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Ⅳ 議会改革の経緯                 

 

 改革の始まり  

平成７年に地方自治体の官官接待や予算の不適正執行が大きな問題として取り上げら

れるようになったことを契機に、三重県議会においても議長を中心に、議会の諸課題につ

いて改革・改善を行うようになりました。    
 
１ 議会に係る諸問題検討委員会（平成７年10月31日設置、平成８年２月16日廃止） 

各派交渉委員会協議会で議会に係る諸問題について協議を行う「議会に係る諸問題検討

委員会」の設置を決定し、議長、副議長及び各会派代表者（自民党、県政会、県民連合）

の５人を委員とした委員会を立ち上げ、計５回の協議を行い議会改革案をとりまとめまし

た。平成８年２月27日に全員協議会で同議会改革案を了承しました。 

＜協議の結果、改革された内容＞ 

○会期中の休会日は、議案等に係る調査、会議等により登庁した場合のみ旅費を支給 

○優待パスの全廃    ○海外視察の復命書の作成   ○議会広報の充実 等 

 

 本格的な改革の取組  

その後、地方分権等社会情勢の変化や執行機関の改革に呼応し、本格的な改革に取り組

むため、委員会を設置し、幅広い項目について検討し、改革に取り組みました。 

 

２ 議会改革検討委員会（平成８年９月６日設置、平成10年５月12日廃止） 

各派交渉委員会で一層の議会改革に取り組むこととし、三重県議会改革検討委員会設置

要綱を制定し、議長、副議長及び各会派代表者（自民党、県政会、県民連合、共産党）の

６人を構成委員とした「議会改革検討委員会」を設置しました。 

 平成９年２月21日に終了するまでの間計12回開催し、次のような改革を行いました。 

 ＜協議の結果、改革された内容＞ 

○県内調査の際の執行部との懇談会の廃止 

○常任・特別委員会の県内調査への執行部の随行廃止 

○三重県情報公開条例の実施機関に議会が加わること 

○本会議における一般質問のテレビ中継の実施 

○委員会の会議録の作成   等 
 
平成９年６月19日、各派交渉委員会で三重県議会改革検討委員会設置要綱を一部改正し

（必要な場合議長の諮問に応じ検討するという改正内容）、副議長及び各会派代表者（自民党、

県政会、県民連合、共産党）の５人で構成する「議会改革検討委員会」を再開しました。 

 再開後の議会改革検討委員会は、平成10年５月12日に廃止されるまで、10回の委員会を

開催し、議長の諮問事項について検討し、改革を行いました。 

議会改革検討委員会の廃止にあたっては、今後の改革は、議会運営委員会又は代表者会

議で必要に応じ検討することとしました。 
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＜協議の結果、改革された内容＞ 

○選挙区定数調査特別委員会の設置 

○委員会室に入りきれない傍聴者のためのテレビモニターの設置 

○予算決算特別委員会の設置 

○議長交際費・海外視察・県外調査の定期的情報提供 

○委員会・全員協議会・議案聴取会の禁煙 

○政務調査室（現企画法務課）作成資料の図書室での公開  等 

 

３ 代表者会議等での議会改革関連協議事項 

議会改革検討委員会の廃止後は、必要に応じ代表者会議等で協議し改革を行いました。 
 
 ＜協議の結果、改革された内容＞ 

 ○議員連盟を見直し、「議員連盟の設立等に関する要綱」を制定（平成11年７月13日） 

○議長、委員長等の充て職を原則廃止（平成15年４月、平成16年３月） 

○応招旅費を廃止して普通旅費に一元化（全国初 平成16年３月19日議決、平成16年４月１日施行） 

○議員の海外視察調査制度（県単事業、全議員対象、任期中１回、120万円程度）を廃止（平成19年５月） 

○会期等の見直しに伴い、費用弁償の支給対象を整理（平成20年１月１日から実施） 

○非公開の役員改選協議会を廃止し、公開の代表者会議の場において、役員選出の協議

を行うこととした。（平成20年５月） 

○平成 21 年５月の改選から、申合わせによる議長の在任期間を２年、副議長の在任期間を１年

とすることとした。（平成 20 年９月） 

○平成20年第２回定例会から本会議における議員等の呼称について、敬称を改め、職名

に変更（平成20年９月） 

○本会議を除く全会議において、湯茶の提供を廃止（平成20年12月） 

○平成21年４月から平成23年４月までの間、政務調査費交付月額の10％を減額（平成21年3月) 

