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 ３ 独自の政策提言と政策立案の強化 

知事及び執行機関から提出された議案を審議するだけでなく、住民本位の立場から、

独自の政策提言や条例案などの政策立案への取組 
 
(1) 独自の政策提言の推進 
 
① 議員の基盤活動強化のための取組 

議会が住民の負託に応え、その役割を充分に果たしていくためには、政策立案等の議

員活動の基盤強化を図る必要があると考え、会派へ補助金として交付されている政務調

査費の交付根拠を明確にして議員にも交付されるよう、平成７年度からブロック議長会

や全国議長会に働きかけ、全国議長会の取組へとつなげました。 

  全国議長会での国会への積極的な要望活動の結果、平成12年５月の地方自治法の改正

となりました。 
 
② 執行部との協働によるプロジェクトチームの設置 

東紀州地域の活性化策を調査するため、平成15年12月に「東紀州地域経営創造会議」

を超党派で設置し、執行部と協働して調査・検討を行い、平成16年11月に東紀州地域活

性化に向けた中期的（３～５年）視点に立った具体的提言を行いました。なお、平成17年度

は、東紀州地域経営調査特別委員会を設置し、調査を行いました。 
 
③ 議長の私的諮問機関の設置 

ア 三重県議会公営企業事業の民営化検討委員会 

公共サービスの民間開放、規制緩和や地方分権など地方公営企業を取り巻く環境の

変化を踏まえ、企業庁及び病院事業庁が管理運営する事業の民営化の移行を検討する

ため、議長の私的諮問機関として設置しました。 
 

（ア）企業庁事業 

平成17年２月から11回に及ぶ検討委員会を開催し、平成18年３月に企業庁に係る報

告書を取りまとめ、「公営企業を取り巻く環境は急激に変化しており、県民主役の

県政を推進する観点からは、現行の企業庁組織をそのまま存続させることは適切で

はない。企業庁の在り方を白紙で見直し、一般的な民営化手法の検討プロセスを適

用し、県民主役の公営企業事業の改革案を取りまとめるべきと考える」という提言

を答申しました。 

これを受け、議会として３月に「企業庁事業の民営化に向けた提言」により、「県

民主役の公営企業事業の改革案を地方公営企業設置者である知事が取りまとめ県

民に提示すべき」ことなどについて、知事に提言を行いました。 
 

（イ）病院事業庁事業 

平成18年４月から11回に及ぶ検討委員会を開催し、平成19年２月に病院事業庁に係

る報告書を取りまとめ、「県民に等しく高質な医療サービスを提供するために、必

ずしも全てが県営である必要はなく、県自らが直接病院経営に関与する場面は減少

する方向であるものの、県が医療政策の中心的担い手として、地域医療全体の最適

化を進めるべき」という提言を答申しました。 
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これを受け、議長は、議会内に各会派から選出された議員で構成する「協議の場」

