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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 ７８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 20歳代 3 3.8%
2 30歳代 5 6.4%
3 40歳代 8 10.3%
4 50歳代 27 34.6%
5 60歳代 15 19.2%
6 70歳以上 19 24.4%
7 未入力 1 1.3%  

 

 

問２ お住まいの市・町 回答数 回答率
1 津市 50 64.1%
2 松阪市 11 14.1%
3 鈴鹿市 7 9.0%
4 四日市市 4 5.1%
5 桑名市 1 1.3%
5 名張市 1 1.3%
5 いなべ市 1 1.3%
5 伊賀市 1 1.3%
6 その他 1 1.3%
7 未入力 1 1.3%  

 

 

 

 

 

議会傍聴者アンケート集計結果 

（令和３年４月～６月分） 
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問３ 傍聴は何回目ですか。 回答数 回答率
1 初めて 26 33.3%
2 ２～５回 29 37.2%
3 ６～９回 3 3.8%
4 10回以上 19 24.4%
5 未入力 1 1.3%  

 

 

 

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 33 34.4%
2 県議会ホームページ 20 20.8%
3 新聞、テレビ等の報道 13 13.5%
4 みえ県議会だより 5 5.2%
5 県議会のテレビ中継 3 3.1%
6 県議会のインターネット中継 2 2.1%
7 未入力 2 2.1%
8 その他 17 17.7%
9 みえ県議会新聞　 1 1.0%  

 

 

 

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 関心のある分野の質問・会議だから 39 37.5%
2 地元選出の議員の活動を知りたいから 31 29.8%
3 県議会がどう活動しているか知りたいから 29 27.9%
4 その他 3 2.9%
5 未入力 2 1.9%  

 

   



 3 

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 

傍聴席（人数）の限定はわかるが、記者席

のみ椅子に机がセットされている。アンケー

ト書くにも、机の必要スペースはいるはず。

物品の在庫がない（不足）のであれば仕方

ないと思う（あえて追加購入しろとは言わな

い） 

（50 歳代） 

               【代表者会議】 

実施 

予定 

【総務課】 

今後、アンケートを記入いただくための筆

記用の板（バインダー）を 504議会運営委

員会室に用意しますので、ご活用くださ

い。 

2 

どの場が傍聴可能なのか、HP を見ても分

かりづらい。また、傍聴人数についての制

限も基本的にするべきではないと考える

が、県民の関心が集まっているものなどに

ついては、広い場所を確保する、または入

れ替え制にするなど柔軟な対応をし、県民

に開かれた県議会をつくって欲しい。 

（30 歳代） 

               【代表者会議】 

 

 

 

実施済 

 

 

 

【総務課】 

今後、傍聴席案内を 504 議会運営委員

会室に貼るようにいたします。 

また、傍聴人数については、三重県議会

委員会傍聴規程を準用し、定員 10 人と

なっています。定員を超えた場合は抽選

となり、抽選により傍聴できない場合は、

502 委員会室をモニター室としてご利用

いただくこととしております。 

3 

代表者会議の動画配信をして下さい。今日

の会議の議事録を速やかにHPに公表して

ください。議長から退場命令が出たのに

「退場しません」と言って退場しなかった議

員。議長の指示を守らない議員は傍聴禁

止等の処分を。 

（40 歳代） 

               【代表者会議】 

 

参考 

 

【総務課】 

会議の動画配信については、前日までの

準備作業や当日の配信業務等かなりの

業務量があり、臨機の会議や直前まで協

議事項が確定しない代表者会議の動画

配信は困難な状況です。できる限り速や

かに会議結果をホームページに掲載する

ようにしておりますので、ご理解をお願い

します。 

今回は会議の終了間際に起こり、すぐに

会議終了となったため、議員を退場させ

ることはできませんでした。 

今後、同様の状況となった場合には、議

長の指示の下、議会事務局職員が議員

の退室を促すことになります。 
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4 

次回（会派相談）持ち越し何とかならない

か？ 

（50 歳代） 

             【代表者会議】 

 

 

 

 

参考 

 

 

【総務課】 

本県ではこれまで政治倫理審査会が設

置された事例がなく、代表者会議では慎

重に議論が進められました。ご理解をい

ただきますようお願いいたします。 

5 

代表者のみの出席なので会派に持ち帰っ

ては仕方ないが、前回の会議中に政倫審

へのことをもっと詰めることができなかった

のかと思う。結局、本人の質問答弁は次回

の代表者会議でとなってしまった。 

議会運営とは直接関係ないが、少し残念

なこと。５F の男子洋式トイレ壁面の文言

「最近トイレの使用マナーが悪く次に使用

する人が困っています･･･云々」という文

言。ここの利用者はほぼ全員が議員さん、

秘書さん、関係者、県職員ではないかと思

う。傍聴に来る一般人もわずかあるとは思

うが、そのような背景の中で残念なことだと

思う。 

（50 歳代） 

               【代表者会議】 

 