○平成21年度分政務調査費から、海外政務調査を実施した場合には、公開の報告会を実施

することとした。（平成21年４月） 

○費用弁償の公務雑費3,000円について、登庁にかかるものを廃止（平成22年12月） 

○平成23年７月から平成24年６月までの間、政務調査費交付月額の20％を減額（平成23年６月) 

○議員報酬等に関する在り方調査会を設置（平成23年６月） 

○平成24年７月から平成25年３月までの間、議員報酬月額の7.8％、政務調査費交付月額の

20％を減額（平成24年６月） 

○議員報酬及び政務調査費に関する検討ワーキンググループを設置（平成２４年９月） 

 ○平成25年４月から平成26年３月までの間、議員報酬月額の7.8％、政務活動費交付月額の

20％を減額（平成25年２月） 

  ○平成26年４月から平成２７年４月までの間の、政務活動費交付月額の20％を減額（平成26年３月） 

  ○平成28年度分政務活動費から、領収書等のインターネット公開を行うこととした。（平成29年３月） 

  ○平成29年４月から平成30年３月までの間の、政務活動費交付月額の20％を減額（平成29年３月） 

  ○平成30年４月から平成31年４月までの間の、政務活動費交付月額の20％を減額（平成30年２月） 
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○令和元年５月から令和５年４月までの間の、議員報酬月額の10％、政務活動費交付月額の

30％を減額（平成31年３月） 

○令和２年７月から令和３年６月までの間の、政務活動費交付月額の45％を減額（令和２年６月） 

○令和４年５月の改選から、申合せによる議長の在任期間を２年以内とすることとした。（令和３年

12月） 

 

４ 二元代表制における議会の在り方検討会（平成 13 年 12 月 7 日設置、平成 15 年 12

月 12 日名称変更、平成 17 年 3 月 30 日廃止） 
執行機関において平成 14 年度からニュー・パブリック・マネジメント（ＮＰＭ）の考

え方による「政策推進システム」が導入されることとなり、議会においては、これに対応

した議会の監視・評価機能の在り方を検討する必要が生じたことから、平成13年 12月７

日に「政策推進システム対応検討会」（平成15年 12月 12日「二元代表制における議会の

在り方検討会」に名称変更）を設置しました。 

同検討会では、将来にわたり県民の負託に応えることができる議会の在り方、あるべき

システムの構築を目指して調査・検討を行い、平成17年３月30日に最終検討結果報告を

とりまとめ、議長に答申しました。 

最終報告においては、二元代表制における議会の在り方について、執行機関限りのPlan

－Do－See サイクルとは別次元の政策サイクルとして新しいシステムの構築を示すととも

に、議会基本条例の制定をはじめ８項目にわたり提言を行いました。 

 

＜議会の政策サイクル＞ 
執行機関限りのPlan－Do－Seeサイクル(※)とは別次元のサイクルとして「議会による

政策方向の表明(Plan) →政策決定(Decide) →執行の監視・評価(Do-See)」を提言。（三

重県議会「二元代表制における議会の在り方について（最終検討結果報告書）」（平成 17 年 3 月）） 

執行機関の政策立案がされる前に、議会が「政策方向の表明」によって意思表示をし、

政策立案が議会の表明した意思に合致するとき「政策決定」を議決として行い、その執行

を議会が「監視・評価」して次なる「政策方向の表明」へとつなげていくもの。 

 

（議会）      （執行機関）      （議会） 

 

 

 

            

 

（議会）                （執行機関） 

 

 
 

※執行機関では、平成25年度から、これまでのPDSサイクルをPDCAサイクル（計画・実行・評価・

改善）に変更しています。 

政策方向の表明 政策立案 政策決定 

評価 

監視・評価 執 行 

（執行機関(監査)） 

監視 
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  本会議・広聴広報会議等 委員会等 

政
策
課
題
の
把
握 
・ 
整
理 

広聴・調査 

 

 

○現場 de 県議会（応募者がテーマ設定） 

○みえ高校生県議会 
○県民意識調査（ｅ－モニター） 
○パブリックコメント 
○県民の声への対応 
○傍聴者アンケート（全会議対象） 

○県内外調査（常任・特別委員会） 
○参考人招致 
○請願、陳情案件の調査 
○委員会での調査 

課題設定 

 

○現場 de 県議会 
（特定テーマによる意見交換） 

○市町議会との交流・連携会議 

○常任委員会－重点調査項目の設定 
○特別委員会の設置 
 

政
策
立
案 

政策立案 

 