を設け、今後の対応を検討するよう要請しました。 

「協議の場」は、５回の協議を経て平成19年４月24日に取りまとめた意見を議長

に報告し、議長はこれを受けて同日、知事に対して「喫緊の課題である医師・看護

師の確保・育成・定着対策の実施」及び「県立４病院に係る全部適用の検討と経営

形態に関するシミュレーション」と「地域医療の在り方と県立病院の果たすべき役

割」の提出を求めるとともに、今後議会として取り組むべきこととして、「次期医

療計画並びに県立４病院の役割と経営形態に関する特別委員会の設置」、「『全議

員が参加する場』における特別委員会の調査検討状況の報告と意見交換の実施」及

び「知事への提言」の３つを行うよう議長声明を行いました。 

以上のことを受けて、平成19年５月から県立病院等調査特別委員会を設置して調

査検討が行われ、平成20年２月13日に同特別委員会から知事に提言を行いました。 
 
イ 三重県環境保全事業団経営健全化のための調査 

三重県環境保全事業団の巨額の債務超過の要因になっている「廃棄物処理センター」

の経営健全化について、議長から私的に専門委員に調査を委嘱し、その調査結果につ

いて、平成17年12月21日に最終報告を受けました。 

この報告を踏まえて、平成18年１月18日に、三重県行政が求められている関与の在

り方について、センター設置の経緯からも応分の財政負担をすることや、市町に対し

てコストに見合う料金負担への理解を求めるなど、議会の総意として、知事に提言を

行いました。 
 
④ 調査機関の設置 

三重県議会基本条例第13条第１項の規定に基づき学識経験者等による調査機関を議決

により設置し、県政の課題に関して調査を行い、政策立案や政策提言を行うこととして

います。 
 
ア 財政問題調査会 

平成 20 年９月 16 日に、「議会における財政の監視機能、提言機能の強化に向け、県

財政に関わる問題点とその対応方策について調査を行う」ことを目的として、学識経

験者５人以内による調査会を設置しました。 

同調査会は、議長の諮問に基づき、執行部から地方財政健全化法に基づく財政健全

化判断比率等についてヒアリングを行うとともに、委員間で審議を重ね、同年 10 月８

日に第一次答申をまとめました。また、新県立博物館整備計画に係る財政的な影響に

ついて、調査・審議を行い、同年 12 月２日に第二次答申をまとめました。 
  ＜第一次答申の概要＞ 

〇 県財政の健全化判断比率の算定・審査プロセスにおける、三重県独自の算定手順
書・審査手順書の作成 

〇 財政的援助団体の監査に係る、公社・第三セクターの監査手法・監査時期の見直し 
〇 財政健全化法に基づく財政分析結果に係る、三重県独自の健全化判断基準の設定 
〇 財政運営・監視等に係る、債務管理方針の策定、アカウンタビリティレポートの作成・ 

公表    など 
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  ＜第二次答申の概要＞ 

新県立博物館の整備に関して、県財政が今後一層厳しさを増すことにかんがみ、事業

実施の意思決定に当たって、さらに慎重な検討が必要な点や今後の課題が見受けられる。 
 

イ 議員報酬等に関する在り方調査会 

平成23年６月28日に、「議員活動及び議会活動を支える議員報酬及び政務調査費の 

あり方について調査を行う」ことを目的として５人の学識経験者等からなる調査会を

設置しました。 

その後、平成24年１月30日に議員報酬について中間報告が提出され、議員を公選職

と整理したうえで、議員報酬のあり方（適正額）が示されました。引き続き、政務調

査費に関する調査が行われ、平成24年６月28日に最終報告が提出されました。 

＜最終報告の概要＞ 

議員報酬については、議員を公選職と位置付け、同じ公選職の知事を比較対象とし

て、職務活動時間による比率（0.7）を乗じて報酬額を算定。 

政務調査費については、 

〇条例本則に定める政務調査費の交付額を約２割引き下げることを検討すべきで

ある。 

〇合議体としての議会機能を強化する観点から、政策の形成・調整・合意形成を行

う会派の活動を「政務」と意義付け、支給対象を会派とするよう条例改正を行っ

てはどうか。 

との提言のほか、県民への成果の説明、情報公開の拡充等、当面の改善策４項目。 
 
＜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の設置＞ 

「議員報酬等に関する在り方調査会」からの最終報告に対する県議会の意見をまと

めるため、平成24年９月に委員９人で構成する「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」を設置し、同年10月に議員報酬について、同年12月に政務調

査費について検討結果が報告されました。 
 

 ウ 選挙区及び定数に関する在り方調査会 

 三重県議会では、令和元年６月28日に、三重県議会基本条例第13条第１項に基づく

調査機関として、選挙区及び定数に関する在り方調査会を設置しました。 

 同調査会では、人口減少・地方創生時代における県議会の在り方や果たすべき役割

並びにそれらを踏まえた三重県議会の議員の定数及び選挙区の在り方について調査を

行っており、今後の最終報告に向けた議論をより充実したものとするため、令和２年

３月、これまで提示された意見や考え方を整理した「論点整理」として、中間報告が

示されました。その後、引き続き調査が行われ、令和２年10月20日に最終報告が提出

されました。 

＜最終報告の概要＞ 

〇総定数については、一般論として、人口の減少に沿って削減することを基本とす

ること。ただし、議会の費用を考慮することで総定数を調節していくことはあり

得る。 

〇選挙区の区割りについては、地域の特性を尊重した選挙区とすること。 

〇その他選挙区ごとの議員定数の考え方等について記述。 
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⑤ 検討会等の設置 

