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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 

１２月の日程に「（注１）冒頭（５分程度）

のみの公開とし、それ以外は非公開で行

います。」という記述があった。たいへん

ショックを受け、「三重県の現状をなぜ調

査会の委員の方々にきちんと説明しない

のか」と事務局職員に抗議した。三重県

は北川知事の時代に、三重県議会は、

岩名議長の時代に、情報公開を推進さ

せていただいた。令和の時代になって

「選挙区及び定数に関する在り方調査

会現地調査」の聴取の会議が非公開に

なるなど、あってはならないことである。三

重県議会の選挙区問題は、多くの県民

から不信感を持たれ、現在、信頼回復に

努めている時期ではないのか。正副議長

は「この会議の非公開を了承した」と事

務局職員から説明を受けた。正副議長

に強く抗議します。なぜ、非公開に了承

されたのか、理由を明らかにして下さい。  

（50 歳代、女性） 

         【予算決算常任委員会】 

参考  

【企画法務課】 

「選挙区及び定数に関する在り方調

査会」の現地調査の公開・非公開に関

しては、当該調査会の会議で協議され、

調査先から率直な意見を聴取するた

め、冒頭のみの公開とし、それ以外は非

公開で実施することとされたところです。  

現地調査の報告書は、後日、公開で

開催された当該調査会の会議の資料と

するとともに、他の資料等と併せて県議

会のホームページで公開するなど、情報

公開に努めておりますので、ご理解をお

願いします。  

2 

東京で開催の会議は、移動等が大変

なので日程が決まったら速やかに HP

にアップして下さい。  

（40 歳代、男性）  

                  【本会議】 

 

 

 

参考  

 

 

 

【企画法務課】 

 「選挙区及び定数に関する在り方調

査会」については、概ね開催の１週間程

度前に日程を確定し、速やかに県議会

のホームページへ掲載する等によりお知

らせしているところですので、ご理解をお

願いします。  

 

 

3 

今日の質疑者が HP に掲載されてなかっ

たので、前回も書いたように東京の会議

ふくめて日程が決まれば速やかにアップ

して下さい。 

（40 歳代、男性）  

         【予算決算常任委員会】 

 

参考  

 

【議事課】 

質疑者が確定後、速やかにホームペ

ージに掲載してまいります。  
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4 

モニターが小さい（資料が見えない）。

質疑応答がマニュアル化されてて聞い

ていて眠くなった。もっと個人の意見を

取り入れたらどうか？！読んでいるだけ

なら、回答書を配ったらいいこと。もっと

自分のものにして回答してほしい。PC

持ち込みの人は何をしているのか（議

員２人） 

（60 歳代、女性）  

                【本会議】 

 

 

 

参考  

 

 

【議事課】 

資料映写にあたっては、見やすいもの

となるよう議員に伝えます。 

質疑応答については、執行部（県当

局）へお伝えします。  

PC については、パソコン、タブレット端

末等の使用に係る申し合わせにより、議

会審議の一助とするため、資料の閲覧

や議事に関係する資料の検索などで議

場内に持ち込むことができるようになっ

ていますのでご理解をお願いします。  

 

5 

マイクの音量をもう少し上げてほしい。言

葉のはしばしがききとりにくい。質問者と

質問者のあいだに休憩時間をつくった方

がよい。みなさんすわり続けておつかれの

様に見られる。議員のみなさんもどういう

状態なのか知りたいので、モニターを議

長に向って左側に作 り写 し出 してほし

い。  

（70 歳以上、男性） 

                  【本会議】  

 

 

参考  

【議事課】 

適切なマイクの音量調整に努めてま

いります。 

休憩時間については、生中継による

テレビ放送枠の都合もあり、現在の運

営としています。  

また、モニター設置については多額の

費用が必要なことから、対応は困難で

すが、適時中継映像の中で議員席の様

子を映しておりますので、ご理解をお願

いします。 

6 

傍聴者専用駐車場の確保。  

（60 歳代、男性）  

                  【本会議】 
参考  

【総務課】 

傍聴者専用駐車場はございません

が、来客用駐車場がございますのでご

利用ください。満車の場合は、県庁駐車

場をご利用いただきますようお願いいた

します。 

7 

国会議場でもバリアフリー化が施され

ましたが、案内された通路は少なくとも

バリアフリー化は成されていませんでし

た。対応は成されているのでしょうか。

ヘリテージ制度について土会以外にも

文化省が認定されていると聞きますが

ダブルスタンダードでは？教育会として

は、認識はありますか。  

（60 歳代、男性）  

                  【本会議】 

参考  

【総務課・議事課】  

傍聴者フロアの階段及び通路は、平

成１６年度にバリアフリー化改修工事を

行い、バリアフリー法の基準に適合して

います。 

傍聴席の最前列右側がバリアフリー

（車イス）対応席となっており、適切なご

案内に努めてまいります。  

ご意見は、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。 
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8 