実施済 

【総務課】 

本県では、これまで政治倫理審査会が設

置された事例がなく、代表者会議では慎

重に議論が進められました。ご理解をい

ただきますようお願いいたします。 

今回の代表者会議では、議員の聴き取り

をする場について、各会派の意見を持ち

寄り、協議をすることが議題となっており

ました。 

不快な思いをされ、申し訳ございません

でした。トイレの貼り紙については、利用

状況が改善されたことから張り紙を撤去

いたしました。 
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6 

県民にとって、市政町政に比して県議会は

遠い存在で、何が話しあわれ決められてい

るのかわかりにくい。 

以前は、市公報と一緒に戸別配布されて

いたのが、現在は新聞折り込み等になり新

聞をとっていない若い世代などには、まっ

たく自ら SNSなどで知ろうとしない限り情報

が届かない状態になっています。→低投票

率につながる。県議会だよりの戸別配布の

復活を望みます。 

（60 歳代） 

               【代表者会議】 

参考 

【企画法務課】 

県議会の広報誌「みえ県議会だより」は、

以前は市町の自治会経由で各戸に配布

していましたが、「自治会未加入世帯に

届いていない」、「県内の地域により配布

時期に２週間程度の差がある」などの課

題があったことから、平成２８年度から

は、毎月第一日曜日に新聞に折り込んで

配布しています。 

新聞を取ってない方々にも県議会だより

をご覧いただけるよう、県や市町の公共

施設、スーパー、コンビニ、郵便局、金融

機関など、県民の皆さんの身近な場所

に、毎月１日に配置しているほか、ホーム

ページやスマートフォンからも閲覧いただ

けます。 

今後とも、さまざまな機会を活用して、県

民の皆さんに県議会だよりを手に取って

いただけるよう努めてまいりますので、ご

理解を賜りますようよろしくお願いしま

す。 

7 

議提議案の採決。議場内では議員席の賛

否が見えなくて確認できません。「賛成多

数」だけでなく傍聴者にわかるように人数も

言って下さい。今回は１F のモニターで傍聴

してカメラマンがうまく撮影してもらったので

わかりました。 

動議が出た場合、休憩中に傍聴者への説

明もお願いします。 

（40 歳代） 

                  【本会議】 

 

参考 

【議事課】 

採決の結果については、慎重に確認した

上で採決日に即日、各議員ごとの賛否の

状況をホームページで公表していますの

で、ご理解をよろしくお願いします。 

また、動議などにより議事予定を変更す

る場合には、急な対応が必要であり傍聴

者への十分な周知は難しいと考えます

が、館内の放送や議事予定の表示の変

更、受付などにおける再開時刻の案内な

どにより、周知に努めてまいります。 

8 

書類を置いたり、メモをするのに簡易なテ

ーブルがあるといいかと。講習会場などに

あるのを。 

メモ用のエンピツありがとうございます。 

マスク着用での発言でくぐもった音声が聞

きづらいことも。 

（70 歳以上） 

                  【本会議】 

参考 

【議事課】 

テーブルの用意については、費用の面な

どから難しいですが、筆記にあたっては、

貸出用のバインダーを、傍聴受付に用意

しておりますのでご利用ください。 

また、音声につきましては、適切なマイク

の音量調整に努めてまいります。 
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9 

エアコンが効いてないようで暑い。 

コロナ対策と騒ぐなら、議員の人や委員の

方、部長の方々の席が近く、密となってい

る。 

政治を国に任せているだけでなく、地方か

らでも国にアプローチをして日本の国益に

なるようにしてほしい。国は地方のことを理

解していないと思う。知ってもらう努力が必

要。 

（30 歳代） 

                  【本会議】 

 

参考 

【総務課、議事課、企画法務課】 

議場のエアコンにつきましては、集中管

理となっていますので、執行部（県当局）

にお伝えいたします。 

議場では、マスクの着用や各席へのアル

コール消毒液の設置、議場の消毒、ドア

の解放などの感染防止対策とともに、１

時間毎に休憩し換気を行うなどの対策を

行っています。 

本県議会では、地方自治法第 99 条の規

定に基づき、公益に関することについて、

国会や国の関係省庁などに対し、意見書

を提出しています。令和３年定例会６月

定例月会議では、「介護職種における外

国人技能実習制度の見直しを求める意

見書」ほか５件の意見書を可決し、提出

しました。 

 