  三重県議会基本条例第14条第１項の規定に基づく検討会等を設置し、県政の課題に関

して議員間討議を交えながら調査を行い、政策立案や政策提言を行うこととしています。 
 
ア 道州制・地方財政制度調査検討会 

平成19年６月12日に、「道州制及び地方財政制度に関する調査・検討を行う」こと

を目的として、各会派から選出された委員19人をもって組織しました。 

検討会は、第１回目に道州制と地方財政制度の２つの分科会に分かれて、調査を進

めて、平成20年３月６日に報告をまとめ、３月27日に知事に要望を行いました。 
 
イ 政策討論会議 

平成19年６月29日に、「喫緊の政策課題について、県民の視点に立った独自の政策

立案や政策提言に関する調査を行うとともに、こうした機会を通じて委員会などにお

ける議員間討議が活発になるよう促す」ことを目的として、各会派から選出された委

員13人をもって組織しました。 
 
（ア） 新しい県立博物館整備のあり方 

知事は、平成19年４月の選挙公約として、「三重の歴史文化の拠点施設として

ふさわしい新博物館の整備の新しい基本構想と整備スケジュールの策定を進めま

す」としていましたが、その基本構想等の策定を有識者で構成する文化審議会に

諮問することが明らかになりました。 

議会は、議会としての意見を集約して構想策定に参加するべく、現県立博物館

や建設候補地の現地調査を含めて計７回の政策討論会議を開催したほか、委員各

自により県外の先進的な博物館も調査し、委員からの提案に基づいた議員間討議

を進め、「新県立博物館整備に係る基本的考え方」をまとめました。 

この「考え方」は、４つの「果たすべき役割」と８つの「担うべき機能」により

構成されており、議会の総意として、10月18日に正副議長から知事に提言しました。 
 
（イ） 福祉医療費助成制度の見直し 

執行部から提案された、「乳幼児」「障がい者」「一人親家庭」を対象とする福祉

医療費助成制度の見直しに関して、議会として、提案の是非を検討するため、平

成 19 年 12 月に政策討論会議を設置し、参考人招致や県内市町長に対するアンケ

ートを実施するなど、県民にとって望ましい助成制度の在り方について活発な議

論・検討を行いました。 

平成20年１月には、知事に申し入れを行い、知事は議会からの提言を踏まえ再

検討することとなりました。２月には、知事から見直し方針の説明があり、６月

には議会の提言を反映した補正予算を可決しました。 
 
（ウ） 財政の健全化 

   平成20年10月に財政問題調査会から提出された第一次答申の提案内容について、

調査検討を行うため、財政問題に関する政策討論会議を開催し、財政の健全化に

向けた意見をとりまとめ、平成21年４月30日に知事に提言しました。 
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（エ） 地方創生 

人口減少問題等が「待ったなし」の状況にある中で、三重県の地方創生に関す

る政策を広く県民の視点に立ったものにするため、平成27年6月に「地方創生に関

する政策討論会議」を設置し、町長や外部の有識者等からの意見聴取も行いつつ、

限られた時間の中で集中的に議論し、それらの成果を「地方創生に関する提言」

としてとりまとめ、平成27年9月4日に知事に提言しました。提言内容は、「三重

県まち・ひと・しごと創生総合戦略」と「三重県人口ビジョン」に反映されまし

た。また、提言の中で申し入れた「国への要望」に関しては、意見書としてとり

まとめ、可決しました。  

 

ウ 水力発電事業の民間譲渡に伴う宮川流域諸課題解決のためのプロジェクト会議 

  三重県企業庁が実施している水力発電事業の民間譲渡に伴う宮川流域諸課題解決

のため、平成19年12月に、「水力発電事業の民間譲渡に伴う宮川流域諸課題解決のた

めのプロジェクト会議（宮川プロジェクト会議）」を設置し、参考人招致を行うなど、

12回にわたって議論を重ね、宮川プロジェクト会議報告書を取りまとめ、議会の総意

として、平成20年10月20日に知事に提言しました。 

 

エ 大規模な災害等緊急事態への県議会の対応に関する検討会 

  本検討会は平成30年６月に設置され、10名の議員で大規模な災害等緊急事態発生時

における県議会の対応について検討を行いました。 

  検討に当たっては、先行する議会の取組や、東日本大震災で被災した宮城県の県議

会等の調査に加え、有識者への意見聴取などを行いました。 

  それらを踏まえ、緊急事態発生時における議会・議員の役割や災害時の組織の設置

など、基本的な考え方を定めた指針を策定するとともに、迅速な復旧・復興のための

議案審査の簡素化などについて、平成31年３月に検討結果報告を取りまとめました。 

 

オ 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 

この会議は、令和２年８月の代表者会議からの依頼を受け、「三重県議会新型コロナウ

イルス感染症対策方針」について検討を行い、Ｗｅｂ会議の導入など議会の機能維持の視

点を加えた新型コロナウイルス感染症に関する対応マニュアルを策定するため、議会改革

推進会議の下に、委員８名による「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」を設置しました。 

６回の議論を経て、10月に「三重県議会新型コロナウイルス感染症対応マニュアル」と、

参集リスクがある場合にも委員会の開催ができるようＷｅｂ会議等の導入に向けた三重

県議会委員会条例の改正素案を盛り込んだ検討結果報告をとりまとめました。 

 

