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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 １１４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 4 3.5%
2 30歳代 9 7.9%
3 40歳代 17 14.9%
4 50歳代 33 28.9%
5 60歳代 20 17.5%
6 70歳以上 31 27.2%  

 

 

問２ お住まいの市・町 回答数 回答率
1 津市 52 45.6%
2 四日市市 12 10.5%
2 鈴鹿市 12 10.5%
3 伊勢市 11 9.6%
4 松阪市 8 7.0%
5 桑名市 6 5.3%
6 熊野市 3 2.6%
6 伊賀市 3 2.6%
7 名張市 1 0.9%
7 尾鷲市 1 0.9%
7 亀山市 1 0.9%
7 木曽岬町 1 0.9%
7 多気町 1 0.9%
7 大台町 1 0.9%
7 未入力 1 0.9%  

 

 

 

 

議会傍聴者アンケート集計結果 

（令和２年１０月～１２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 43 37.7%
2 ２～５回 39 34.2%
3 ６～９回 7 6.1%
4 10回以上 25 21.9%  

 

 

 

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 53 37.9%
2 県議会ホームページ 23 16.4%
3 新聞、テレビ等の報道 10 7.1%
4 県議会のテレビ中継 4 2.9%
4 県議会のインターネット中継 4 2.9%
5 みえ県議会だより 3 2.1%
6 その他 43 30.7%  

 

 

 

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 58 38.2%

2 県議会がどう活動しているか知りたいから 44 28.9%

3 地元選出の議員の活動を知りたいから 36 23.7%

4 その他 14 9.2%  
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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 

県議会関係の駐車場について、本会議、委

員会時の傍聴者用の駐車場も増設又は本

庁舎駐車場一部の確保を提案します。 

（70歳以上） 

                  【本会議】 
参考 

【総務課】 

駐車場増設のご要望につきましては、庁舎管

理者（県当局）に伝えます。 

なお、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。 

2 

議事堂前の駐車場が満車の時は別の場

所に駐車してます。議員を送迎する駐車禁

止の場所に１台の車が長時間あった。庁舎

前に長時間駐車すると「長時間の駐車は

遠慮して下さい」とパトロールしている守衛

に貼り紙されるのに、なぜ駐禁の場所にあ

る車は注意しないのか？次回見たら警察

に通報します。 

答弁席、質問席、人が入れかわるので、一

人ごとにアルコール洗浄すべき。（津、松阪

などやってます） 

（40歳代） 

                  【本会議】 

 

 

 

参考 

 

 

 

【総務課、議事課】 

ご意見ありがとうございます。駐車場に係る

ご意見は庁舎管理者（県当局）に伝えます。

【総務課】 

本会議開始前に演壇の除菌作業を行うとと

もに、概ね１時間毎の休憩時間には持続性

のある抗ウイルス剤を用いて清拭を行って

います。令和２年１２月からは、発言時もマ

スクを着用しています。 

こうした感染防止対策を行うことにより、円

滑な議事運営に繋げています。【議事課】 

3 

コロナ禍における傍聴を初めてさせていた

だきました。手指の消毒ができるよう、アル

コール液の準備等なされていましたが、広

い空間ではあるものの、密閉された傍聴席

でした。互いにソーシャルディスタンスがと

れるように着席をしていましたか？途中で

マスクをはずされる方もあり、少々不安を

感じた。 

（60歳代） 

                  【本会議】 

 

参考 

 

【議事課】 

議事堂で傍聴される場合には、マスクの着

用や間隔を空けての着席をお願いしていま

す。さらに徹底に努めます。 

なお、新型コロナウイルス感染症が拡大す

る傾向にあることを踏まえ、改めて議事堂で

の傍聴に代えて、極力インターネット中継等

でのご視聴をお願いしていますので、ご協力

をお願いいたします。 
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4 

傍聴者もメモしたいので机がある席を用意

していただけると助かります。 

（60歳代） 

             【常任委員会】 

 

 

 

参考 

 

 

