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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  １２０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  性別はどちらですか。  回答数   回答率   グラフ  

1 男性   65 54%  

2 女性   54 45%  

3 未記入  1 1%  

 

問 2  年齢は何歳代ですか。  回答数   回答率   グラフ  

1 60 歳代   47 39%  

2 50 歳代   25 21%  

3 70 歳以上   22 18%  

4 40 歳代   18 15%  

5 30 歳代   4 3%  

6 20 歳代   2 2%  

7 19 歳以下   1 1%  

8 未記入  1 1%  

 

問 3  お住まいはどちらですか。（市町名）   回答数   回答率   グラフ  

1 津市   47 39%  

2 四日市市   19 16%  

3 鈴鹿市   12 10%  

4 松阪市   11 9%  

5 伊勢市   9 8%  

6 伊賀市   5 4%  

7 川越町   5 4%  

8 桑名市   3 2%  

9 いなべ市   2 2%  

10 玉城町   1 1%  

11 亀山市   1 1%  

議会傍聴者アンケート集計結果  

（平成２７年１０～１２月分）  



 2 

12 未記入  5 4%  

 

問 4  傍聴は何回目ですか。  回答数   回答率   グラフ  

1 ２～５回   43 36%  

2 初めて  32 27%  

3 10 回以上   31 26%  

4 ６～９回   13 11%  

5 未記入  1 1%  

 

問 5  
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   グラフ  

1 県議会議員を通じて  68 45%  

2 その他   25 16%  

3 県議会ホームページ  19 12%  

4 新聞、テレビ等の報道   18 12%  

5 みえ県議会だより   12 8%  

6 みえ県議会新聞   4 3%  

7 県議会のテレビ中継   3 2%  

8 県議会のインターネット中継   1 1%  

9 未記入  2 1%  

※その他：１階受付資料、知人  等  

 

問 6  
本日傍聴に来られたきっかけ・目的は何ですか。

（複数回答可）  
回答数   回答率   グラフ  

1 地元選出の議員の活動を知りたいから  66 36%  

2 関心のある分野の質問・会議だから   63 35%  

3 県議会がどう活動しているか知りたいから   45 25%  

4 その他  6 3%  

5 未記入  2 1%  

※その他：地元議員の応援、知事の対応力に関心があるから 等
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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 