カ スマート議会の在り方検討プロジェクト会議 

本会議は、令和３年３月19日の議会改革推進会議役員会において、議会のスマート

化について検討を行うため、設置されました。これまで８回会議が開催され、各議員

に貸与されたタブレット型端末機の使用基準を作成し、議員向けに操作説明会を実施
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したとともに、第５回以降のプロジェクト会議はＷｅｂ会議形式で開催し、貸与タブ

レット型端末機への資料送付（執行部説明会、全員協議会、代表者会議、議会運営委

員会）、議場における映写資料をタブレットで閲覧することができるようになりました。 

 

 (2) 独自の政策立案の推進 

① 政策提案から政策立案への転換 

以前には、本会議、委員会における議員の政策提案に対し、具体的な対応がとられないこと

もあり、この状況を受け、議員提出条例による政策立案に取り組むようになりました。また、議員

提出条例について検討会等を設置し、県民意識や社会情勢の変化等を勘案し、県民の視点に

立った検討を行っています。 

 

 

条     例 議決日 議案提出者 
（主な検討の場） 

①清潔で美しい三重をつくる条例（平成６年三重県条例第29
号）               （H13.３.27廃止) 

H６.３.24 
議員発議 

（環境対策特別委員会
小委員会） 

②三重県生活創造圏ビジョン推進条例（平成12年三重県条例
第61号）             （H19.12.26廃止) 

H12.３.21 
議員発議 
（検討会議） 

③三重県リサイクル製品利用推進条例（平成13年三重県条例
第46号） 

  一部改正（平成17年三重県条例第38号） 
  一部改正（平成21年三重県条例第38号） 

H13.３.22 
 

H17.３.23 
H21.３.23 

議員発議（会派） 

 

議員発議（検討会） 

議員発議（検討会） 

④三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年三重県条例第47号） 

  一部改正（平成22年三重県条例第20号） 

H13.３.22 
 

H22.３.23 

議員発議（検討会） 

 

議員発議（検討会） 

⑤議会の議決すべき事件以外の契約等の透明性を高めるた
めの条例（平成13年三重県条例第48号） 

H13.３.22 
議員発議 
（検討会） 

⑥県の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例（平
成14年三重県条例第41号） 

H14.３.20 
議員発議 
（検討会） 

⑦県が所管する公益法人及び公益信託に関する条例（平成14
年三重県条例第42号） 
 一部改正（平成20年三重県条例第27号） 
※1 現条例名：三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信託

に関する条例 

H14.３.20 
 

H20.３.19 
 

議員発議（検討会） 

 

委員会提出 
(総務生活常任委員会) 

⑧三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条
例（平成15年三重県条例第31号） 

  一部改正（平成21年三重県条例第56号） 
  一部改正（平成25年三重県条例第71号） 

H15.３.12 

  

H21.６.30 
H25.９.13 

議員発議（検討会） 

 
議員発議（検討会） 

委員会提出 
（議会運営委員会） 

⑨子どもを虐待から守る条例（平成16年三重県条例第39号） H16.３.19 
議員発議 
（検討会） 

※2 修正可決 

⑩三重県地域産業振興条例（平成17年三重県条例第82号） 
  一部改正（平成25年三重県条例第２号） 

H17.10.19 
H25.２.27 

議員発議（検討会） 

委員会提出（議員提出

条例検証特別委員会） 

＜政策に係る議員提出条例＞ 
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⑪三重の森林づくり条例（平成17年三重県条例第83号） 
  一部改正（令和３年三重県条例第26号） 

H17.10.19 
R３.３.23 

議員発議 
（検討会） 

※2 修正可決 
委員会提出 

（環境生活農林水産 
常任委員会） 

⑫三重県地域づくり推進条例（平成20年三重県条例第32号） H20.５.16 
委員会提出 

（地域活性化対策調査
特別委員会） 

⑬三重県食の安全・安心の確保に関する条例（平成20年三重県
条例第33号） 

  一部改正（平成26年三重県条例第74号） 

H20.６.17 
 

H26.３.19 

議員発議（検討会） 

 
議員発議（検討会） 

⑭みえ歯と口腔
くう

の健康づくり条例（平成24年三重県条例第１
号） 

H24.３.19 
議員発議 
（検討会） 

⑮三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす条例（平成25年三重県条例第70
号） 

H25.６.28 
議員発議 
（検討会） 

⑯三重県手話言語条例（平成28年三重県条例第50号） H28.６.30 
議員発議 
（検討会） 

⑰障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重
県づくり条例（平成30年三重県条例第69号） 

H30.６.29 
委員会提出 

（障がい者差別解消条例

策定調査特別委員会) 

