
令和元年度から令和４年度までの取組成果

取組内容 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度(上半期)

①広聴広報会議の開催

　開かれた議会運営を実現

する上で重要となる広聴広
報のより効果的な取組につ
いて協議・調整するため、
広聴広報会議を月１回程度
開催します。

①広聴広報会議の開催

「議会広聴広報計画」の策定、
「みえ県議会だより」「みえ県
議会新聞」の編集、「みえ現場
de県議会」「みえ県議会出前講
座」の実施、「みえ高校生県議
会」の開催、「傍聴者アンケー
ト」への対応などについて協議
しました。
　令和元年度開催実績：12回

①広聴広報会議の開催

「議会広聴広報計画」の策定、「みえ県
議会だより」「みえ県議会新聞」の編
集、「みえ高校生県議会」「みえ現場de
県議会」「みえ県議会出前講座」の実
施、「傍聴者アンケート」への対応など
について協議しました。
　令和２年度開催実績：15回

①広聴広報会議の開催

「議会広聴広報計画」の策定、

「みえ県議会だより」「みえ県
議会新聞」の編集、「みえ高校
生県議会」「みえ現場de県議
会」「みえ県議会出前講座」の
実施、「傍聴者アンケート」へ
の対応などについて協議しまし
た。
　令和３年度開催実績：12回

①広聴広報会議の開催

「みえ県議会だより」「みえ県
議会新聞」の編集、「みえ高校
生県議会」「みえ現場de県議
会」「みえ県議会出前講座」の
実施、「傍聴者アンケート」へ
の対応などについて協議しまし
た。
 令和４年度(上半期)開催実績：
５回

②議会広聴広報計画の策定

　効率的かつ効果的な広聴

広報活動を実施するため、
１年間の活動計画である議
会広聴広報計画を
広聴広報会議で策定し、進
捗管理を行います。

②議会広聴広報計画の策定

令和元年度議会広聴広報計画に

基づき、それぞれの取組がより

効率的かつ効果的なものとなる

よう検討を重ねながら、広聴広

報活動を実施しました。

　令和２年度議会広聴広報計画

は、令和２年１月２９日の広聴

広報会議で決定しました。

②議会広聴広報計画の策定

令和２年度議会広聴広報計画に基づき、

それぞれの取組がより効率的かつ効果的

なものとなるよう検討を重ねながら、広

聴広報活動を実施しました。

　令和３年度議会広聴広報計画は、令和

３年１月２２日の広聴広報会議で決定し

ました。

②議会広聴広報計画の策定

　令和３年度議会広聴広報計画

に基づき、それぞれの取組がよ

り効率的かつ効果的なものとな

るよう検討を重ねながら、広聴

広報活動を実施しました。

　令和４年度議会広聴広報計画

は、令和４年１月１８日の広聴

広報会議で決定しました。

②議会広聴広報計画の策定

　令和３年度議会広聴広報計画

に基づき、それぞれの取組がよ

り効率的かつ効果的なものとな

るよう検討を重ねながら、広聴

広報活動を実施しています。

　令和５年度議会広聴広報計画

は、令和５年１月の広聴広報会

議で決定する予定です。

１．開かれた議会運営の実現
　議会活動を県民に対して説明する責務を有することに鑑み、積極的に情報の公開を図るとともに、県民が参画しやすい開かれた議会
運営を行うこと。（以下、①から⑩までの取組）



取組内容 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度(上半期)

③会議の公開

開かれた議会運営に資する
ため、次の会議等を原則と
して公開します。
・本会議
・常任委員会
・特別委員会
・議会運営委員会
・代表者会議
・全員協議会
・議案聴取会
・委員長会議
・広聴広報会議
・各派世話人会
・災害対策会議
・議会改革推進会議

