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２ 住民本位の政策決定と政策監視・評価の推進 

議会本来の機能といえる政策の決定、監視・評価に対する、住民の立場での真摯な

取組 
 
(1) 議決機関としての政策決定の推進 
 
① 執行機関との緊張感ある関係の構築 

審議会委員等への充て職辞退等 

執行機関からの要請により、各種計画づくりの審議会等に議員が委員として就任す

ることがありましたが、これを原則として辞退することとしたほか、充て職による県

出資法人等の役員就任の見直し、委員会県内調査への執行機関の随行の取り止めなど、

執行機関との間に一定の距離を置くような見直しを行ってきました。 

さらに、充て職については、平成15年度に行政改革調査特別委員会で調査を重ねた

結果、「社会福祉審議会」、「環境審議会」などの附属機関で議員の選任が法令や条

例等で規定されているもの、及び道路や鉄道、港湾などの建設促進期成同盟会など他

府県や市町村と足並みをそろえる必要があるものは引き続き就任することとし、それ

以外は全て充て職を辞退することを決定しました。これにより、議員の就任は44機関

から28機関に減少しました。 

 

② 議場を対面演壇方式に変更 

  知事をはじめとする執行機関との間に緊張感のある関係を築き、本会議を通じて政策

決定に係る議論を行うため、平成15年第１回定例会から都道府県議会では初めて議場の

型を「対面演壇方式」に改めました。この議場改修にあわせ、オーバーヘッドカメラ（ＯＨＣ）

や大型映像装置（大型スクリーン及び投影プロジェクター）を設置しました。 

 （経費約1,900万円） 

＜参照＞https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000077818.pdf 

 

③ 質疑質問方式の多様化 

  平成15年第１回定例会から質疑質問方式について、従来の一括質問方式に加え、一問

一答方式を含む分割質問方式も議員が選択できることとしました。 

また、平成24年第２回定例会から文書質問制度を導入し、定例月会議の期間を除く期

間（文書質問期間）ごとに、正副議長を除く議員一人あたり１回、議長の承認を経て文

書質問ができることとしました。 

＜H24：１件、H26：２件、H27：１件、H28：３件、H29：２件、H30：２件、R１：２件 

R２：２件、R３：３件＞ 

 

 なお、平成24年第２回定例会から、執行部の答弁者は、答弁をより的確に行うことが

できるよう、議長の許可を得て、質問等を行う者に対して、答弁に必要な範囲内で質問

等の趣旨を確認することができることとしました。（実績なし） 
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④ 会期等の見直し 
ア 定例会年４回制から年２回制へ 