⑱三重の木づかい条例（令和３年三重県条例第25号） R３.３.23 
議員発議 
（検討会） 

⑲差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例（令和
４年三重県条例第25号） 

R４.５.19 
委員会提出 

（差別解消を目指す条例

検討調査特別委員会) 
※1 県が所管する公益法人及び公益信託に関する条例等の一部を改正する条例（平成20年三重県条例

第27号）により題名改正。 
※2 審議の途中、議員発議により修正案が提出され､可決された。 

 

＜参考＞ 

上記の政策に係る議員提出条例のほか、議会の政策立案・政策提言などの向上、議会の機

能の強化など、議会に関する基本的事項を定めた三重県議会基本条例を議員提出により可

決しました。 

条     例 議決日 
議案提出者 

（主な検討の場） 

三重県議会基本条例（平成18年三重県条例第83号） 

 一部改正 (平成24年三重県条例第49号) 

 一部改正（平成30年三重県条例第62号） 

H18.12.20 

H24.６.27 

H30.６.11 

議員発議（検討会） 

議員発議（検討会） 

議員発議（議会改

革推進会議） 

三重県議会議員の政治倫理に関する条例（平成18年三重県条

例第84号） 
H18.12.20 

議員発議 
（政治倫理確立 
特別委員会） 

三重県議会議会改革諮問会議設置条例（平成21年三重県条

例第39号） (H23.４.29失効) 
H21.３.23 

議員発議 
（議会改革 
推進会議） 
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② 議員提出条例に関する検討 