③会議の公開

開かれた議会運営に資するた

め、次の会議等を公開しまし

た。

・本会議・常任委員会・特別委

員会・議会運営委員会

・代表者会議・全員協議会・議

案聴取会・委員長会議

・広聴広報会議・各派世話人

会・災害対策会議

・議会改革推進会議

③会議の公開

開かれた議会運営に資するため、次の会議等

を公開しました。

・本会議 ・常任委員会 ・特別委員会 ・議会

運営委員会 ・代表者会議

・全員協議会 ・議案聴取会 ・委員長会議 ・

広聴広報会議 ・各派世話人会

・災害対策会議 ・議会改革推進会議 ・三重

県産材利用促進に関する条例検討会

・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

・スマート議会の在り方検討プロジェクト会

議

③会議の公開

開かれた議会運営に資するため、次の

会議等を公開しました。

・本会議 ・常任委員会 ・特別委員会

・議会運営委員会 ・代表者会議

・全員協議会 ・議案聴取会 ・委員長

会議 ・広聴広報会議

・議会改革推進会議 ・差別解消を目指

す条例検討調査特別委員会

・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

・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

・スマート議会の在り方検討プロジェ

クト会議

③会議の公開

開かれた議会運営に資するため、次の

会議等を公開しました。

・本会議 ・常任委員会 ・特別委員会

・議会運営委員会 ・代表者会議

・全員協議会 ・議案聴取会 ・委員長

会議 ・広聴広報会議

・議会改革推進会議 ・差別解消を目指

す条例検討調査特別委員会

・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

・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

・スマート議会の在り方検討プロジェ

クト会議

※新型コロナウイルス感染症対策に関

する審議のため、令和元年度から令和4

年度（上半期）まで公開のうえ対応緊

急会議を11回開催



取組内容 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度(上半期)

④各種媒体による広報

　議会活動の情報を広く県

民に提供するため、次の各
種媒体を利用した情報発信
を行います。
・みえ県議会だより（年７
回）
・三重県議会新聞（年２
回）
・三重県議会ホームページ
・三重県議会Facebookペー
ジ
・テレビ広報

④各種媒体による広報

議会活動の情報を広く県民に提供する

ため、次の各種媒体を利用した情報発

信を行いました。

・みえ県議会だより〔年７回発行、新

聞折込及び施設配架〕

・三重県議会新聞〔発行：令和元年８

月（No.1）、令和２年３月（No.2）〕

・三重県議会ホームページ〔トップ

ページの令和元年度アクセス数：約５

万件〕

・三重県議会Facebookページ〔ページ

へのいいね数：1,639（R2.4.15現

在）〕

・テレビ広報〔代表・一般質問・予算

決算常任委員会総括質疑の生中継、議

会

ハイライト（５、１２、３月）など〕

④各種媒体による広報

議会活動の情報を広く県民に提供するため、

次の各種媒体を利用した情報発信を行いまし

た。

・みえ県議会だより〔年７回発行、新聞折込

及び施設配架〕

・三重県議会新聞〔発行：令和２年８月

（No.１）、令和３年３月（No.２）〕

・三重県議会ホームページ〔トップページの

令和２年度アクセス数：約６万件〕

・三重県議会Facebookページ〔投稿数：197

件〕

・テレビ広報〔代表・一般質問・予算決算常

任委員会総括質疑の生中継、

議会ハイライト（５月30日、１月13日･14日･

16日、３月28日）など〕

④各種媒体による広報

議会活動の情報を広く県民に提供する

ため、次の各種媒体を利用した情報発

信を行いました。

・みえ県議会だより〔年７回発行、新

聞折込及び施設配架〕

・三重県議会新聞〔発行：令和３年８

月（No.１）、令和４年３月（No.

２）〕

・三重県議会ホームページ〔トップ

ページの令和３年度アクセス数：約57

千件〕

・三重県議会Facebookページ〔投稿

数：230件〕

・テレビ広報〔代表質問・一般質問・

予算決算常任委員会総括質疑の生中

継、

議会ハイライト（５月29日、１月12

日･13日･15日、３月27日）〕

④各種媒体による広報

議会活動の情報を広く県民に提

供するため、次の各種媒体を利

用した情報発信を行いました。

・みえ県議会だより〔上半期）

（４回発行、新聞折込及び施設

配架〕

⑤議長定例記者会見の実施

　議会に係る情報発信を行

うため、議長定例記者会見
を月１回実施し、インター
ネットによる生中継・録画
配信を行うとともに会議録
を公表します。

⑤議長定例記者会見の実施

　2019年の三重県議会の活動１

０大ニュースや議員勉強会開

催、三重県議会インターンシッ

プの実施などについて発表しま

した。

令和元年度開催実績：１１回

（就任記者会見を除く）

⑤議長定例記者会見の実施

　2020年「あなたが選ぶ！三重県議会の

活動ベスト１０」や議員勉強会開催など

について発表しました。

令和２年度開催実績：１２回（就任記者

会見を除く）

⑤議長定例記者会見の実施

　2021年「あなたが選ぶ！三重

県議会の活動ベスト１０」や議

員勉強会開催などについて発表

しました。

令和３年度開催実績：１２回

（就任記者会見を除く）

⑤議長定例記者会見の実施

　2021年「あなたが選ぶ！三重

県議会の活動ベスト１０」や議

員勉強会開催などについて発表

しました。

令和４年度９月までの開催実

績：６回（就任記者会見を除

く）



取組内容 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度(上半期)

