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他の委員会・会議 行政部門別常任委員会の他、議会内に設置された主な委員会や会議について、ご紹介します。

予算決算常任委員会

花や木で健やかな三重をつくる条例策定
調査特別委員会

議会改革推進会議

議会運営委員会 代表者会議 広聴広報会議

新型コロナウイルス感染症などに対応するためのオンラインを活用した取り組み

（令和4年7月31日現在）

委員長 森野 真治
副委員長 田中 祐治
理事 津村 　衛 村林 　聡
 小林 正人 長田 隆尚
 舟橋 裕幸 三谷 哲央
 中森 博文

予算、決算など県政全般について
審査・調査します。議長を除く議員全
員が委員となっています。

委員長 村林 　聡
副委員長 藤根 正典
委員 津村 　衛 石田 成生
 小林 正人 長田 隆尚
 舟橋 裕幸 三谷 哲央
 中森 博文

議長 前野 和美
副議長 藤田 宜三
（新政みえ） 津村 　衛 舟橋 裕幸
 三谷 哲央
（自由民主党） 石田 成生 小林 正人
 中森 博文
 そう もう
（草莽） 長田 隆尚
議会運営委員長 村林 　聡

座長 藤田 宜三
委員 川口 　円 石垣 智矢
 小林 貴虎 山崎 　博
 山本 里香 濱井 初男
 津村 　衛 谷川 孝栄
 日沖 正信

議会の運営に関する事項を中心
に、議会関係の条例・会議規則など
に関する事項、議長が諮問した事項
などについて、審査・調査します。

会派間の意見の調整や議会の行
事に関することなどを協議します。

県議会における効果的な広聴広
報の取り組みについて協議・調整し
ます。

 委員長 小林 正人
 副委員長 杉本 熊野
 委員 中瀬古 初美 藤根 正典 野村 保夫
  山本 里香 濱井 初男 服部 富男
  東　 　豊 津田 健児 中川 正美

アフターコロナを見通し、花や木で美しい三重のまちづくりを進め
ていくことなどにより、心身ともに健やかな県民の暮らしを実現する
ための条例の策定に向け、調査・検討を行います。

□ 活動状況
本委員会は、令和３年５月に設置し、花や木に関する生産から生活

環境の美化、まちづくりなどにおける活用までの実態を調査するとと
もに、花や木をきっかけに人と人がつながり合う、実効性のある条例
案の検討をしています。
昨年度は、県の関係部局や参考人から、花や木に関する実態につ

いて聞き取り調査を行うとともに、関係法令などについて調査を行
いました。
また、今後の委員会での議論をさらに深めていくために、花や緑
の活用を推進する先進的な取り組みを行う自治体などの調査も実施
し、それらの調査を踏まえ、花や緑の活用の推進について、委員間
討議を重ねました。
今年度は、４月26日および６月27日の委員会において、条例案素

案の作成に向けた委員間討議を行ったほか、７月12日および13日に
は、花や緑の活用を推進する先進的な取り組みを行う富山県の事例
を現地で調査しました。
今後も、引き続き、これ

らの調査や委員間討議を
踏まえ、令和４年12月の
条例案提出を目指して、
花や緑の活用の推進につ
いて実効性のある条例と
なるよう議論を深めてい
きます。

（１）委員会などのオンラインを活用した会議開催に向けた取り組み
 令和２年１１月 三重県議会委員会条例の改正
 令和２年１２月 三重県議会代表者会議規程などの改正
 令和３年３月 全議員にタブレット型端末機を貸与
  スマート議会の在り方検討プロジェクト会議の設置
 令和４年３月 オンラインによる参考人招致の申し合せの作成
 令和４年５月～ 代表者会議および議会運営委員会のオンライン会議の試行

会長 三谷 哲央
副会長 森野 真治 服部 富男
幹事長 中森 博文
幹事 藤根 正典 小島 智子 稲森 稔尚 石田 成生
 村林 　聡 今井 智広 舘 　直人
監事 喜田 健児 石垣 智矢