議会の機能を強化するため、会期等の見直しを行い、平成20年から定例会の招集回数

を年２回に改め、年間会期日数を増やして、議事運営等の弾力的かつ効率的な運用を図

ることとしました。（平成19年12月20日、議員発議による「三重県議会定例会の招集回

数に関する条例の一部を改正する条例案」を全会一致で可決）。 

また、会期見直し後の状況を検証するため、議会改革推進会議に「会期等の見直しに関

する検証検討プロジェクト会議」を設置し、平成22年４月21日の調査報告の結果を受け、引き

続き定例会年２回制を継続することとしました。 

＜見直し項目の主な内容＞ 

（ア）定例会の招集回数及び会期 

定例会の招集回数を年４回から年２回に改め、年間総会期日数を240日程度に増加。 

（イ）本会議の運営方法等 

従来、一般質問として行っていた質疑質問を「議案に関する質疑」と「県政に対す

る質問」とに分離して行う。 

出席を求める説明員の範囲について、審議内容に応じて縮小する。 

（ウ）委員会の運営方法等 

毎年５月の委員改選後に所管事項概要の調査を行う委員会を開催し、年間活動計画

の作成等を行うなど、計画的な運営を行う。 

常任委員会の開催日数を増やし（１委員会当たり２日間として部局別に審査・調査）、議員

間討議の時間設定や参考人の招致、公聴会の開催などにより、議案、請願、調査事項等

の内容に応じた的確な審査、調査を行う。 

（エ）本会議・委員会等の開催経費等 

従来、費用弁償の支給対象となっていた委員会協議会等及び議案精読等に係る登庁

については支給対象としない。（H20.９.１～ 約600万円/年の経費削減 ） 

＜目的と効果＞ 

○知事の招集手続きを経なくても、議長の判断で随時、本会議を開催できる。 

○審議期間を十分に確保できることから、議員間討議が充実し、参考人の招致や公聴会

の開催などが行える。 

※公聴会開催：H20 年度 １回、H21 年度 １回 

※参考人招致：H20 年度 44 人、 H21 年度 27 人、 H22 年度 ４人、 H23 年度 10 人 

          H24 年度 16 人 

 

 

○知事の専決処分を極力避けることができる。 

※地方自治法第179条に基づく専決処分件数 

H20～22年度 なし H23年度 ４件（統一地方選挙時） H24年度 なし 

○会期が長くなることにより、議案を提案できる期間が長くなる。 
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＜主な課題と対応方向＞ 

○会期日数の増加に伴う経費の増大(H20 年 約 700 万円）に対応するため、費用弁償の

支給対象を見直し。 

○執行機関の事務的負担を軽減するため、議会への出席を求める説明員を制限。 

○議会事務の増大に対応するため、態勢や業務の見直しを図る。 

○議員活動に制約が生じないよう、議会活動等とのバランスを考慮する。 

 

イ 定例会年２回制から年１回制（通年議会）へ 

平成23年６月に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、議会改革

推進会議に「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」を設置し、

平成24年７月13日に検証検討結果を取りまとめ、執行部の行政活動を継続して監視する

ことで、議会の機能を強化するとともに、災害など不測の事態に対する危機管理態勢が

整えられ、県民サービスの向上につながることから、通年議会を導入することが適当で

あること等を報告しました。 

これを受けて、平成24年10月15日に定例会の招集回数を毎年１回に改正する条例案を

全会一致により可決し、平成25年１月１日から施行しています。 

＜見直し項目の主な内容＞ 

（ア）定例会の招集回数及び会期 

定例会の招集回数を年１回に改め、会期を１月から12月までとする。ただし、議員

任期満了による一般選挙の年においては、定例会の招集回数を年２回とし、会期を第

１回は１月から４月まで、第２回を５月から12月までとする。 

（イ）本会議の運営方法等 

本会議は、２月、６月、９月及び11月（「定例月」という。）に定例的に再開する。

ただし、緊急に議案等の審議が必要な場合は、その都度、本会議を再開する。 

知事から議案等を示して再開の請求があったときは、７日以内に本会議を再開する。 

（ウ）一事不再議の原則の取扱い 

会期中においては一事不再議の原則が適用されるが、客観的に事情の変更があった

と認められるときは、一事不再議の原則を適用しない旨、会議規則に規定する。事情

変更の有無については、議会運営委員会で事例ごとに協議し、判断を行う。 

＜目的と効果＞ 

○いつでも会議を開催して県政の課題について議論し、議案審議等も行い議決できる。 

※参考人招致 ： H25 年度 ３人、H26 年度 ３人、H27 年度 ６人、H28 年度 ８人、 

H29 年度 12 人、H30 年度 ６人、R１年度 15 人、R２年度 15 人 

R３年度 ６人 

※地方自治法第179条に基づく専決処分件数：H25 年度 ０件、H26 年度 １件、 

H28 年度 ０件、H29 年度 ０件、H30 年度 1 件、 R１年度 ０件、 R２年度 ０件 

R３年度 ０件 
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＜主な課題と対応方向＞ 

〇会期の有無に関係なく、年間を通じて議会活動をどうしていくのかという視点から、

議会の政策サイクルを意識した議会スケジュールを検討する必要がある。 
会　期

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

総会期日数約100日

総会期日数約230日

総会期日数約340日

定例会年４回
（平成19年まで）

定例会年２回
（平成20年～24年）

定例会年１回
（平成25年以降）

第4回定例会

第1回定例会 第2回定例会

第3回定例会第1回定例会 臨時会 第2回定例会

定例会
会期 閉会中

 
 