⑥みえ県議会出前講座の実

施

　地方自治に対する親近感

の醸成と将来の住民自治を
担う県民としての意識の涵
養に寄与することを目的と
して、学校からの申込みを
受け、児童、生徒、学生に
対して、広聴広報会議委員
が三重県議会の仕組み等を
学校に出向いて説明し、質
疑応答を行う「みえ県議会
出前講座」を実施します。

⑥みえ県議会出前講座の実施

学校からの申し込みを受けて、令和元

年度は、７校４９１人の児童生徒に対

して実施しました。実施後のアンケー

トでは、「とてもよかった・よかっ

た」が８６％と肯定的な結果でした。

・令和元年７月２４日（水）鳥羽商船

高等専門学校

・11月5日（火）三重県立紀南高等学

校

・11月20日（水）鈴鹿中等教育学校

・令和2年1月22日（水）いなべ市立石

榑小学校

・1月30日（木）桑名市立七和小学校

・2月3日（月）松阪市立揥水小学校

・2月5日（水）熊野市立木本小学校

⑥みえ県議会出前講座の実施

令和２年度は、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため、８月末まで「みえ県議

会出前講座」を休止しました。

その後、新型コロナウイルス感染拡大の

状況を踏まえ、また、学校現場の負担等

に配慮し、９月からは積極的には募集は

行わないものの、学校から依頼があれば

適切に対応するということとしました。

結果、実施依頼は無かったため、令和２

年度は未実施となりました。

⑥みえ県議会出前講座の実施

学校からの申し込みを受けて、

令和３年度は、１校２３人の生

徒に対して実施しました。実施

後のアンケートでは、「とても

よかった・よかった」が８７％

と肯定的な結果でした。

・令和３年10月18日志摩市立浜

島中学校

⑥みえ県議会出前講座の実施

学校からの申し込みを受けて、

２校４５人の児童生徒に対して

実施しました。実施後のアン

ケート結果は集計中です。

・令和4年9月6日（火）いなべ市

立治田小学校

・令和4年9月7日（水）三重県立

南伊勢高等学校南勢校舎



取組内容 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度(上半期)

⑦みえ現場de県議会

　多様な県民の意見を取り

入れる広聴機能を強化し、
議会での議論に生かしてい
くため、県政の重要課題等
をテーマに設定して、関係
団体や県民に広く参加を呼
び掛ける「みえ現場de県議
会」を開催します。
開催後、広聴広報会議から
テーマに関連する委員会等
に、県民等からいただいた
意見の情報提供を行い、委
員会等における調査・審査
に活用します。

⑦みえ現場de県議会

令和元年度は２回開催し、議会での議

論等の参考としました。

第２回「みえ現場de県議会」では、三

重県議会初の試みとして、テーマ等を

公募し決定しました。

●第１回　日　時：令和元年１１月７

日〔場所：尾鷲市早田町〕

　テーマ：「水産業の振興」

　参加者：早田漁師塾の関係者の方５

人、一般公募の方３人、

県議会議員８人、　　計１６人

●第２回　日　時：平成２年２月１４

日〔場所：三重大学（津市）〕

テーマ：「若者の県内定着の促進」

参加者：若者の県内定着の促進に取り

組む関係者の方５人、一般公募の方５

人、県議会議員９人、　計１９人

⑦みえ現場de県議会

令和３年１月26日の開催に向け準備を進

めていましたが、新型コロナウイルスの

感染が拡大し、県内に緊急警戒宣言が発

出されたため、令和３年１月15日、広聴

広報会議を急きょ開催し、中止を決定し

ました。

【中止】 開催日：令和３年１月26日

（火）　〔場所：四日市市〕

テーマ：「新型コロナウイルスが及ぼす

県内経済への影響について」

参加者：関係者（県民）6人、

県議会議員　 19人、　計25人（予定）

⑦みえ現場de県議会

令和３年度は１回開催し、議会

での議論等の参考としました。

なお、新型コロナウイルス感染

拡大の状況を踏まえ、傍聴の

方々にはオンラインでご視聴い

ただきました。

 開催日：令和４年２月７日

（月）　〔場所：桑名市〕

テーマ：「コロナ禍からの復興

に向けて」

参加者：関係者　６人（うちオ

ンライン参加２人）

県議会議員　 13人、　計19人

⑦みえ現場de県議会

大台町での開催に向けて準備を

進めている。

開催日：令和４年11月17日

（木）

テーマ：「人口減少対策～移住

による地域おこし～」

⑧みえ高校生県議会

　高校生の議会に対する関

心を高めるとともに、高校
生の意見を議会での議論に
反映していくため、「みえ
高校生県議会」を開催しま
す。
開催後、広聴広報会議から
高校生からの質問事項に関
連する委員会等に、高校生
の意見の情報提供を行い、
委員会等における調査・審