10 

もう少し傍聴者が多いと良いですね。 

（60 歳代） 

               【本会議】 

参考 

【企画法務課】 

参考にさせていただきます。なお、現在、

本会議や委員会等の傍聴については、

新型コロナウイルスの感染拡大防止のた

め、できるだけインターネット中継を視聴

いただくようご案内しています。ご理解を

よろしくお願いします。 

 

 

11 

答弁する方のマイクの使い方を工夫して下

さい。知事は OK です。 

（70 歳以上） 

                【本会議】 

 
参考 

【議事課】 

マイクの音量につきましては、適切な音

量調整に努めてまいります。 
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12 

国旗、県旗、ダラーとさせない方がよいの

では？小さくてもきちんと見える形に。 

（70 歳以上） 

                【本会議】 

 

 

 

 

反映 

困難 

【議事課】 

議場内における国旗・県旗の掲揚につい

ては、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

掲揚方法とさせていただいておりますの

で、ご理解をお願いします。 
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（２）県議会及び執行部に対して 

No ご意見・ご要望 
対応 

区分 
補足説明 

1 

知事・議会・県の声をもっとテレビ等で知ら

せてもらいたい。テレビ局で取り上げ量が少

ない。 

（50 歳代） 

                  【本会議】 

 

 

 

- 

【企画法務課】 

三重県議会では、三重テレビ放送に委

託し、本会議（代表・一般質問）と予算決

算常任委員会（総括質疑）の生中継のほ

か、議会ハイライト（５、１２、３月）として

放映しています。今後も、しっかりさまざ

まな情報発信をしていきたいと思いま

す。 

ご意見は執行部（県当局）にも、「県民の

声」としてお伝えしました。 

 

 

 

 

 

 

（３）執行部及び議員に対して 

No ご意見・ご要望 
対応 

区分 
補足説明 

1 

コロナワクチンは危険です。これを今、推奨

しているのは危ないのではないですか？コ

ロナパンデミックも嘘です。マスクの効果は

無いです。PCRのサイクル数もメデイアは報

道しないです。したら嘘がばれるので、PCR

はウイルス診断に使ってはいけないので

す。一刻も早く職員さん、議員のみなさん、

目を覚ましてください。日本の存亡がかかっ

ています。一県民として願ってます。お願い

します。 

（30 歳代） 

              【常任委員会】 

 

 

 

- 

ご意見は執行部（県当局）へ「県民の声」

としてお伝えしました。 

また、ご意見は議員へお伝えします。 
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（４）執行部に対して 

No ご意見・ご要望 
対応 

区分 
補足説明 

1 

三重県は、自然豊か、美し国三重・食べ物

もおいしい所です。環境問題にある温室効

果ガス、ゼロに向け、全国一位を目指す為

の具体的な取り組みを願いたい。 

（50 歳代） 

               【本会議】          

 

 

- 

ご意見は執行部（県当局）へ「県民の声」

としてお伝えしました。 

 

 

2 

 

 

質問に対して具体的な答弁をしてもらうと県

民として県政に安心できる。 

（60 歳代） 

               【本会議】     

 

 

 

- 

3 

新型コロナも収まったら、三重とこわか国体

大会を開催して下さい。 

（50 歳代） 

               【本会議】          

 

 

 

- 

 

4 

今回のワクチンがいかに危険なものである

かを、どうか、どうか！知って下さい！！不

妊になるという情報はデマだと言われてい

ますが本当です！常識で考えて、若い人や

子供にワクチン（有効率も安全性もわからな

い）を打たせるのは大きな誤りです。何かが

あってからでは遅いのです。 

（50 歳代） 

              【常任委員会】 

 

 

- 
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（５）議員に対して 

No ご意見・ご要望 
対応 

区分 
補足説明 

1 

日頃は県民の為に努力いただき誠にありが

とうございます。 

（60 歳代） 

               【代表者会議】 

 

 

- 

ご意見は議員へお伝えします。 

 

2 

 

 

県政の取り組み、いつもありがとうございま

す。 

（60 歳代） 

              【代表者会議】 

 

 

 

- 

3 

まさか議会で紙芝居が見れるとは！ 

（50 歳代） 

              【本会議】 

 

 

 

 

 

- 

 

＊対応区分について 

「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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


