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問７ 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

メモが取りにくいので、テーブル付きのいすな

ら便利だと思います。（５０歳代、女性）
反映

困難

スペース及び予算の関係上、議場の座

席をテーブル付きとすることは困難です

ので、ご理解をお願いします。

２

議案を前日までにホームページで知りたいで

す。（２０歳代、女性）

参考

議案につきましては、議会に提出された

日以降、傍聴ロビー及び議会図書室で

閲覧できますので、そちらをご利用くださ

い。なお、提出予定議案の概要を、議会

提出日の概ね１週間前からホームペー

ジに掲載しています。

３

県側の声が聞き取りにくかった。もう少しマイ

クの音量を上げてほしい。（４０歳代、女性）

実施

済

マイク音量を上げすぎると、ハウリング

等の問題が生じる場合があるため、随

時、音量調整をしています。議場の音響

システムについては、定期的な点検と調

整等により、より良い状態で傍聴いただ

けるよう努めています。

４

答弁を求める執行部に対して、フルネームを

呼ぶ必要がないと感じます。（５０歳代、女性） 参考

同じ答弁者が続く場合等において、省

略して呼ぶ場合がありますが、原則とし

て、フルネームで呼ぶこととしています。

５

全員協議会は、議員と対面式の傍聴席が面

白く思いました。ただ、人数が多すぎて詰めた

議論はできないなと思いました。（５０歳代、男

性）

参考

全員協議会は、県政の課題、議会の運

営等に関し、全議員で協議・調整を行う

場であり、今後もより円滑な会議運営に

努めていきます。

６

平成２４年４月５日、全員協議会で知事が環

境大臣への回答案や災害廃棄物処理ガイド

ラインの主な項目について、早口で説明した。

ほとんどメモができなかった。その内容に係る

資料が議員にも、県政記者クラブの記者に

も、県民傍聴者にも配布されていなかった。こ

のような重要な内容については、会議の始め

から文書で配布されていなければならないと

思う。環境省に配慮する必要性もないと思う。

知事出席の全員協議会の提出資料の最終

責任は知事にあると担当課から説明を受け

た。今後、このようなことがないように議長から

知事へ厳しく申し入れてほしい。この日の追加

資料は情報公開条例を活用しないと共有でき

ない。担当課に直接要求しても、行政資料代

を支払わなければならない。また、全員協議

会への提出資料はホームページに掲載されて

いない。県情報公開課へのファイリングも執行

部内で徹底されていない。全員協議会は県民

にとって非常に重要な会議であるため、ネット

中継も実施されている。全員協議会への提出

資料を前日までに議員に配布するように総務

部に申し入れて、委員会資料と同様にネット

上で公開してほしい。（５０歳代、女性）

参考

全員協議会は、県政の課題、議会の運

営等に関し、全議員で協議・調整を行う

場であり、県民の皆様にとっても重要な

会議であるため、ネット中継に合わせて

資料をご覧いただけるよう、今後、必要

な協議、調整を行っていきたいと考えて

います。
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No ご意見・ご要望
対応

区分
補足説明

７

５月上旬の全員協議会をいつも通り傍聴。記

者クラブの方を通じて、職員から「テレビ中継も

あるので、帽子脱いでください」と注意されまし

た。委員会が始まり、知事が説明に入ったの

で、自主的に退場しました。帽子が NG なら注

意事項に書くべきです。テレビに映る、映らな

いに関係はないです。記者クラブの方にもご迷

惑をおかけしたので、この場をお借りしてお詫

びします。今後は注意書きに書かれていなけ

れば、帽子をかぶって傍聴することもあると思

います。休会中に作り直すなどの再考を願い

ます。（４０歳代、男性）

参考

傍聴規程には、帽子の着用を禁止する

といった定めはありませんが、職員が規

程以上のことをお願いしてしまい申し訳

ありませんでした。傍聴者を含む会議出

席者の服装について、テレビ・インターネ

ットをご覧になった方から、電話等で事

務局に苦情をいただくこともあり、お願い

した次第です。なお、傍聴規定に関し

て、現時点では、今以上の制限を設け

ることは、検討しておりません。

８
東北のがれきの受け入れを早くしてやってくだ

さい。心が痛みます。（６０歳代、女性）
参考

９

原発事故後、放射性物質に対して神経質すぎ

るほど議論してほしいところだが、がれき処理

に関しても本当に細かくチェックするのか不安

に思う。（放射性物質は広域にばらまくのでは

なく、閉じ込めるべき）県民の健康を守ってい

ただくためにも、放射性物質だけではなく、ご

み処理に対して深く審議してほしい。賢い県は

がれき処理はやめています。（５０歳代、女性）

参考

10

がれき受け入れの可否は単に処理場や心の

問題ではない。放射能汚染の広がりを止めた

いことがなぜ分かってくれないのか。討論も含

めてとても不満です。別の形の支援をしっかり

と探っていくべき。（７０歳代、女性）

参考