平成18年12月の議会基本条例制定以降、委員会、検討会等で議員提出条例の検討を行

っています。 
 

 ア 地域活性化対策調査特別委員会 

  多様な主体による地域づくりに関し、条例の制定に向けた調査及び検討を行うため、

各会派から選出された委員11人をもって設置しました。委員会で協議を重ね、平成20

年５月、地域づくりに関して基本理念を定め、県の役割を明らかにする条例案を取り

まとめました。同条例案は、同月、本会議において全会一致により可決・成立しました。 
 
イ 食の安全・安心の確保に関する条例検討会 

   本県における食品に関する不適正表示等の問題の発生を契機として、食の安全・安

心の確保に関し、条例の制定に向けた調査・検討を行うため、平成19年12月に、各会

派からの委員11人をもって設置しました。検討会では、条例の制定に向けて議論を重

ね、平成20年６月、食の安全・安心の確保に関し、基本理念を定め、県及び食品関連

事業者の責務並びに県民の役割を明らかにするとともに、施策の策定に係る基本的な

方針等を定める条例案を取りまとめました。同条例案は、同月、本会議において賛成

多数によって可決、成立しました。 
 
ウ 議員提出条例に係る検証検討会 

平成 20 年６月、議員提出条例について、議決の意思どおりに運用されているか、県

民の意識や社会情勢等の変化を勘案し県民の視点に立って検証を行うため設置しまし

た。設置当時は各会派からの委員１１人、平成 21 年６月からは同 10 人によって構成し

ていました。 

＜検証検討を行った条例＞ 

○三重県リサイクル製品利用推進条例（平成 21 年３月に一部改正） 

○三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例（平成21年６月に一部改正） 

○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22年３月に一部改正） 

○子どもを虐待から守る条例（平成22年10月に子どもを虐待から守るための決議） 
 

エ 三重県歯と口腔の健康づくり推進条例検討会 

  歯と口腔の健康づくりに関し、条例の制定に向けた調査及び検討を行うため、平成

23年９月に、各会派から選出された委員９人をもって設置しました。検討会では計10

回の検討を行い、平成24年３月、歯と口腔の健康づくりに関して基本理念を定め、県

及び県民等の責務並びに市町等の役割を明らかにするとともに、県の施策の基本的な

事項等を定める条例案を取りまとめました。同条例案は、同月、本会議において全会

一致により可決・成立しました。 
 
オ 議会基本条例に関する検証検討プロジェクト会議 

議会基本条例の検証検討を行うため、平成23年６月に議会改革推進会議の下に、各 

会派から選出された委員９人をもって設置しました。 



- 63 - 
 

当会議では、計14回にわたる議論を重ね、条例改正案を平成24年６月に取りまとめ、

条例案は、同月、本会議において全会一致により可決・成立しました。 
 
カ 議員提出条例検証特別委員会 

議員提出条例について検証を行うため、平成24年５月に、各会派から選出された委

員９人をもって設置しました。計23本の議員提出条例について、条例の目的は達成さ

れているか、制定後の社会情勢の変化に合っているかなどの観点で、条例を見直す必

要があるかを検証しました。 

その結果、三重県地域産業振興条例について詳細な検証を行うことになり、参考人

招致や各種関係団体に対する聴き取り調査を行うなど検証を重ね、条例改正案を平成

25年２月に取りまとめ、条例案は、同月、本会議において全会一致により可決・成立

しました。 

また、併せて議員提出条例の形式的な文言の見直しを行いました。 
 

キ 三重県飲酒運転防止に関する条例検討会 

飲酒運転の防止に関し、条例の制定に向けた調査及び検討を行うため、平成24年10

月に各会派から選出された委員９人をもって設置しました。検討会では計14回の検討を

行い、平成25年６月、法による厳罰化とは違う観点からの対応が必要との認識から「規

範意識の定着」と「再発防止」を二大柱とし、飲酒運転違反者に対しアルコール依存症

に関する受診義務を課すこと等を定める「三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす条例案」を取りま

とめました。同条例案は、同月、本会議において全会一致により可決・成立しました。 
 
ク 三重県食の安全・安心の確保に関する条例検証検討会 

米穀の産地偽装や食材の不適切表示の問題を契機に、三重県食の安全・安心の確保

に関する条例の調査及び検討を行うため、平成25年11月に各会派から選出された委員

７人をもって設置しました。検討会では計６回の検討を行い、平成26年２月、食品関

連事業者の責務に「法令遵守意識の向上」、「法令知識の習得」、「事業活動の適正

の確保」を盛り込み、また、事業者団体の役割を新設することなどを内容とする条例

の一部改正案を取りまとめました。同条例案は、同年３月、本会議において全会一致

により可決・成立しました。 
 
ケ 三重県手話言語に関する条例検討会 

三重県における手話の普及のための施策の推進に関し、条例の制定に向けた調査及

び検討を行うため、平成27年10月に全ての会派から選出された委員13人をもって設置

しました。検討会では計12回の検討を行い、平成28年６月、手話に関する施策の基本

となる事項を定め、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを内容とす

る条例案を取りまとめました。同条例案は、同月、本会議において全会一致により可

決・成立しました。 
 

 コ 障がい者差別解消条例策定調査特別委員会 

 障がい者差別解消条例の策定に向け、調査・検討を行うため、平成29年５月に各会

派から選出された委員13人をもって設置しました。委員会では、計24回の検討を行い、
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平成30年６月、全ての県民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に

人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けた施策を総合的かつ計画的

に推進することを内容とする条例案を取りまとめました。同条例案は、同月、本会議

において全会一致により可決・成立しました。 
 

 サ 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 

代表者会議の依頼を受け、議会改革度の向上及び議会基本条例の改正に関し検討を

行うため、平成 29 年９月に議会改革推進会議の下に、各会派から選出された委員 10

人をもって設置しました。 

同会議では、「大規模な災害その他の緊急事態への対応」に関する基本的な規定を

議会基本条例に盛り込むこと、また、議会改革度の向上も視野に入れ、現行の議会基

本条例の活用等を検討していくこととした検討結果報告を取りまとめました。検討結

果報告を代表者会議に報告したところ、引き続き議会基本条例の改正作業を同会議で

行うこととなり、平成30年５月、「大規模な災害その他の緊急事態への対応」に関す

る規定を新設することを内容とする条例の一部改正案を取りまとめました。同条例案

は、同年６月、本会議において全会一致により可決・成立しました。 
 
シ 三重県産材利用促進に関する条例検討会 

三重県産材の利用の促進に関し、条例の制定に向けた調査及び検討を行うことを目

的として、令和２年１月に委員11人をもって設置しました。検討会では計20回の検討

を行い、令和３年２月、木材利用の推進に関し、基本理念を定め、及び県の責務等を

明らかにするとともに、木材利用の推進に関する施策の基本的な事項を定める条例案

を取りまとめました。同条例案は、同年３月、本会議において全会一致により可決・

成立しました。 
 
ス 差別解消を目指す条例検討調査特別委員会 

様々な差別の解消に向け、既存の条例との整合を図りながら、新たな条例制定も視

野に入れ、調査検討を行うため、令和２年５月に各会派から選出された委員11人をも

って設置しました。委員会では、計41回の検討を行い、令和４年４月、不当な差別そ

の他の人権問題の解消をはじめとする人権尊重に関し、基本理念を定め、及び県の責

務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定める条例案を取りまと

めました。同条例案は、同年５月、本会議において全会一致により可決・成立しまし

た。 

 

セ 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 

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等に

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・

検討を行うため、令和３年５月に各会派から選出された委員11人をもって設置しまし

た。委員会では、参考人招致などの調査を重ねており、それらを踏まえて条例案の策

定について検討を進めています。 
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ソ 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月の代表者会議からの依頼を受け、三重県議会議員の政治倫理に関する

