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●本会議、委員会、その他公開されている全ての会議の傍聴者を対象に実施 

●回収数 ６３件         

   ※率の合計は集計処理上 100%にならないことがあります。 

 

 

問１ 年齢 回答数 割合

1 17歳以下 0 0.0%

2 18、19歳 0 0.0%

3 20歳代 8 12.7%

4 30歳代 14 22.2%

5 40歳代 14 22.2%

6 50歳代 11 17.5%

7 60歳代 9 14.3%

8 70歳以上 6 9.5%

9 未回答 1 1.6%
 

 

 

 

 

問２ お住いの市・町 回答数 割合

1 津市 27 42.9%

2 松阪市 9 14.3%

3 伊勢市 8 12.7%

4 鈴鹿市 7 11.1%

5 亀山市 4 6.3%

6 多気町 3 4.8%

7 四日市市 1 1.6%

8 いなべ市 1 1.6%

9 県外 3 4.8%
 

 

 

議会傍聴者アンケート集計結果 

（令和４年１月～３月分） 
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問３ 傍聴は何回目ですか。 回答数 割合

1 初めて 27 42.9%

2 ２～５回 22 34.9%

3 ６～９回 3 4.8%

4 10回以上 11 17.5%
 

 

 

 

 

問４ 本日の会議の情報をどこから入手されましたか。（複数回答可） 回答数 割合

1 県議会議員を通じて 30 40.5%

2 県議会ホームページ 6 8.1%

3 新聞、テレビ等の報道 4 5.4%

4 県議会のテレビ中継 2 2.7%

5 みえ県議会だより 1 1.4%

6 県議会のインターネット中継 1 1.4%

7 その他 28 37.8%

8 未回答 2 2.7%
 

 

 

 

 

問５ 本日傍聴に来られた目的は何ですか。（複数回答可） 回答数 割合

1 関心のある分野の質問・会議だから 32 37.2%

2 県議会がどう活動しているか知りたいから 29 33.7%

3 地元選出の議員の活動を知りたいから 18 20.9%

4 その他 5 5.8%

5 未回答 2 2.3%
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問６ 県議会に対するご意見・ご要望（自由記入欄）  