議会棟は、バリアフリー法令に合ってい

るんですか？階段、通路  

（70 歳以上、男性） 

                  【本会議】  

 
参考  

【総務課】 

傍聴者フロアの階段及び通路は、平

成１６年度にバリアフリー化改修工事を

行い、バリアフリー法の基準に適合して

います。 

 

 

 

9 

表を前の画面に出してくれるが、見にく

いです。議員や部長は配ってあるので、

希望者にも配って欲しいです。  

（50 歳代、男性） 

                  【本会議】  

 
参考  

【議事課】 

映写される資料については、文字を

大きくする等、より見やすいものとなるよ

う議員に伝えます。また、映写資料は、

発言時の補助手段とされていることか

ら、傍聴者等には配付しておりませんの

でご理解をお願いします。  

 

 

 

10 

傍聴者へセキュリティチェックが必要と

思います。 

（60 歳代、男性）  

                  【本会議】  

 
参考  

【議事課】 

開かれた議会とするため、平成１５年

第１回定例会から、傍聴者の住所・氏

名の記載を不要とするなどの改正を行

い、現行の傍聴規則による運用を行っ

ております。 

議事の妨害が疑われる場合は傍聴

規則により入場を禁止することとなりま

すので、ご理解をお願いします。  

 

11 

傍聴者が参加しやすい開催日程（例、

夜間や休日）も検討するべきだと思う。

そうでないとサイレントマジョリティの関

心を集めにくいと思います。  

（60 歳代、男性） 

                  【本会議】 

 

参考  

【議事課】 

いただいたご意見は議員に伝えます。  
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12 

問１（性別）は必要ですか？今日の議

会の質問の４で県立高の願書に性別

の記入がなくなるとありましたが・・・。  

（60 歳代、女性） 

                  【本会議】 

 

 

 

参考  

 

 

 

【企画法務課】 

ご意見ありがとうございます。現在、

性別の記載は任意とさせていただいて

おります。今後、性別の記載欄をなくし

ます。 

 

 

 

 

13 

一般質問内容などは、当日の新聞でし

か、わからないので前日に載せてもらえ

るよう新聞社とあたってほしい。  

（70 歳以上、男性）  

                  【本会議】 
 

参考  

 

【議事課】 

発言項目は、質問日前日に、県議会

ホームページに掲載しております。  

なお、一部の新聞では、質問日前日

に掲載されておりますが、質問内容や掲

載日等は、各社の判断となりますので、

ご理解をお願いします。  

 

 

14 

放送設備の改善について（要望 ）発

言、答弁時の音声に、きき取りにくい部

分が多かった。ボリューム不足か。マイ

クか。アンプか。各発言者か等々の関

係？ご担任の方も、傍聴席で、一度お

聞きいただきたいと思います。  

（70 歳以上、男性） 

                  【本会議】 

 

 

 

 

参考  

 

 

【議事課】 

職員も傍聴席で音量等を確認し、今

後も適切なマイクの音量調整に努めて

まいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 傍聴席角度きつい！入場チェックなし

いかがかな？ 

（60 歳代、男性） 

                  【本会議】 

 

 
参考  

【議事課】 

足元の心配な方には、車いす用の最

前列の通路をご利用いただけるよう適

切なご案内に努めてまいります。  

開かれた議会とするため、住所・氏名

の記載を不要とする現行の運用をして

おりますので、ご理解をお願いします。  
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16 

全体的に時間ルーズ（５分前集合の徹

底） 

（40 歳代、女性） 

                  【本会議】 

参考  

【議事課】 

いただいたご意見は議員に伝えます。  

 

17 

県内産木材の活用  緑の循環が大切  

木の学校作りに興味を持った。三重テ

レビ、ZTV、NHK 等でも議会の様子をも

っと流してほしいと思った。 

（60 歳代、男性）  

                  【本会議】 参考  

【企画法務課】 

ご意見ありがとうございます。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）を編集して

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。 

 

 

 

＊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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