 

○議員提出条例の検討 
○知事への提言 
○政策セミナー 
○検討会等（政策討論会議等） 
○調査機関の設置 

○議員提出条例の検討 
○公聴会開催 
○参考人招致 
○委員会での調査 

決
定 

審議・議決 ○本会議での審議・議決 ○委員会での審査・調査 

執
行 

 執行機関による執行 

政
策
評 
価 

執行の監視 

・評価 

○本会議での質問 

○決算の認定 

○委員会での審査・調査 

 

 

 

 

 

５ 基本理念と基本方向を定める決議（平成14年３月20日決議、平成15年10月10日追加

決議） 

三重県議会が目指す方向等について議員が共通認識を持つとともに、県民に分かりやす

く伝えるため、分権時代を先導する議会を目指すことを基本理念とする「三重県議会の基

本理念と基本方向を定める決議」を全会一致で議決しました。 

 「基本理念」は、三重県議会が活動する際の最も基本となる精神、心構えを表したもの

であり、「基本方向」は、基本理念を達成するための三重県議会の４つの基本的取組方向

を表したものです。 

さらに、平成 15 年 10 月 10 日に、新たに「分権時代を切り開く交流・連携の推進」を

５つ目の基本方向として加えて、「基本理念」と「基本方向」を決議し直しました。 
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６ 議会改革推進会議（平成 15 年 10 月 10 日設置） 
全議員参加のもとに、地方分権の時代にふさわしい三重県議会及び都道府県議会の在り

方について調査研究を進めるとともに、改革を目指す他の都道府県議会との相互交流を図

ることを目的に、議会改革推進会議を設置しました。 

 

（１）総会・役員会 

毎年、役員会及び総会を開催し、時宜に応じたテーマで調査・検討を行っています。 

＜構成＞ 

 総会 全議員 

 役員会 13人 
（新政みえ５、自由民主党５、草莽１、公明党１、草の根運動いが１） 

 

 

（２）検討プロジェクト会議 

必要に応じてテーマごとに設置するもので、これまでに10回設置しています。 

①会期に関する検討プロジェクトチーム（平成 19 年６月～12 月） 

議会の会期に関する諸問題について調査・検討を行うために設置し、計 11 回開催。 

②議長等任期に関する検討プロジェクトチーム（平成 20 年６月～９月） 

議長等の任期の申合せの見直しについて調査・検討を行うために設置し、計３回開催。 

③会期等の見直しに関する検証検討プロジェクト会議（平成 21 年 12 月～22 年４月） 

定例会年２回制とした２年間を検証し、必要な検討を行うために設置し、計７回開催。 

④会期等のさらなる見直しに関する検証検討プロジェクト会議（平成 23 年６月～24 年

７月） 

 会期等のさらなる見直しに関する検証及び検討を行うために設置し、計 13 回開催。 

⑤議会基本条例に関する検証検討プロジェクト会議（平成 23 年６月～24 年６月） 

議会基本条例に関して検証及び検討を行うために設置し、計 14 回開催。 

   ⑥議会改革度の向上及び議会基本条例の改正に関する検討プロジェクト会議（平成 29 

年９月～30 年５月） 

議会改革度の向上及び議会基本条例の改正に関する検討を行うために設置し、計９回

開催。 

  ⑦政務活動費の後払いに関する検討プロジェクト会議（平成 29 年９月～29 年 12 月） 

⑧議会経費削減に関する検討プロジェクト会議（平成 30 年７月～31 年２月） 

   ⑨新型コロナウイルス感染症に関する対応マニュアル検討プロジェクト会議（令和２

年８月～１0 月） 

  ⑩スマート議会の在り方検討プロジェクト会議（令和３年３月～） 

  ⑪三重県議会議員の政治倫理に関する検討プロジェクト会議（令和３年６月～） 
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（３）交流・連携の推進 