ウ 「通年議会の充実」のための議員アンケート 

  通年議会のメリットを十分に活かして、より進化した議会を目指していくため、平

成25年９月に通年議会の運営等に関して議員全員にアンケートを行いました。その結

果をとりまとめ、議会の機能強化のための課題の一つである議員間討議を始め、複数

会議開催の議事日程の持ち方、長時間にわたる委員会運営、住民意見の聴取、通年議

会のＰＲなどの課題や改善提案について、所管の会議で対応方針を検討しました。 

 

⑤「三重県議会 議会活動計画」の策定 
 議員任期４年間を見据えた活動を計画的に行っていくため、議員任期４年間の主な議会

の取り組みと、取り組み成果の確認及び継続的な改善活動の仕組みについてまとめた議会

活動計画を策定しました。（平成27年12月18日） 

○計画期間：平成27年５月～平成31年４月 

○取組内容：（１）知事等との関係～監視・評価・政策立案・政策提言～ 

        （総合計画、当初予算、個別の行政計画、特に調査・検討を要する重要

課題、重点調査項目、議員勉強会） 

       （２）県民との関係～広聴広報～ 

        （議長定例記者会見、広聴広報会議） 

○取組成果の確認：議会活動の中心的な役割を果たす各常任委員会において、委員会活

動が「監視・評価・政策立案・政策提言」の充実に寄与できたかとい

う観点から委員会（予算決算常任委員会の場合は理事会）による自己

評価を毎年行います。 

○継続的な改善活動：毎年、取組の評価を行い、翌年の取組の改善に努めるとともに、

４年間を通した評価サイクルを構築し、次期改選後の議会に課題等を

申し送ることで、継続的な改善活動につなげていきます。 
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⑥「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 

平成31年４月に「三重県議会 議会活動計画」の計画期間が終了することから、「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」を策定しました（平成31年３月14日）。 

この中で、４年間を通した議会活動の評価については、「議会活動計画に掲げた取組に

は十分取り組めており、その取組の評価についても継続的な改善活動につなげることがで

きたものの、取組の評価基準や委員会における議員間討議の活性化などに課題がある」と

しました。そのため、次期改選後議会への提言については、「引き続き議会活動計画を策

定し、計画的な議会活動の実施・評価を行っていくとともに、今回課題とされたことへの

対応についても検討していく」こととしています。 

 

⑦ 新しい「三重県議会 議会活動計画」の策定 

 「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、令和元年６

月から、議会改革推進会議で新しい「議会活動計画」の検討を行い、三重県議会基本条例

に掲げる４つの基本方針に沿って効果的かつ効率的に議会活動を行うため、現議員任期期

間である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、その評価の仕組みに

ついてまとめた新しい「議会活動計画」を令和元年９月に策定しました。 

○計画期間：令和元年５月～令和５年４月 

○取組内容：（１）開かれた議会運営の実現 

           広聴広報会議、議長定例記者会見、参考人制度の活用等 

       （２）住民本位の政策決定と政策監視・評価の推進 

           委員会審議の活性化、当初予算に係る調査・審査、総合計画に係

る調査・審査等 

（３）独自の政策立案と政策提言の強化 

           政策に係る議員提出条例の制定及び検証、議員勉強会の開催等 

（４）分権時代を切り開く交流・連携の推進 

           全国都道府県議会議長会、紀伊半島３県議会交流会議等 

○新しい「議会活動計画」の特徴： 

・行政部門別常任員会及び、予算決算常任委員会では、これまでの年次

末の活動評価に加え、新たに「上半期の振り返り」を実施する。 

・年次末の活動評価は、行政部門別常任委員会や予算決算常任委員会だ

けでなく、新たに特別委員会や広聴広報会議でも実施する。  

・令和４年には、県民意識調査を実施し議会活動に対する県民の満足度

や意見を把握するとともに、複数の外部有識者から評価とアドバイス

を受け、４年間を通した議会活動の評価と次期改選後への提言を決定

する。 

 