（１）県議会に対して 

No ご意見・ご要望  
対応

区分  
補足説明  

1 

県民が楽しく気軽に見に来てよいはず

なのに知られていない。そんなに人が来

ないのはなんでかな？子供の社会見学

とかあるのかな？ 

（50 歳代） 

【本会議】  

参考  

【企画法務課】  

三重県議会では、議会をより身近に感

じていただけますよう、県民の皆さまに議

事堂内見学を実施しておりますところ、多

くの児童・学生の方に見学に来ていただ

いております。 

今後も、多くの県民の皆さまに気軽に

見に来ていただけるよう、開かれた議会に

向けた取り組みを進めてまいります。 

2 

子育て世代も、もっと傍聴に参加し

やすいように、一部にキッズスペースな

どあるのもいいなあと思いました。  

（30 歳代） 

【本会議】  

参考  

【総務課】 

本県議会では、開かれた議会運営を

実現するために傍聴規則を改正して、

傍聴いただく方の住所・氏名の記載を

廃止するとともに、写真撮影や録音を可

能とし、乳幼児同伴者や児童の傍聴が

できるようにしています。 

 できるだけ多くの方に傍聴いただくため

のスペースを確保する必要がある中で、

キッズスペース等を設けることは感染症

対策及び費用の観点から、現時点では

困難ですが、今後の参考にさせていただ

きます。 

3 

ママ（子づれ）の傍聴ができるようなス

ペース場所があれば、県民の意識も向き

やすいと思います。 

※１F のカウンターでの対応ありがとうご

ざいました。 

（40 歳代） 

【本会議】  

参考  

4 

キッズルームまではいかなくても、もう

少し子ども連れでもゆっくり聞ける場所だ

とありがたいです。 

（30 歳代） 

【本会議】  

参考  

5 

子連れでも傍聴しやすいように改善頂

けるとありがたいです。子供を産むことは

政治に興味をもつきっかけになります。若

い世代でも参加しやすい環境づくりをよ

ろしくお願いします。  

（30 歳代） 

【本会議】  

参考  
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6 

アンケート書く場所がないので、アンケ

ート用紙にバインダーを付けてもらえたら

助かります。 

（50 歳代） 

【本会議】  

実施

済  

【総務課】 

筆記用のバインダーを傍聴受付に用

意しておりますので、ご案内に努めてま

いります。 

7 

傍聴者が相変わらず少ない（２人 ）の

で、関心を高めるため、休日議会、夜間

議会の工夫をすべきだと思う。  

（60 歳代） 

【本会議】  

参考  

【議事課】 

夜間や休日に議会を開催するには、

関係機関との日程調整に加え、議会を

開催するための議事堂設備の運営及び

執行部も含めた関係職員の対応が必

要となります。いただいた意見は、参考

とさせていただきます。  

8 

議員の名前って呼びすてで言うものな

んでしょうか？せめて「さん」ぐらいつけた

らどうでしょうか？途中から「〇〇議員」と

言っていましたがテレビに録画されてます

かねえ。 

（50 歳代） 

【本会議】  

参考  

【議事課】 

本会議で議長が議員を呼ぶ際には、

委員長報告の場合は「○○委員長」、そ

の他の場合は「○○議員」と呼んでいま

す。 

9 

もう少し長く居たかったです。これか

らも足を運びます。  

（40 歳代） 

【本会議】  

- 

 

10 

県議会棟にも自転車駐輪場を設け

て下さい。 

本会議中、ずっとスマホやタブレット

を操作する議員が  数名いたことに驚き

ました。学校の授業中にスマホの使用

は認められないはず、発言等に必要な

場合を除き持ち込みは制限するべきで

は。 

（60 歳代） 

【本会議】  

参考  

【総務課】 

県議会議事堂前には駐輪場はござ

いませんが、議事堂の裏（北側）や県本

庁舎前等には駐輪場がございますの

で、ご利用ください。  

【議事課】 

映写資料の閲覧や、議事関係資料

の検索など、議会審議に活用するため、

タブレット端末等の持ち込みを可能とし

ております。 
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11 

各常任委員会討議等の傍聴をしな

いと、具体的資料がいただけないため、

本会議のみの傍聴では、若干不明な

点が多くなり、採決確認のみになる点

はやや不満がのこることになるのではと

感じました。 

（70 歳以上） 

【本会議】  

参考  

【議事課】 

各委員会の資料については、議会中

継の各委員会の中継画面から閲覧して

いただくことができます。また、傍聴でき

なかった場合でも、後日委員会資料は

お渡しできますので、ご活用ください。  

12 

傍聴者に配布された「本会議配席

表」は大変うれしい資料でした。委員長

からの報告でも「議会への説明」「議会

での充分な議論」の言葉があり、議会

の行政に対する姿勢が見られて、県民

としてうれしい限りです。 

（60 歳代） 

【本会議】  

- 

 

 

 

（２）県議会及び執行部に対して  

1 

オーガニック給食の質問とてもすばら

しかったです。ぜひ三重でも推進して頂

きたい。 

マスクとプラスチック板は、どちらかで

良いのではないでしょうか。マスクをした

ままですと発言が聞こえにくいです。発

言者はマスクを外して良いのでは。  

（40 歳代） 

【本会議】  

実施

予定  

【議事課】 

本県議会の新型コロナウイルス感染

症対策として、アクリル板だけではなくマ

スクも着用する対応を決定し、それによ

り対策を講じています。なお、この対策

については、今後の状況により見直しを

行ってまいります。  

また、マイクの音量については、聴き

取りやすい音量となるよう努めてまいり

ます。 

 

ご意見については、執行部（県当局）

へ「県民の声」としてお伝えしました。  

2 

マスクかマイクの影響なのか、声がこ

もって聞こえにくかった。 

オーガニック給食の推進を早急に進

めて欲しい。調査ばかりだとスピード感

ある決定はできないのではないか。まず

は試験的にやってみるということはでき

ないのか。 

（30 歳代） 

【本会議】  

実施

予定  

【議事課】 

聴き取りやすい音量となるよう、マイク

の音量調整に努めてまいります。  

 

ご意見については、執行部（県当局）

へ「県民の声」としてお伝えしました。  
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3 

マスクではっきりきこえない。画面にう

つす資料も全く見えない。これでちゃん

と議論できるの？あたりさわりない答弁

とか不要。 

オーガニック給食実現させたい。そう

いった食材をあつかうスーパーも増えて

ほしい。 

（40 歳代） 

【本会議】  

実施

予定  

【議事課】 

聴き取りやすい音量となるよう、マイク

の音量調整に努めてまいります。  

また、映写資料については、議員や

執行部にはタブレットへのデータ送信や

資料の配付を行い、しっかり見ていただ

けるようにしています。  

 