①全国自治体議会改革推進シンポジウムの開催 

議会改革を目指す全国の自治体議会の議員及び事務局職員等が一堂に会し、地方分

権時代にふさわしい自治体議会の在り方と二元代表制を踏まえた改革の方向性につ

いて意見交換等を行うために、シンポジウムを開催。平成16年度から計８回開催。 

②市町議会との交流･連携 

県内の自治体議会とより緊密な交流連携を図り、政策提言や議会改革の推進につな

げていくことを目的に開催。 

＜開催実績＞ 

平成20年８月「三重県自治体議会交流連携会議」於：伊賀市 

平成22年９月「市町議会と県議会との交流･連携会議」於：志摩市 

平成24年２月「市町議会と県議会との交流・連携全体会議」於：津市 

（４）研修会・勉強会等 

議会改革推進会議会員（全議員）を対象にした研修会などを開催しました。 

平成19年度から計５回開催。 

（５）県民ミーティング 

県政の重要課題や当面する政策課題をテーマに、県民と議員が自由に意見交換を行

いました。平成 17年度に計３回開催し、「人口減少社会をどう切り拓くか」という提

言書をとりまとめ、議会へ提言し、さらに正副議長から知事へ提言しています。 

（６）議会改革の特区提案 

平成16年 10月に構造改革特区第６次提案募集に応募。 

＜規制緩和を求める項目＞ 

○県議会議長への県議会招集権の付与  ○県議会議員の複数常任委員会への所属 

○県議会への附属機関の設置      ○知事が行う専決処分の見直し 

（７）「三重県議会 議会活動計画」及び「４年間を通した議会活動の評価及び次期改選後議

会への提言」の策定に向けた検討 

平成 27 年に、代表者会議からの依頼を受け、議会改革推進会議において、議員任

期４年間の主な議会の取組を掲げるとともに、取組成果の確認と継続的な改善活動の

仕組みについてまとめた「三重県議会 議会活動計画」の策定に向けた検討を行いまし

た。同計画は、同年12月 18日に、代表者会議において決定されました。 

また、平成31年４月に同計画の計画期間が終了することから、平成30年に、代表

者会議からの依頼を受け、議会改革推進会議において、「４年間を通した議会活動の評

価及び次期改選後議会への提言」の策定に向けた検討を行いました。この評価と提言

は、平成31年３月14日に、代表者会議において決定されました。 

（８）新しい「三重県議会 議会活動計画」 

令和元年６月に、代表者会議からの依頼を受け、議会改革推進会議において、「４

年間を通した議会活動の評価及び次期改選後議会への提言」を踏まえ、新しい４年間

の「三重県議会 議会活動計画」の策定に向けた検討を行いました。同計画は、同年９

月４日に、代表者会議において決定されました。 
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（９）議会改革推進会議役員会での検討事項 

以下の事項について、役員会で検討していくこととなりました。（令和３年６月） 

① 議員選出監査委員の在り方の検討 

議会改革推進会議役員会を６回開催して調査・検討を行い、12 月 22 日の代表者会

議で検討結果報告を行いました。 

【結果】 

◯ 現時点では現状の議員選出監査委員２人の選出を継続する 

◯ 議会と監査委員との役割分担について、改めて次のとおり確認されました。 

 議員選出監査委員に選任された議員は、監査業務を遂行するにあたっては、常

に公正不偏の態度を保持し、監査をしなければならない。  

 議会は、監査委員の審査に付した決算を、議会として審査し、議決しなければ

ならない。このため、議員選出監査委員は、監査委員の立場と議員の立場の二

面性を持つことになり、審査の際は、自らが監査委員として関与した事項につ

いての質問や監査委員に対する質問は行わず、採決の際は、議員の立場に立つ。 

 議会は議会として、独立した立場で議会としての監視機能を発揮し、審査を行

う。 

◯ 議員選出監査委員に求められる議員経験年数等の資質面をどう担保していくか

という課題については、今後の議員選出監査委員の在り方も含め、次期改選後、

社会情勢等を勘案し、然るべき時期に改めて検討していくこととする。 

② 「議長・副議長の在任期間等に関する申し合わせ事項」の検討 

議会改革推進会議役員会を６回開催して調査・検討を行い、12 月 22 日の代表者会

議で検討結果報告を行いました。 

【結果】 

◯ 議長の任期を「２年」から「２年以内」とし、議長の立候補者は、在任予定期

間を、その理由も含め明らかにすることとし、立候補の際に１年を在任予定期

間として明らかにした場合は、その在任予定期間を超えた後の再度の立候補を

妨げないこととするよう申し合わせることが適当である。 

③ 通任期制の検討 

通任期制の必要性についての検討が続けられています。 

④ 政務活動費の後払いに関する検討 

政務活動費を後払いとすることの必要性について検討が続けられています。 

 