査に活用します。

⑧みえ高校生県議会

令和２年８月１７日の開催に向

けて開催要領を作成し、令和２

年３月４日から参加校の募集を

開始しました。

しかし、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止のため、令

和２年４月１７日開催の広聴広

報会議で中止を決定しました。

⑧みえ高校生県議会

令和２年８月１７日の開催に向け、参加

者募集等準備を進めていましたが、新型

コロナウイルスの感染が拡大し、県内に

緊急事態宣言が発出されたことから、令

和２年４月１７日、広聴広報会議を急

きょ開催し、中止を決定しました。

【中止】 開催日：令和２年８月17日

（月）

参加者：１校あたり３人程度とし、合計

16校まで

⑧みえ高校生県議会

令和４年５月９日開催の広聴広

報会議で８校の参加を決定しま

した。

【予定】 開催日：令和４年８月

22日（月）

参加校：８校（１校あたり２～

４人）

⑧みえ高校生県議会

令和４年８月22日に開催し、高

校生との議論を今後の県議会で

の議論に活かしていきます。

・参加校：８校26人（暁高校、

名張高校、桑名高校、四日市南

高校、飯南高校、紀南高校、四

日市高校、聾学校）

・参加議員：15人（広聴広報会

議委員、議長、常任委員長）



取組内容 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度(上半期)

⑨参考人制度等の活用(1/2

頁)

　県政の重要な案件又は県

民の利害に関わる重要な案
件の調査・審査に当たって
は、専門的知識を有する者
のほか利害関係者や県民の
意見を反映させるため、必
要に応じて参考人の招致や
公聴会の開催を行います。

⑨参考人制度等の活用

以下のとおり常任委員会、特別委員

会において参考人の招致を行いまし

た。

○医療保健子ども福祉病院常任委員

会

児童虐待の防止と社会的養育の推進

に向けた現状と今後の課題について

（令和元年９月２４日）

＜参考人＞前三重県児童相談セン

ター　所長  国立研究開発法人　産

業技術総合研究所　客員研究員　鈴

木聡 氏

○予算決算常任委員会

住民参加型予算の現状と課題につい

て

（次ページへ続く）

⑨参考人制度等の活用

以下のとおり常任委員会、特別委員会において参考人の招致を行

いました。

○戦略企画雇用経済常任委員会

・新しい産業としての「ｅスポーツ」について

【令和３年１月15日】

≪参考人≫ 株式会社ネクスト・ワン 代表取締役社長 髙田雅之 氏

・コロナ禍における観光事情や旅館業の現状等について

【令和３年３月11日】

≪参考人≫ 株式会社戸田家 代表取締役社長 寺田順三郎 氏

○医療保健子ども福祉病院常任委員会

・みえ歯と口腔の健康づくり条例の施行後から現在までの歯科保

健の現状について

【令和２年９月10日】

≪参考人≫ 公益財団法人三重県歯科医師会　副会長 羽根司人 氏

【令和２年９月24日】

≪参考人≫ 障がい者総合相談支援センターそういん センター長

中村弘樹 氏

○防災県土整備企業常任委員会

・流域治水について

【令和２年12月21日】

≪参考人≫ 国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所

所長 秋葉雅章 氏

○予算決算常任委員会

・新型コロナウイルス感染症による財政への影響と地方自治体の

課題について

（次ページへ続く）

⑨参考人制度等の活用

　以下のとおり特別委員会において

参考人の招致を行いました。

○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

・花や木に関する生産から生活環境

の美化、まちづくり等における活用

について

【令和３年７月７日】

≪参考人≫ 一般社団法人ＪＦＴＤ

花キューピット５８三重支部　支部

幹事　奥田誠　氏、公益社団法人日

本フラワーデザイナー協会三重県支

部  支部長　瀬尾日南子　氏、三重

県インドアグリーン協会     会長

柳川信裕　氏

株式会社伊勢生花地方卸売市場  代

表取締役　種田加寿宏　氏

・花き市場の状況について

〔次ページへ続く〕

 



取組内容 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度(上半期)

⑨参考人制度等の活用(2/2

頁)