⑧ 議決事件の追加（地方自治法第96条第２項） 

ア「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」（平成

13年３月22日成立、平成22年３月23日一部改正）により、県総合計画の戦略計画などの

計画を議決対象としました。 
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＜議決すべき計画＞ 

○県行政全般に係る政策目的を達成するための施策等を総合的かつ体系的に示した中

長期的な計画 

○県行政における基本的な政策目的を達成するための施策等を総合的かつ体系的に示

した中長期的な計画であって県行政において特に重要なものと認められるもの 

イ ア以外に議決事件に追加した事項 

（ア）①法人に対する県の出資の割合が４分の１以上になる場合の出資又は出えん、②

４分の１出資法人に対する出資、出えんにより県の出資の割合が２分の１以上にな

る場合の出資又は出えん、③７千万円以上の出資、出えん又は信託（地方自治法第

235 条の４第１項の規定による歳計現金の保管及び同法第 241 条の第２項の規定に

よる基金の運用の場合を除く。）（県の出資法人への関わり方の基本的事項を定め

る条例） 

（イ）三重のもりづくりについての基本的な計画の策定又は変更（三重の森林づくり条例） 

（ウ）自然環境の保全を図るための基本方針の策定又は変更（三重県自然環境保全条例） 

（エ）環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画の策

定又は変更（三重県環境基本条例） 

（オ）人権施策の基本となる方針の策定又は変更（人権が尊重される三重をつくる条例） 

（カ）男女共同参画の推進に関する基本的な計画の策定又は変更（三重県男女共同参画

推進条例） 

（キ）健康づくりに関する基本的な計画の策定又は変更（三重県健康づくり推進条例） 

（ク）ユニバーサルデザインのまちづくりを推進するための基本的な計画の策定又は変

更（三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例） 

（ケ）食を担う農業及び農村の活性化に関する施策等の総合的かつ計画的な推進を図る

ための基本的な計画の策定又は変更（三重県食を担う農業及び農村の活性化に関す

る条例） 

（コ）観光の振興に関する基本的な計画の策定又は変更（みえの観光振興に関する条例） 

（サ）歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画の策定又は変更（みえ歯と口腔の健

康づくり条例） 

（シ）水産業及び漁村の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本

的な計画の策定又は変更（三重県水産業及び漁村の振興に関する条例） 

 

⑨ 知事提出議案に対する否決・修正 
意思決定機関としての議会の機能を働かせ、知事提案の議案に対する慎重な審査・審

議により、議案の否決や修正を行っています。 
 
＜議案の否決＞ 

平成14年３月20日 「工事請負契約について」否決     
   
＜議案の修正＞ 

平成11年６月30日 「特別職の秘書の指定に関する条例案」修正可決 
(当該秘書の政治活動の禁止及び任期の設定などの修正） 
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平成11年６月30日 「特別職の秘書の給与及び旅費に関する条例案」修正可決 
(上記「特別職の秘書の指定に関する条例案」の修正に伴う字句修正） 

平成16年10月14日 「三重県議会の議員及び三重県知事の選挙に係る電磁的記録式 
投票機を用いて行う投票に関する条例案」修正可決 
(条例の失効期日の設定に関する修正） 

平成20年10月30日 「平成20年度三重県一般会計補正予算（第２号）」修正可決 
(「美し国おこし・三重」総合推進事業費関係分の減額修正） 

平成22年10月18日 「三重県暴力団排除条例案」修正可決 
(委任規則に公安委員会以外のものを追加） 

令和２年３月19日 「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する基本計画の変更
について」修正可決 

          （家族農業に関する記述を追加） 

 