７ 議会改革諮問会議（平成 21 年３月 25 日設置、平成 23 年４月 29 日廃止） 

三重県議会基本条例第 12 条の規定に基づき、学識経験者等５人で構成する附属機関を、

都道府県議会としては全国で初めて条例により設置し、議会活動に関し評価・改善を行う

ことで、県民満足度の高い議会を目指していくこととしています。平成22年５月14日に

は第一次答申が、平成23年１月24日には最終答申が提出されました。 

＜委員＞江藤俊昭氏（会長、山梨学院大学教授）、廣瀬克哉氏（法政大学教授） 

駒林良則氏（立命館大学教授）、相川康子氏（前神戸大学准教授、NPO政策研究

所専務理事）、岩名秀樹氏（元三重県議会議長） 
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＜検証のための調査＞ 

○県民アンケート（平成 21 年 11 月） 

○議員アンケート、ヒアリング（平成 21 年 11～12 月） 

○県職員アンケート（平成 22 年２月） 

○市町議会アンケート、ヒアリング（平成 22 年１～２月） 

○ＮＰＯ、大学等ヒアリング（平成 22 年３～４月） 

○議会・会派・議員活動にかかる状況把握アンケート（平成 22 年９月） 

○会派活動ヒアリング（平成 22 年９月） 

○会期等の見直しにかかる外部検証（平成 22 年 10～12 月） 

＜最終答申の項目＞ 

（１） 市町議会との交流･連携 

〇交流･連携会議の継続･改善（広域的な地域課題や住民ニーズの把握） 

〇県･市町の全体会議（自治体議会に共通した課題への対応） 

〇県と市町との協議の場の設置 

（２） 政策広聴広報の取組 

〇出前県議会、議会報告会 

〇議会モニター制度 

〇請願者等の説明機会の保障  など 

（３） 広域自治体議会の役割 

〇二元代表制の在り方（全国議会改革シンポジウム等） 

〇県議会議員の身分･報酬（活動実態にふさわしい議員の位置付け等） 

〇事務局による議会サポート体制の充実  など 

（４） 会期のさらなる見直し  

〇通年議会を前提にした議会スケジュール等 

（５） 議員間討議の充実 

〇本会議での議論方法の改善（議会全体で論点を明確化） 

〇委員会運営等の改善（委員任期２年間等） 

〇政務調査の充実（委員会の県外調査を廃止し、政務調査活動を充実） 

〇会派活動の役割（会派は議員個人の活動を支援） 

〇議員研修の充実  など 

（６） その他 

〇議会基本条例の見直し 

〇議会基本計画の策定 

〇附属機関の在り方（附属機関委員の身分等） など 

 

８ 議長による議会改革試案の提示・検討・実践（平成 21 年５月～平成 23 年４月） 

平成21年５月から申合わせによる議長の在任期間が２年間となるにあたり、議長から「議

会改革試案（議長マニフェスト）」が提示され、個別案件ごとに内容を検討し、可能なものか

ら実践しています。 
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＜議会改革試案と対応状況＞ 

（１） 蓄積された「議会資産」とネットワーク化による新価値創造！ 

（議会に関する学識者・研究者のサポーター的人材バンクの構築など） 

→平成 23 年３月、三重県議会の議会改革に関係してきた有識者の人材リストを作成 
 

（２） 行政計画、年次予算に議会はどう対処するか！ 

（第３次戦略計画検討会の設置など） 

→平成 22 年３月、「三重県行政に係る基本的な計画について議会が議決すべきことを

定める条例」を一部改正し、総合計画の戦略計画を議決対象とした。 

平成 22 年９月～全員協議会を中心に調査審議 
 

（３） 議会議論への県民参画の推進！ 議員間討議の更なる充実！ 

（議会独自のﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ、委員会調査資料等の議会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでの事前公開など） 

→平成 21 年 12 月～委員会調査資料を議会ホームページで事前公開 
 

（４） 二元代表制における議会の更なる自立を求めて！ 

（政治的任用制度の導入、公共政策大学院等とのｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ制など） 

→平成 21 年９月～公共政策大学院とインターンシップ制度を試行・導入 
 

（５） 議会の一層の情報公開に向けて！（編集ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの導入など） 

→平成 21 年 11 月～編集ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ制度を導入 
 

（６）「議長マニフェスト」外部評価委員会を設置します！ 

（定例会年 2 回制における議会の在り方、政務調査費の在り方、自治法改正要望など） 

→「会期等の見直しに関する検証検討ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会議」を設置し、平成 22 年４月に調査報告  