県議会は、東日本大震災で発生した災

害廃棄物の広域処理について、県民の

皆さんの不安感を踏まえ、慎重に審議

を行うこととし、執行部の対応状況を把

握するためこれまでに３回の全員協議

会を開催したほか、常任委員会ではガ

イドラインの目安値について参考人から

説明を受けるなど調査を行いました。ま

た、本会議において、住民説明会の開

催費、放射線量測定機器の購入費など

を含む補正予算案について、委員会の

審査を経て可決を行っています。

11

議会改革が最近見られない。（５０歳代、男

性） 実施

済

最近では、議会基本条例の改正や、会

期の見直しを行うなど、さまざまな議会

改革の取り組みを継続して実施してい

ます。

12

トップセミナーについて質問です。講師はどの

ように選んでいるのでしょうか。議員のために

なる講師を県民が事務局にお願いして、議会

に招いてもらうことは可能でしょうか。（４０歳

代、男性）

反映

困難

県政の重要課題等をテーマに、時宜に

応じた内容と講師について、代表者会

議に諮って決めています。

13

いつも議員さんの取り上げる質問に感動して

います。伊勢新聞・中日新聞の紙上では詳しく

企画として紙面で取り上げていますが、毎日

新聞など、他の大新聞では企画として紙面上

に掲載が少ないので、事務局では大新聞にも

PR をお願いしてください。期待しております。

（７０歳代、男性）

参考

14

傍聴席は見やすく最高にいいです。できたら、

議員全員の顔が見たいです。（６０歳代、男

性）
参考

傍聴席の配置の関係上、議員席の後ろ

からご覧いただいていますが、発言議員

については、映像をスクリーンに映し出

すこととしております。

15
よかったです。がんばってほしい。（４０歳代、

女性）
参考

16 大変よかった。（７０歳代、女性） 参考
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（２）議員に対して

No ご意見・ご要望
対応

区分
補足説明

１

朗読会みたいだと思いました。原稿を読みあ

い、お互いを誉めるばかりでなく、真剣に議論

してほしい。（２０歳代、女性）

参考

２
議員の勉強不足、議論の詰めの甘さ、テーマ

への認識不足。（５０歳代、男性）
参考

３

●●市議会でも会議中、寝ている議員が新聞

の発言などで問題になっていますが、６月７日

初めて県議会を傍聴しましたが、数人の議員

の熟睡には驚きました。一度も資料を見ない

議員！（６０歳代、女性）

参考

４

議員の椅子に上着が議会開始前から着席と

同時にかけられていた。暑いのであれば、はじ

めから着てこない方がよい。一般傍聴席から

見るとみすぼらしい。マナーとしてはどうか。（４

０歳代、女性）

参考

５

大久保議員は郷土を愛する心が鮮明であり、

勇気をもらい希望がわいてきました。今後のさ

らなる活躍を期待する者の一人であります。

（６０歳代、男性）

参考

６

高齢、少子化の進む社会情勢の中、県議さん

の資質、活動内容等、対処していただくため

の住民代表の仕事はますます大切になってく

ると思います。私たちは自信を持って送り出し

た地元代表、大久保孝栄さんの活躍をこの目

で確かめる機会を作ってくださった関係者の

方々に感謝して、参加させていただいた次第

です。（７０歳代、女性）

参考

（３）執行部に対して

No ご意見・ご要望
対応

区分
補足説明

１

地域医療体制については日々の課題である

だけに各地域の現状を県当局は知るべきだ。

法的な説明のみで前途多難。（７０歳代、男

性）

－

２

答弁者の声がもう少し聞き取りやすくなればと

思います。知事の声はよくとおっていますが、

県教委の方々はもう少しゆっくりとはっきりと

発言していただきたかったと思います。（５０歳

代、女性）

－

３

この１年を通じて鈴木知事の成長を実感し、

頼もしく思います。これからも１８０万の県民の

ために議会も協力し、鈴木県政を支えてほし

いと思います。●●●●●はもっと勉強してく

ださい。論点がずれています。（５０歳代、女

性）

－

ご意見は執行部（知事部局）に伝えま

す。
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No ご意見・ご要望
対応

区分
補足説明

４

福祉、介護と農の自産自消・高齢者の生きが

いに関する一体化の施設（新設予定は本年

度中に建設要望） （７０歳代、男性）

－

５
三重県全体の観光事業に力を入れてほしい。

雇用の問題が少しでも改善されるよう望む。

（３０歳代、女性）

－

６

鈴木知事に期待しています。現在も期待以上

にがんばっていただいております。（６０歳代、

男性）

－

ご意見は執行部（知事部局）に伝えま

す。

（４）県議会に対して

No ご意見・ご要望
対応

区分
補足説明

１

今日は●●市議会から傍聴に来られていまし

たが、県執行部の答弁に対し、ヤジをとばして

いて、●●市議会の品格の無さには驚きで

す。我が●●市議会の方がましだなと安心し

ました。（５０歳代、女性）

－

※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