議員の手元にある文書・資料は傍聴

者も共有しないと審議を理解・評価でき

ない。傍聴者とも同じ文書を配布すべき

です。(60 歳代、男性）  

【本会議】 

実施

済  

議案等の議会に提出される資料は大

量なものとなるため、会期を通して閲覧し

ていただけるよう、ファイルに綴じ傍聴ロビ

ーに配架しております。閲覧していただき

やすいよう、配架場所等のご案内に努め

てまいります。  

また、傍聴用の配布資料として、当日

の議事の流れを記 した議事日程ととも

に、質疑、質問に当たっては、それぞれの

議員の質問項目とともに用語解説を添

付し、質疑、採決に当たっては案件がわ

かるよう件名一覧表を添付しております。  

 なお、議員派遣の内容については、傍

聴ロビーに配架の閲覧用ファイルでご確

認をお願いいたします。  

議員と同じ資料を出しなさい。（60 歳

代、女性） 

【本会議】 

意見書案を細かく示して頂けていたら

（このアンケート用紙に）、もっとよく理解

出来たかなと思いました。（70 歳以上、

女性） 

【本会議】 

議事のダイジェスト（主要なものを記

載） 

議会傍聴に来て今、議会で何を議論

されているか、表題でも明らかにしたらい

かがですか。（60 歳代、男性）  

【本会議】 

 できる限りわかりやすい議案の趣旨を

書いて欲しい。（60 歳代、男性）  

【本会議】 

議員派遣の件 、すこし主な例を出 し

て、どこへ行くのか、何をするのか書き

込んでほしい（わからない）。全般的に主

な議案を案内に書いてほしい。（ 60 歳

代、男性） 

【本会議】 

2 

通訳がついていたので内容がわかりま

した。ありがとうございます。質疑応答の

時は意見を言う前に名前を言うと思い

ます。名前も聞きたいので、名前を言っ

てから意見を言うようにしていただけれ

ばありがたいです。(40 歳代、女性）  

【三重県手話言語に関する条例検討会】  

実施

済  

これまでにも、各委員の前に名札を置

く、発言の際には挙手をして、座長から指

名された後に発言するなどの取組を行っ

てきましたが、さらにわかりやすくなるよ

う、質疑応答や委員間討議などの際に

は、自身の名前を名乗ってから発言する

よう改善しました。  
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3 

傍聴席が少し狭いように感じました。

（60 歳代、男性）  

【予算決算常任委員会】 

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。 

4 

4 年前に同じ教育警察委員会を傍聴

したときに比し、委員会の論議は活発で

より内容のあるものであったと感じまし

た。傍聴席が 10 脚でしたが、それ以上

の人数になった場合は、どうなるのでし

ょうか。（60 歳代、女性） 

【教育警察常任委員会】 

実施

済  

傍聴者が 11 人以上となった場合は抽

選を行い、抽選から漏れた方は隣室のモ

ニターテレビでご覧いただくこととなってお

ります。 

5 

もっとたくさんの人が傍聴に参加するよ

う尽力してはどうか。（60 歳代、男性）  

【本会議】 

参考  

傍聴のご案内については、ホームペー

ジ、県議会広報紙「みえ県議会だより」や

三重テレビのデータ放送で会議日程と傍

聴方法をお知らせしています。また、毎月

公共施設へ会議日程を配布し、掲示を

依頼しています。 

 なお、傍聴できない場合であっても、イン

ターネットによる議会中継や録画配信を

行っているほか、一般・代表質問等の生

中継は三重テレビでもご覧いただけます。  

 現在、傍聴ツアー等は実施しておりませ

んが、議事堂の見学についてはホームペ

ージでご案内しており、原則希望日の１か

月前まで申込を受け付けています。  

 今後も、より多くの県民の方が議会に関

心を持っていただけるよう努めてまいりま

す。 

傍聴席への入場者が毎回来ても少な

い。議会への関心を高めることは、議会

内容の質的向上が図られることにもな

る。（70 歳以上、男性）  

【本会議】 

県議会開会時毎、見学、傍聴ツアー

等を企画して、積極的に県民へのアピ

ールをして欲しい。中高年の年代層の

県議会への関心、促進につながるので

は。是非とも実現して欲しい。そうする事

によって、関係者全般へのインパクトを

与え、議会当事者と県民が一歩でも意

識化 、近づけるのではと思 うからであ

る。よろしく、具体的に実現化を図って

欲しい。県議会議員と県民との交歓の

場として生かす方法も考えて欲しい。よ

ろしくお願いします。（60 歳代、男性）  

【本会議】 

6 

駐車場の台数が少ない（議会専用）。

（60 歳代、男性）  

【本会議】 

反映

困難  

駐車場については、県本庁舎と共用と

なっておりますので、ご理解願います。  

7 

・傍聴席から見ると死角となる面が多く

見受けられるので、議長席側から議員

側を見たモニターテレビを設置して欲し

い。地元選出議員の様子を見たいの

に、傍聴席から絶えず見られないの

で、改善して欲しい。  

 

反映

困難  

・費用及びスペースの都合上、議長席側

からの映像撮影のためのカメラ及びモニ

ターテレビの新設については、困難と考え

ております。 

議場スクリーンに映写されるテレビ中継

画面の中で、随時、議員席も映写されま

すのでご理解をお願いいたします。  
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・傍聴者用  便器（和式）を洋式に改修

して欲しい。 

以上よろしく、改善して欲しい。（60 歳

代、男性） 

【本会議】 

・傍聴者受付の横に、洋式の多目的トイ

レを設置していますので、そちらをご利用

いただくようお願いします。  

 

8 

議長定例記者会見の会見録、平成 27

年 10 月 23 日分を議員のみなさんにぜ

ひ読んでいただきたいので要望します。

今年度のみえ現場 de 県議会の運営に

ついて、県政記者クラブの記者から、き

びしい指摘がありました。 

私は、議会事務局の局長や次長が、

記者から指摘される前に広聴広報会議

の座長や副座長に指摘してほしかった

と思っています。私は、議会基本条例成

立後、広聴広報会議を傍聴し、みえ現

場 de県議会には、私自身が参加させて

いただき、放課後児童クラブの運営費

の増額等を訴えさせていただいたことも

ありました。様々な三重県議会の改革

は、三重県民としての私の誇りです。  

平成 27 年 11 月 11 日の代表者会議

では、「第三者から疑念をもたれないよう

に、みえ県議会出前講座のようなルー

ル化が必要 」という意見が出ていまし

た。私は市長選があろうとなかろうと、こ

の意見に賛成です。県政記者クラブの

記者からも信頼され、尊敬される三重

県議会であってほしいと願っているから

です。 

県民傍聴者として、有権者として、県

政記者クラブの記者に「三重県議会は

砂上の楼閣だった」と書かれることが最

も悲しいです。今後も県民のための議会

改革を続けてください。（50 歳代、女性）  

【議会運営委員会】  

実施

済  

 広聴広報会議では、学校からの申込を

受けて、議員（広聴広報会議委員）が出

向き、児童・生徒・学生に対して三重県

議会の役割等を説明する「みえ県議会出

前講座」や、県政の重要課題等をテーマ

に設定して、県議会が地域に出向き、関

係団体や一般公募の県民などから意見

を伺う「みえ現場 de 県議会」を、広聴広

報活動として実施しています。  

 「みえ県議会出前講座」については、従

来から、申込学校の存する選挙区の選

出ではない議員を派遣することとしていま

すが、「みえ現場 de 県議会」については、

これまで、開催地についての取り決めは

ありませんでした。  

 ご指摘のとおり、平成 27 年 11 月 11 日

の代表者会議では、「みえ現場 de 県議

会」の開催地に関する意見が出されたと

ころであり、これを受けて広聴広報会議で

協議を行った結果、「みえ現場 de 県議

会」については、広聴広報会議座長の選

挙区を原則として開催地としないことを決

めました。 

9 

傍聴席の最前列の手すりに筆記用の

小テーブルを併設して欲しい。（ 60 歳

代、男性） 

【本会議】 

反映

困難  

 傍聴席最前列は車イス用のスペースと

しておりテーブルの設置は困難ですので

ご理解をお願いいたします。なお、筆記用

のバインダーを傍聴受付に用意しており

ますので、ご案内に努めてまいります。  
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10 

質問者の数が少ないがどうしてなの

か。（60 歳代、男性）  

【本会議】 
参考  

 一般質問は、年４回の定例月会議の都

度３日間実施され、１議員につき年間１

回の一般質問ができるように配分されま

す。１議員につき６０分、午前２人、午後２

人を原則としております。 

 

11 

傍聴席の冷房が少し寒かったです。す

みません。（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。 

 

 

※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  