検討を行うため、議会改革推進会議の下に、全ての会派から選出された委員10人をも

って設置しました。 

計７回の検討を行い、議員の行為規範となる政治倫理基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検討結果をとりまとめ、令和４年３月の代表者会議に報

告しました。 

代表者会議からは、引き続き、現行の政治倫理に関する条例の改正や、条例の逐条

解説の作成を依頼されています。 
 

③ 議員提出条例に係る申合せ事項 

平成19年11月、代表者会議において、①委員会、②三重県議会基本条例第14条に規定す

る検討会等、③三重県議会基本条例第22条に規定する議会改革推進会議に設置される条例

案検討組織において、議員提出条例案の提出について検討を行う場合に関し、意見聴取、

条例案の提出、議会事務局の処理事項等について申合せを取り決めました。 
＜申し合わせ事項（抜粋）＞ 
一 意見聴取、現地調査等 
１ 委員会                ２ 検討会及び検討組織 
①委員派遣による現地調査         ①議員派遣による現地調査 
②執行機関からの意見聴取         ②執行機関からの意見聴取 
③参考人招致               ③県民、有識者等からの意見聴取 
④公聴会の開催              ④パブリックコメント 
⑤パブリックコメント 

二 執行機関からの意見聴取 
三 提出 
四 条例案の説明 
五 委員会付託 
六 議会事務局の処理事項 

 
④ 三重県議会トップセミナーの開催 

議員の政策形成能力の向上を図り、県議会での政策議論の充実・深化につな
げていくため、日本の地域社会が抱える様々な課題や三重県政の重要事項など
をテーマとして、全議員を対象にしたトップセミナーを計８回開催しました。 

 
第１回セミナー（平成23年７月15日） 

テーマ「観光まちづくりの現状とこれからの方向性 ～日本人の国内旅行とインバ
ウンドの視点から～」 

講師：太田 孝 氏（東海大学観光学部教授、前近畿日本ツーリスト㈱社長）  
第２回セミナー（平成23年10月26日） 

第１部 テーマ「今後のエネルギー政策の在り方と再生可能エネルギー計画について」 
講師：坂内 正明 氏（三重大学大学院地域イノベーション学研究科教授） 

第２部 テーマ「再生可能エネルギー導入の課題と対応」 
講師：宮池 克人 氏（中部電力（株））  

第３回セミナー（平成23年12月16日） 
テーマ「議員による条例づくりのススメ ～最近の議員立法（東日本大震災復興基

本法）の立法過程の紹介を通じて～」 
講師：橘 幸信 氏（衆議院法制局法制企画調整部長）  
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第４回セミナー（平成24年１月25日） 
テーマ「今後の我が国の成長戦略について」 

講師：大田 弘子 氏（政策研究大学院大学教授、元内閣府特命大臣（経済
財政政策担当））  

第５回セミナー（平成24年７月13日） 
テーマ「三重県におけるスポーツ振興策」 

講師：杉田 正明 氏（三重大学教育学部教授）  
第６回セミナー（平成24年11月６日） 

テーマ「グローバル化時代の企業経営と地域振興～判断力を磨き、「応変力」を高
める～」 
講師：西田 厚聰 氏（㈱東芝会長）  

第７回セミナー（平成25年１月17日） 
テーマ「式年遷宮を契機とした地域の活性化」 

講師：岡田 登 氏（皇學館大学文学部教授）  
第８回セミナー（平成25年２月28日） 

テーマ「政権交代後の地方制度改革・地域政策の行方」 
講師：青山 彰久 氏（読売新聞東京本社編集委員） 

 
⑤ 三重県議会政策セミナーの開催 

県議会が、より現場の感覚で、より県民の視点に立った政策議論をさらに深
化・発展させていくため、地域社会が抱える様々な課題や県政の重要事項など
をはじめ、地域に根ざした各種団体等の活動なども視野に入れ、時宜に応じた
テーマに係る専門家や活動団体の代表者などを招いた政策セミナーを、年４回
程度、全議員を対象として開催しました。 

第１回セミナー（平成25年６月28日） 
テーマ「感動を呼ぶ番組づくり～フィルムコミッションと観光振興～」 

講師：吉村 芳之 氏（映画監督、演出家、元㈱NHKエンタープライズ制作
本部エグゼクティブ・ディレクター）  

第２回セミナー（平成25年11月６日） 
テーマ「ふりかえれば３０年－天満浦百人会のまちづくり－」 

講師：松井まつみ 氏（ＮＰＯ法人天満浦百人会 副理事長）  
第３回セミナー（平成26年１月17日） 

テーマ「再生可能エネルギーを活用した地域活性化～三重県での導入と効果～」 
講師：倉阪 秀史 氏（千葉大学大学院教授）  

第４回セミナー（平成26年３月17日） 
テーマ「向こう三軒両隣 皆で助け合うために」 

講師：南部美智代 氏(NPO法人災害ボランティアネットワーク鈴鹿理事長) 
 