【議事課】 

限られた傍聴スペースの中で、１０名分の席

（定員）を確保するため、現在の配置となっ

ていますので、ご理解をお願いいたします。 

5 

通常と変わらない委員会室で密状態、コロナ

対策考えられていない！？入室の際の検温

もない。 

マイクを通しても発言が聞きとれにくい。せっ

かく傍聴者も居るのだからマイクの使い方、

発声など議員（発言者）も配慮してほしい。  

（60歳代） 

               【常任委員会】 

 

 

参考 

【議事課】 

委員会室では次の感染防止対策を行ってい

ます。 

・委員、執行部職員の発言時も含めたマス

ク着用 

・ドアを開放しての常時換気と、概ね１時間

毎の窓の開放による換気の実施 

・執行部職員の出席者の縮小 

・委員会開催前に机等の消毒の実施 

 

また、委員や執行部職員は、登庁前または

登庁時に全員検温を行っています。発言が

聞き取りにくい状態であったことについて

は、適切な音量となるようマイクの調整に努

めます。 

 

なお、現在、新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため、議事堂での傍聴に代えて、

極力インターネット中継等でのご視聴をお願

いしていますので、ご協力をお願いいたしま

す。 

 

6 

コロナ対策の面からみて、会議室が狭く、密

になっている。 

（70歳以上） 

               【常任委員会】 
参考 

【議事課】 

委員会室では、委員・執行部職員の発言時

も含めたマスク着用やドアを開放しての常時

換気、概ね１時間毎の窓の開放による換気

を実施しています。 

なお、議長を除く全議員が出席する予算決

算常任委員会については、令和２年１２月

からより広い議場で開催しています。 
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7 

密状態の改善を。換気対策はとられている

のか。 

マスクをして話しているせいか声がききとり

にくい。音声マイクの距離、音量は適当か

→休憩中に申し出たら改善された。 

（60歳代） 

               【常任委員会】 

参考 

【議事課】 

委員会では常時換気を行い、概ね１時間毎

に窓を開放し、空気の入れ替えを行ってい

ます。 

また、議長を除く全議員が出席する予算決

算常任委員会については、令和２年１２月

からより広い議場で開催しています。 

マイクの音量については適切なものとなるよ

う引き続き調整に努めます。 

 

8 

マイクの声がききとりにくい時がありまし

た。ボリュームの調整などしていただけると

ありがたい。議員さんの名前がわかるよう

にしていただきたい。 

出席議員の方の真剣な姿勢に安心を感じ

ました。 

県民への告知を早めに広くしてほしいで

す。 

（70歳以上） 

               【特別委員会】 

 

参考 

【議事課、企画法務課】 

適切な音量となるよう引き続きマイクの調整

に努めます。 

また、各委員の席には議員名を表記したプ

レートを設置するとともに、傍聴席の壁面に

座席表を掲示してありますので、ご理解をお

願いします。【議事課】 

なお、県民への告知については、県議会ホ

ームページの月別の日程を随時更新してお

りますのでご覧ください。【企画法務課】 

 

9 

県議会への関心を図る目安である傍聴者

を増やす努力をすべきである。例えば、夜

間や休日議会の開催がある。なお、この意

見を何回も書いているが何らフィードバック

がないのはいかがかと思う。アンケートの

意味を考えてしまう。アンケートに回答する

意欲が下がります。 

（60歳代） 

                  【本会議】 

 

 

 

 

 

 

参考 

【議事課、企画法務課】 

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。

【議事課】 

なお、アンケート用紙に記載のとおり、アン

ケートの結果と対応は、県議会ホームペー

ジに掲載しておりますのでご覧ください。【企

画法務課】 
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10 

11/30にコロナ対策として県議会席や執行

部（？）席にアクリル板の設置をと記入しま

した。しゃべらないとは言え、ソーシャルディ

スタンスが考えられていないため、アクリル

板設置された方が良いと思います。三重県

も感染者多いし、県庁職員（部長）も陽性で

した。よろしく！ 

（70歳以上） 

                  【本会議】 

 

 

 

 

