11.2%  

 

 

 

 

 

議会傍聴者アンケート集計結果 

（令和２年１月～３月分） 
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問３ 傍聴は何回目ですか。 回答数 回答率
1 ２～５回 43 40.2%
2 ６～９回 26 24.3%
3 初めて 23 21.5%
4 10回以上 14 13.1%
5 未入力 1 0.9%  

 

 

 

問４ 本日の会議の情報をどこから入手されましたか。（複数回答可） 回答数 回答率
1 県議会議員を通じて 82 65.6%
2 県議会ホームページ 12 9.6%
3 新聞、テレビ等の報道 7 5.6%
4 みえ県議会だより 3 2.4%
5 県議会のテレビ中継 1 0.8%
6 みえ県議会新聞　 1 0.8%
7 その他 18 14.4%
8 未入力 1 0.8%  

 

 

 

問５ 本日傍聴に来られた目的は何ですか。（複数回答可） 回答数 回答率
1 県議会がどう活動しているか知りたいから 68 45.6%

2 関心のある分野の質問・会議だから 31 20.8%

3 地元選出の議員の活動を知りたいから 25 16.8%

4 その他 22 14.8%

5 未入力 3 2.0%  
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問６ 県議会に対するご意見・ご要望（自由記入欄）  

（１）県議会に対して 

No ご意見・ご要望 
対応

区分 
補足説明 

1 

今回は、マイクの調整が良く聴きやすかった

です。座席下のヘルメット配置、ありがとうご

ざいます。開会時に使用説明があるとありが

たかったです。防災対策の㏚にもなり、県民

の意識も高まるかと思います。県議会、密閉

空間ですが、マスクの着用は無いのですね。

少し離れているからでしょうか。何かありまし

た時には、先頭に立って働いてくださる方々、

ご自愛ください。 

（50歳代） 

                  【本会議】 

参考 

【総務課・議事課】 

今後も引き続き適切なマイクの音量調整に

努めてまいります。 

ヘルメットについては、簡単な組立式のもの

ですが、使用説明を傍聴受付に設置しますの

で、ご覧いただければと存じます。 

なお、議事堂内の新型コロナウイルス感染

症対策として、会議室出入口への消毒液の設

置のほか、4 月 17 日からは会議にあたり、出

席者等へマスクの着用や会議中の換気の実

施、席の間隔を広げるなどの対策を実施して

います。 

2 

一般質問や答弁を短くまとめたようなもの

は配っていただくことはできないのですか。 

（18、19 歳） 

                  【本会議】 

 

 

 

参考 

 

 

 

【議事課】 

議員から発言通告のあった内容を質問日

の前日の午後にホームページに掲載してい

ます。また当日、傍聴される皆様には配布し

ています。 

 通告以上の内容については、後日、会議

録としてホームページに掲載しますのでご理

解いただきますようお願いします。 

3 

議会の開会を土、日、祝日開会を検討して下

さい。いつ誰が、何月何日何時から、何を知

りたいのかを、なるべく早くマスコミ（新聞）報

道してくれたら嬉しい。 

（70歳以上） 

                  【本会議】 

 

参考 

 

【議事課】 

休日に議会を開催するには、関係機関との

日程調整に加え、議会を開催するための議事

堂設備の運営及び執行部を含めた関係職員

の対応が必要となります。いただいたご意見

は参考とさせていただきます。 

 また、議員の発言通告については、質問日

の前日に報道へ資料提供するとともに議会の

ホームページにも掲載しております。 
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4 

県議会への関心をはかるのは、傍聴者数

だけではないと思いますが、いつも傍聴者

が少ないので開催日時に工夫が要るので

はないでしょうか。土日夜間に試験的に開

催してもよいかと思います。 

（60歳代） 

                【本会議】 

 

 

 

 

参考 

 

 

【議事課】 

夜間や休日に議会を開催するには、関係

機関との日程調整に加え、議会を開催する

ための議事堂設備の運営及び執行部も含

めた関係職員の対応が必要となります。い

ただいたご意見は参考とさせていただきま

す。 

5 

マイクの音が小さいと思います。もう少し大き

くするべきだと思います。傍聴席のイスのクッ

ションが固くお尻が痛くなるのでクッションを

貸し出しして頂きたいです。  

（18、19 歳） 

                  【本会議】 

 

 

参考 

【議事課】 

議場の音声は傍聴席天井のスピーカーか

ら出力しています。議場が長方形の反響しや

すい構造となっており、設備・費用面からも抜

本的な対策が難しいことから、聴き取りやすい

音量となるよう、マイクの音量調整に努めてま

いります。 

また、傍聴席のイスに関しましては、数に限

りがありますが、貸し出し用のクッションを用意

しておりますので、傍聴受付にて申し出ていた

だきますようお願いします。 

 

6 

シートがかたいのでクッションの貸し出しをし

てほしいです。マイクの音量を少し上げてほ

しいです。声が小さい人がいるので聞きとり

づらいです。 

（18、19 歳） 

                  【本会議】 
参考 

【議事課】 

傍聴席に関しましては、数に限りがあります

が、貸し出し用のクッションを用意しております

ので、傍聴受付にて申し出ていただきますよう

お願いします。 

また、議場の音声は傍聴席天井のスピーカ

ーから出力しています。議場が長方形の反響

しやすい構造となっており、設備・費用面から

も抜本的な対策が難しいことから、聴き取りや

すい音量となるよう、マイクの音量調整に努め

てまいります。 
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7 

イスが堅いため、長時間座り続けると疲れ

がでてくる。 

（18、19 歳） 

               【常任委員会】 
反映

困難 

【議事課】 

費用面から、委員会室傍聴席のイスの更

新は困難ですのでご理解をお願いします。 

 

8 

県の要である議会、生で傍聴したかった。

県民の幸せ第一、近年自然災害強大、避

難所環境整備、災害死０めざしたい。要支

援者、弱者県民一丸となるべし。個別支援

制度、確立早急に。しずかなやりとり？避

難所事情、議員先生方から県民に周知願

いたい。避難所での関連死は人災と考え

る。ダンボールベッドで避難者増やそう。 

（70歳以上） 

                  【本会議】 

 

参考 

【議事課】 

ご意見ありがとうございます。 

今後も傍聴しやすい環境づくりに努めてま

いります。 

ご意見は議員へお伝えするとともに、執

行部（県当局）へお伝えし、関係部局の各課

に周知していただきます。 

 

 

9 

議長席がわの出入口階段がわの出入口に

議会事務局の人間が「ささげ筒」の姿勢で

立つべき（ドアボーイを立たせるべき） 

（50歳代） 

         【予算決算常任委員会】 

 

 

参考 

【議事課】 

傍聴席への出入りは自由となっています

ので、扉の開閉は傍聴者ご自身でされるよ

う、お願いします。 

 

 

10 

資料をペーパーレスにしたらいいのにと思

いました。日本語教育のガイドラインはぜ

ひ作ってほしいと思いました。 

（20歳代） 

             【特別委員会】 

 

参考 

【議事課】 

ご意見ありがとうございます。 

ご意見は議員へお伝えするとともに、執

行部（県当局）へお伝えし、関係部局の各課

に周知していただきます。 

 

 

＊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 