⑥三重県議会「議員勉強会」の開催 

県政を取り巻く諸課題を解決していくためには、議員間における共通認識の
醸成と更なる理解の向上に努めていくことが重要であることから、これらの諸
課題の中から、特に知識の取得と議員間の知識の共有化を図る必要があるテー
マを選定し、全議員を対象として開催しました。 
 
【平成２６年度】 

第１回勉強会（平成26年10月17日） 
テーマ「地方公会計改革と議会の役割」 

講師：石原俊彦氏（関西学院大学専門職大学院教授） 
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第２回勉強会（平成26年12月17日） 

テーマ「人口減少社会における地方創生～子育て支援の取組から～」 
講師：中橋恵美子氏（ＮＰＯ法人わははネット理事長） 

【平成２７年度】 
第１回勉強会（平成27年７月13日） 

テーマ「人口減少社会の移住・定住促進 
～地域における魅力ある生き方『半農半Ｘ』～」 

講師：塩見直紀氏（半農半Ｘ研究所代表）  
第２回勉強会（平成27年12月17日） 

テーマ「多様化する広報媒体と、その特徴を活かした効果的な広報」 
講師：北村啓司氏（株式会社ＣＡＰ プロデューサー）  

第３回勉強会（平成28年１月18日） 
テーマ「地方創生と三重大学の役割」 

講師：駒田美弘氏（三重大学学長） 
 
【平成２８年度】 

第１回勉強会（平成28年９月21日） 
テーマ「子どもの貧困対策について」 

講師：道中隆氏（関西国際大学教授）  
第２回勉強会（平成28年11月25日） 

テーマ「手話の普及をめぐる現状と課題」 
講師：金澤貴之氏（群馬大学教授） 

 
第３回勉強会（平成29年３月16日） 

テーマ「女性の職業生活における活躍推進について」 
講師：権丈英子氏（亜細亜大学副学長・教授） 

 
【平成２９年度】 
第１回勉強会（平成29年10月17日） 
テーマ「働き方改革、そこが間違ってます！」 

講師：白河桃子氏（相模女子大学客員教授、少子化ジャーナリスト、作家）  
第２回勉強会（平成30年１月18日） 
テーマ「若者と政治」 

講師：原田謙介氏（NPO法人YouthCreate 代表理事）  
第３回勉強会（平成30年３月５日） 
テーマ「地域が育てたスポーツクラブ アルビレックス新潟」 

講師：田村貢氏（一般社団法人日本女子サッカーリーグ 専務理事） 
 

【平成３０年度】 
第１回勉強会（平成30年10月15日） 
テーマ「これからの議会改革に問われるもの」 

講師：廣瀬克哉氏（法政大学副学長）  
第２回勉強会（平成30年12月20日） 
テーマ「災害時における議会・議員の役割と取組」 

講師：鍵屋一氏（跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部 
 コミュニティデザイン学科 教授） 
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【令和元年度】 
第１回勉強会（令和元年６月26日） 
テーマ「ＳＤＧsへの自治体の関わり方」 

講師：髙木超氏（慶応義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授）  
第２回勉強会（令和元年７月12日） 
テーマ「『Society5.0』と自治体について」 

講師：山本和男氏（内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付
上席政策調査員（社会システム基盤担当）・工学博士） 

 
【令和２年度】 
第１回勉強会（令和２年７月13日） 
テーマ「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」 

講師：菅原直敏氏（一般社団法人Publitech代表理事、福島県盤梯町ＣＤＯ 
（最高デジタル責任者））  

第２回勉強会（令和３年３月23日） 
テーマ「ウィズコロナ期における地方議会の在り方」 

講師：河村和徳氏（東北大学大学院情報科学研究科准教授） 
 
【令和３年度】 
第１回勉強会（令和３年11月22日） 
テーマ「ＳＮＳと人権侵害」 

講師：中村尚生氏（公益財団法人反差別・人権研究所みえ調査・研究員） 
   安田賢行氏（公益財団法人反差別・人権研究所みえ研究員） 
 

第２回勉強会（令和４年３月10日） 
テーマ「五島スマートアイランド構想におけるI o Tと脱炭素政策について」 

講師：菊森淳文氏（公益財団法人ながさき地域政策研究所理事長） 
   濵崎竜之介氏（公益財団法人ながさき地域政策研究所 
           専任研究員兼新産業創造ユニットリーダー） 

 