　県政の重要な案件又は県

民の利害に関わる重要な案
件の調査・審査に当たって
は、専門的知識を有する者
のほか利害関係者や県民の
意見を反映させるため、必
要に応じて参考人の招致や
公聴会の開催を行います。

（令和２年２月１８日）

＜参考人＞明治大学　公共政策大学

院 ガバナンス研究科 教授　兼村髙

文 氏

○外国人支援調査特別委員会

　外国人労働者に係る支援について

（令和元年６月２５日）

＜参考人＞公益財団法人三重県国際

交流財団（ＭＩＥＦ） 常務理事兼

事務局長 北村 文明 氏ほか４名

（令和元年８月２日）

＜参考人＞名古屋出入国在留管理局

局長  藤原 浩昭 氏ほか２名

（令和元年１０月１５日）

＜参考人＞特定非営利活動法人 愛

伝舎 理事長 坂本 久海子 氏  三重県

行政書士  会長 若林 三知 氏ほか３

名

【令和２年11月13日】

≪参考人≫ 明治大学 公共政策大学院 ガバナンス研究科 教授 田中

秀明 氏

○差別解消を目指す条例検討調査特別委員会

・近年問題となっている様々な差別の実態等について

【令和２年７月13日】

≪参考人≫ 公益財団法人反差別・人権研究所みえ

常務理事兼事務局長 松村元樹 氏

【令和２年７月31日】

≪参考人≫ 武蔵野大学名誉教授

株式会社情報文化総合研究所代表取締役 佐藤佳弘 氏

【令和２年８月24日】

≪参考人≫ 部落解放同盟三重県連合会執行委員長 松岡克己氏

津市反差別青少年友の会 原田朋記 氏

高校生青年友の会・レベラーズ 苗村祥代 氏

【令和２年９月16日】

≪参考人≫ 三重大学名誉教授

三重県男女共同参画審議会会長 小川眞里子 氏

【令和２年10月５日】

≪参考人≫ 三重短期大学法経科教授 楠本 孝 氏

【令和２年10月14日】

≪参考人≫ 芙桜会（芙蓉桜華性的マイノリティ連合会）会長 近

藤 聡 氏

【令和２年10月23日】

≪参考人≫ おやこひろば桜梅桃李代表 心理カウンセラー 柳谷和

美 氏

【令和３年12月７日】

≪参考人≫千葉大学環境健康

フィールド科学センター自然セ

ラピー研究　特任研究員　グラ

ンドフェロー　宮崎良文　氏



取組内容 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度(上半期)

⑩請願への対応

　受理した請願について

は、主として所管の委員会
において、誠実かつ慎重に
審査を行います。また、採
択した請願については、必
要に応じて、知事等に対し
その処理の経過及び結果の
報告を求めるほか、国等に
対し意見書を提出するな
ど、議会として、願意の実
現に向けた取組を行いま
す。

⑩請願への対応

　令和元年度は、１２件の請願

を受理し、取下げがされた１件

を除く１１件について、所管の

常任委員会において、誠実かつ

慎重に審査を行い、９件を採

択、２件を不採択としました。

　　採択した９件の請願のう

ち、３件について知事に対しそ

の処理の経過及び結果の報告を

求めるとともに、８件について

国に対し意見書を提出するな

ど、議会として、願意の実現に

向けた取組を行いました。

⑩請願への対応

　令和２年度は、17件の請願を受理し、

所管の常任委員会において、誠実かつ慎

重に審査を行い、12件を採択、３件を不

採択とし、２件は審査中です。

　　採択した12件の請願のうち、６件に

ついて知事に対しその処理の経過及び結

果の報告を求めるとともに、８件につい

て国に対し意見書を提出するなど、議会

として、願意の実現に向けた取組を行い

ました。

⑩請願への対応

　令和３年度は、審査中の２件

に加えて、新たに12件の請願を

受理し、所管の委員会におい

て、誠実かつ慎重に審査を行

い、12件を採択、２件を不採択

としました。

　採択した12件の請願のうち、

２件について知事に対しその処

理の経過及び結果の報告を求め

るとともに、９件について国に

対し意見書を提出するなど、議

会として、願意の実現に向けた

取組を行いました。

⑩請願への対応

　令和４年度は、６月定例月会

議において、２件の請願を受理

し、所管の委員会において、誠

実かつ慎重に審査を行い、１件

を採択、１件を不採択としまし

た。

　採択した請願について国に対

し意見書を提出するなど、議会

として、願意の実現に向けた取

組を行いました。