参考 

【議事課】 

議員や執行部の席には会議の都度（事前

に）消毒作業を行っているほか、令和２年１

２月からは、さらなる感染対策としてそれぞ

れの席に手指消毒のためのアルコール消

毒液の設置、演壇での発言時を含めた常時

のマスク着用を実施しています。 

アクリル板については、現在、演壇と議長席

前に設置していますが、いただいたご意見

は参考とさせていただきます。 

11 

新型コロナウイルス感染症拡大により、議

員及び執行部席が密であると思います。知

事等の要職は特にとなりの席とのカバーが

必要です。議会場内の人と人とのキョリが

近すぎるので心配です。万全の環境にて

県を守っていただきたい。 

（60歳代） 

                  【本会議】 

 

参考 

【議事課】 

執行部席については、出席説明員を減ら

し、席を空ける対策を行っています。 

議員席については、自席で発言することは

ありませんが、更なる感染防止対策を検討

してまいります。 

      

12 

飾りのテーブルフラワーが不自然なイメー

ジで違和感があった。県産の鉢物 or 切り

花があれば、利用されてはいかがでしょう

か。TV中継もありますので…。 

（70歳以上） 

                  【本会議】 

 

 

 

 

 

 

参考 

【総務課】 

ご意見ありがとうございます。 

いただいたご意見は参考にさせていただき

ます。 
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13 

議員質問の際、マスクをぽっけに入れるの

が気になります。県民へのアピールもある

のでマスク置きの使用はいかがでしょう

か。 

（40歳代） 

                  【本会議】 

 

 

 

 

参考 

【議事課】 

これまで議場での発言の際にはマスクを外

していましたが、令和２年１２月からは更なる

感染防止対策として発言時にもマスクを着

用することとしました。 

いただいたご意見は参考とさせていただきま

す。 

14 

パネルなどが提示された時、今の表示では

細かい部分が見えない、拡大をもう少し大

きくして欲しい。 

（70歳以上） 

                  【本会議】 

 
参考 

【議事課】 

現在、最大の大きさで映写しています。映写

資料の元データの文字を大きくする等、より

見やすいものとしていただくよう、議員に伝

えます。 

15 

コロナ禍における県議席、執行部側のつい

たてがなかったので気になりました。ぜひア

クリル板を置いた方が良いのでは（演壇や

議長席だけでなく）どこかの市議が感染し

ていた事もあったのでよろしく対応お願いし

ます。しゃべらないから、良いというのでは

なく、映画館等でも席をあけています。 

（70歳以上） 

                  【本会議】 

 

 

 

 

 

 

参考 

【議事課】 

議場内で発言するのは演壇と議長席のみで

あるため、それ以外にはアクリル板を設置し

ていません。 

感染防止対策として、執行部席については

出席説明員を減らし、席を空ける対策を行

っています。 

議員席についても、どのような手法がとれる

のかを検討してまいります。 
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16 

傍聴者数は、議会への関心を測るための

一つの尺度なので、もう少し、積極的に傍

聴者数を増やす努力をすべきであると思い

ます。 

（60歳代） 

                  【本会議】 

 

 

 

参考 

【企画法務課】 

ご意見ありがとうございます。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。 

 

17 

コロナ禍の生活の中で気がついたのですが、

現在、代表者会議のライブ配信、録画配信

が実施されていません。代表者会議は、「議

員の定数及び選挙区に関する議論の方法に

ついて」などが協議される最も重要な会議で

す。早急に、ライブ配信、録画配信を実施し

ていただきたいです。また、議会運営委員会

も一部の会議しか配信されておりません。議

会運営委員会のすべての会議の配信も要望

します。 

（50歳代） 

               【代表者会議】 

 

 

 

 

 

 

 

参考 

【総務課、議事課】 

各定例月会議の１週間前に開催される議会

運営委員会は、定例的に開催され、その後

の本会議で審議される議案の概要説明を受

けることから、県民の皆さまにも広く議案の

中身や審議・審査の方法等を知っていただ

くため、インターネットでのライブ・録画配信

を行っています。 

インターネットでのライブ・録画配信にあたっ

ては、事前準備として前日までのエントリー

作業や当日の配信業務等かなりの業務量

があるため、上記以外の議会運営委員会や

代表者会議のライブ・録画配信は困難な状

況です。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。 

【総務課、議事課】 
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18 

今日の質疑者の名前が HPに載ってなかっ

たので、一般質問同様に載せてください。 

マイク・机のアルコール消毒をするべき（コ

ロナ対策） 

（40歳代） 

 