全議員が参加し地方分権の時代に
ふさわしい県議会の在り方を調査し、
改革を目指す他の県議会との相互交
流を図ります。

（２）その他のオンラインを活用した会議の実践
①議員勉強会
　議員間の共通認識の醸成とさらなる理解の向上のため、専門的知識を有する外部有識者などを招
いた勉強会を毎年２回開催しています。その中で次の３回はオンラインを活用して開催しました。
令和２年７月 自治体におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進について
令和３年３月　ウィズコロナ期における地方議会の在り方について
令和４年３月　五島スマートアイランド構想におけるＩｏＴと脱炭素政策について

②委員会の県外調査
　新型コロナウイルスのまん延を防止するために現地での調査が困難となったので、次の委員会
においてオンラインを活用して県外調査を実施しました。
令和４年１月　鳥取県議会（医療保健子ども福祉病院常任委員会）
令和４年２月　富山県庁（花や木で健やかな三重をつくる条例策定調査特別委員会）

③みえ現場de県議会
　県民の皆さんの多様な意見を県議会での議論に反映していくため、みえ現場de県議会をオンラ
インの参加者を交えて開催しました。
令和４年２月　コロナ禍からの復興に向けて

三重県議会では、新型コロナウイルス感染症などの重大な感染症のまん延を防止するためのほか、大規模な災害などの緊急事態が発生した場合に、議事堂に参集することが困難
となっても、議会の本来の機能である政策決定ならびに知事などの事務執行について監視・評価を行うため、オンラインにより会議を開催することができるよう準備を整えています。

県外調査の様子（富山県）

活動状況

■ スマート議会の在り方検討プロジェクト会議
議会のスマート化について検討を行うため、令
和３年３月、「スマート議会のあり方検討プロジェク
ト会議」を設置しました。
令和３年度は、全議員に貸与されたタブレット端
末機の使用基準の作成、タブレット操作研修会など
を行うとともに、試行的にオンラインを活用した会
議を開催しました。
令和４年度は、さらに議会のスマート化に向け、
誰一人取り残さないよう、配布資料の電子化（資
料のペーパーレス化）やオンライン委員会の議員
向けマニュアルの作成などを行います。
座長 石田 成生
副座長 森野 真治
委員 川口 　円 小林 貴虎 藤根 正典
 野村 保夫 山本 里香 谷川 孝栄

■ 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
三重県議会議員の政治倫理に関する課題につい

て検討を行うため、令和３年６月、「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」を設置
し、令和４年７月までに１２回の会議を開催しました。

この会議では、全ての会派で構成される委員に
より、政治倫理に関する条例の運用面での課題な
どについて議論を行っています。
令和４年３月には、議員の行為規範となる政治倫
理規準に人権侵害に関する規定を追加すること、
政治倫理審査会を公開で開催すること、議長が講
じる措置の種類を明確にすることなどについて議
会改革推進会議に検討結果を報告しました。
今年度は、現行の政治倫理に関する条例の改正

や、逐条解説の作成について協議しています。
座長 小島 智子
副座長 服部 富男
委員 川口 　円 藤根 正典 倉本 崇弘
 山本 里香 稲森 稔尚 村林 　聡
 今井 智広 津田 健児

■ 三重県議会　議会活動計画による評価
三重県議会では議員任期４年間で特に注力して
実施すべき取り組みを示すとともに、その評価の仕
組みをまとめた「三重県議会議会活動計画」を議員
任期の最初である令和元年９月に策定し、毎年度、
取り組みの評価を行い、改善へとつなげています。
令和４年度はこの計画の最終年度であり、４年
間の活動を検証するため、県民の皆さまのご意見
をお聞きする県民意識調査を実施し、複数の外部
有識者から評価を受け、そこで明らかになった課
題などを次期改選後(令和５年５月)以降の県議会
活動につなげるよう、提言という形で取りまとめる
予定です。

プロジェクト会議の様子

オンラインを活用した
議員勉強会の様子

議会改革推進会議役員