(2) 住民代表としての政策の監視・評価の推進 
 
①  予算決算常任委員会の設置、改革 

平成10年度に、都道府県議会では初めて、予算と決算を総合的に審査調査する予算決

算特別委員会を設置しました。同委員会では、当初予算について、予算編成が始まる前

や予算要求の段階から予算調製方針、予算要求状況などの調査を行い、意見、提言を行

うとともに、決算審査だけでなく、前年度の政策評価にも関与し、翌年度の県政運営方

針につなげる活動を行ってきました。 

また、平成16年度には、予算と決算の一体的な審査・調査による議会機能の強化を図

るため、抜本的な改革を行いました。 

平成18年６月の地方自治法改正により、常任委員会の複数所属が可能となったことに

伴い、委員会条例を改正し、平成19年４月30日から予算決算常任委員会を設置し、従来

の行政部門別常任委員会との複数所属としました。 

＜平成１６年度の改革の概要＞ 

○予算の審査については、従来の常任委員会への分割付託から当委員会への一括付託と

しました。付託議案は、決算認定議案に加え、全ての予算議案と予算関連議案としました。 

○定数は、従来13人であったのを、議長及び監査委員である議員を除く全ての議員 

（平成19年４月からは議長を除く全議員）としました。 

○審議の方法は、詳細審議を行うため、当委員会に６つの分科会を置き、付託議案の審

査は、「委員会での総括質疑→分科会での部局別審査→委員会での分科会報告→締め

くくり総括質疑→討論→採決」を基本としました。 

○委員会の開催場所は、全員協議会室とし、本会議と同様に、その配置を対面演壇方式

としました。 

 

予算決算常任委員会の年間スケジュール（主なもの）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

成果レポート
の調査

次年度
経営方針案

前年度
企業会計
決算

当初予算
の考え方

当初予算
要求状況

当初
予算案

経営方針
の確定

知事への
申し入れ

前年度
一般会計・
特別会計
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② 決算審査の早期化 

平成16年度（15年度決算）から企業会計決算の審査を早期化し、議決時期を１１月下旬

から10月下旬としました。 

また、平成17年度（16年度決算）から一般会計・特別会計決算の審査を早期化し、議

決時期を12月中旬から11月下旬としました。 

このことにより、従来にも増して前年度の決算審査の結果を翌年度の予算編成に反映

させることができるようになりました。 
 
③ 決算不認定 

旅費等の不適正執行、教職員の勤務時間内組合活動等の問題に起因して、平成７年度、 

10年度及び11年度の決算を不認定としました。 

また、平成14年度及び15年度決算では、三重ごみ固形燃料発電所貯蔵槽の相次ぐ異常

発熱等のトラブルに起因して、電気事業会計決算を不認定としました。 

＜決算の不認定＞ 

平成８年12月19日 平成７年度公営企業会計決算の不認定４件 

  平成９年３月10日 平成７年度一般会計決算の不認定１件 

       〃   平成７年度特別会計決算の不認定１件 

  平成12年２月22日 平成10年度一般会計決算の不認定１件 

  平成12年12月21日 平成11年度一般会計決算の不認定１件 

  平成15年11月25日 平成14年度公営企業会計（電気事業）決算の不認定１件 

  平成16年10月14日 平成15年度公営企業会計（電気事業）決算の不認定１件 
  
④ 行政改革調査特別委員会の設置 

   21世紀にふさわしい行政のシステムづくりを目指し、行政改革問題に関する総合的調

査を行う行政改革調査特別委員会を平成９年10月１日に設置しました。 

同委員会では、県の行政システム改革や教育改革に関する取組を検証するとともに、

外郭団体改革の更なる推進を求めて、その整理・統合等の在り方を検討するなど、行政

改革問題について集中的、総合的に調査を行いました。 

  平成16年５月14日に行政改革調査特別委員会を廃止し、代わって「行政のあり方調査

特別委員会」を設置しました（平成17年５月13日廃止）。 