 

         【予算決算常任委員会】 

 

参考 

【議事課】 

予算決算常任委員会の総括質疑者を示し

た事項書は、議会日程とインターネット中継

の両ページに添付していますが、今回は前

者への添付が漏れておりましたので、今後、

注意します。 

１０月の総括質疑では、全員協議会室で飛

沫拡散防止のアクリル板を演壇に設置した

うえでマスクを外して質疑を行いましたが、

更なる感染防止対策として、予算決算常任

委員会の議場での開催、机のアルコール消

毒、発言時のマスク着用を行っています。 

 

19 

コロナ対策もしっかりとられていて安心して

傍聴することができました。 

（50歳代） 

                  【本会議】 

 

- 

 

 

20 

快適な傍聴環境でした。 

（40歳代） 

               【特別委員会】 
- 

 

 

21 

快適でした。話も聞き取りやすかった。 

（70歳以上） 

                  【本会議】 

 

- 

 

 

22 

 

モニターに写るパネルの文字等が小さくて

見にくかった。 

（30歳代） 

                  【本会議】 

 

- 
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（２）執行部に対して 

No ご意見・ご要望 
対応

区分 
補足説明 

1 

○○議員の(質問）プラスチックゴミの対策

は真剣に考えなければいけないと思う。 

（70歳以上） 

【本会議】 

 

 

- 

 

 

 

2 

質問に対して答弁がはっきりしていないと

思う。 

（60歳代） 

                  【本会議】 

 

 

- 

 

 

 

3 

教育警察常任委員会を傍聴して、請願第１

４号、２５人下限をなくし…への質問に対

し、令和１年度の動きとして保護者のおお

むね良好と聞いているという教育委員会の

答弁について、下限２５人条件により１組３

５人～３１人にされている保護者の思いを

全く無視した答弁で、ひどい答弁だと思う。

残念で、納得できない。 

（60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。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）議員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 

県議、事務方相方が、もっと現場の状況を

足と目で見てほしい。インフラ整備は、難し

いが、どうしても必要なものは、何としても実

行実現を望みたい。 

（70歳以上） 

                  【本会議】 

 

 

- 

ご意見は議員へお伝えするとともに、執行部

（県当局）へ「県民の声」としてお伝えしまし

た。 
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（４）議員に対して 

No ご意見・ご要望 
対応

区分 
補足説明 

1 

初めて傍聴させて頂きました。○○議員の

力強い生の声を聞けて大変良かったです。

ソーシャルディスタンスコロナ対策もよくされ

ていたと思います。 

（60歳代） 

                  【本会議】 

 

- 

ご意見は議員へお伝えします。 

2 

議員活動で、ソーシャルディスタンスがとれ

ていないように感じた。傍聴環境では ソー

シャルディスタンスは、OK と考える。 

（40歳代） 

               【常任委員会】 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

3 

子どもの性暴力については、大人が気付け

るようにして下さい。子どもはどんなに教えら

れても言い辛いものです。また親や大人から

養育を必要とするため、せっかく打ち明けて

も、取り消してしまうことも多いです。特に性

虐待についてはそうです。去年の内閣府の

学術会議でも話されていました。そのために

も、性教育は子どもだけでなく、現状どの世

代にも必要です。その理解をして、そのよう

に大人達も性教育、性の人権教育をされる

ようにして下さい。 

差別条例ということですが、性暴力、性犯罪

について特に大事なのは、セカンドレイプ、二

次被害です。WHO の資料では、偏見ととらえ

られていると示されています。セカンドレイ

プ、二次被害こそが差別偏見であり、そこに

男尊女卑や性差別、特に地位関係性や人間

関係が係わってあります。（性暴力の加害者

の９５％以上男性、被害者の９０％以上女性

だそうです。） 

（40歳代） 

               【特別委員会】 
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＊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 

 

 