ご意見については、執行部（県当局）

へ「県民の声」としてお伝えしました。  

4 

えんぴつを、三重県産の杉でつくる

などいかがでしょうか。とても親切に対

応していただきました。  

（40 歳代） 

【本会議】  

- 

ご意見は執行部（県当局）へ「県民の

声」としてお伝えしました。 

 

 

（３）執行部に対して 

No ご意見・ご要望  
対応

区分  
補足説明  

1 

初めて傍聴させて頂きました。今 、

様々な時代の中で、子どもにとっての

環境が大変きびしいものと感じていま

す。これからを生き、これからの時代を

つくっていく子どもたちにとって「本当に

良いもの」を残していける大人でありた

いと思います。 

親として、食の安全、オーガニック給

食をすすめて欲しいと願います。大人

は様々な自由を選ぶ環境があるけれ

ど、子どもは、学校等せまい世界にい

ます。 

ワクチンについても、キケン性につい

てきちんと伝えてください。私たち母親

は、子どものためにどんな努力もしてい

きます。子どものため、よろしくお願いし

ます。 

（30 歳代） 

【本会議】  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見は執行部（県当局）へ「県民の

声」としてお伝えしました。 
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2 

とても関心のある内容でした。ぜひ、

オーガニック給食に向けて調査お願い

します。  

（30 歳代） 

【本会議】  

- 

 

3 

オーガニック給食は、最初は大変か

もしれませんが、これから、日本を支え

ていく子どもたちの成長・発達に良い影

響を与えると思います。毎日忙しい中

で、食生活にも配慮していくのは簡単

ではなく、１食 /日でも子どもに安心・安

全な食事を提供していただけたら、親と

して心の余裕ができとても助かります。  

（30 歳代） 

【本会議】  

- 

 

4 

ぜひとも子どもたちの健やかな未来

のためにオーガニック給食の実施をお

願いします。（孫のためにも）  

（60 歳代） 

【本会議】  

- 

 

 

 

ご意見は執行部（県当局）へ「県民の

声」としてお伝えしました。 

5 

オーガニック給食について応援して

います。よろしくお願いします。  

子供のワクチンの強制はやめていた

だきたいです。打っても打たなくても自

由というふうにしていただきたい。 

こうやって皆様が三重県の事を考え

て頂いているのが本当にありがたい。

感謝します。 

（40 歳代） 

【本会議】  

- 

 

6 

議会内容の件、スムーズに県政→

市政へと動きが出てくるとうれしいで

す。 

（50 歳代） 

【本会議】  

- 

 

7 

三重大学 OB として色々と考えてい

ます。三重大学生の就職がなくて困っ

ています。  

（70 歳以上） 

【本会議】  

- 
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8 

子ども達の食事・自分たちの食事を

作る際、有機食材やオーガニック食品

をなるべく購入するようにしているが、

近 くのスーパーでは手に入らなかった

り、何店舗もまわって買い揃えていま

す。そのように手や足を使って子どもた

ちに安全なものを食べさせる努力を、

母親はしています。  

ですが、毎日の給食で農薬まみれの

野菜や添加物だらけの加工品が提供

されているのが現状で、心も身体も大

きく成長する時期に不安になります。ま

だまだ日本の食は安全だと勘違いした

ままの人たちも多いです。もっともっと現

状を知る機会が必要だと思 うと同時

に、食を変えれば身体も変わる。身体

に良いものを食べていれば、病気のリ

スクも減少することもおわかりだと思っ

てますので、子どもの医療費無償化に

当てている予算を、オーガニック給食へ

の実現に向けて使って頂きたいと切望

します。 

医療費は各家庭で差があり、公平で

はありません。大きな病気やケガは保

険でまかなえます。県や市から提供さ

れる給食は、全ての子ども・家庭に平

等に与えられる素晴らしいものだと思う

ので、是非前向きに進めて頂きたいで

す。小さな自治体手動では難しいことで

も県政として三重全体をまき込んでい

って下さい。 

（30 歳代） 

【本会議】  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見は執行部（県当局）へ「県民の

声」としてお伝えしました。 

 

 

（４）議員及び執行部に対して  

No ご意見・ご要望  
対応

区分  
補足説明  

1 

３年後、大阪関西万博を成功してくだ

さい。コロナがおさまってほしい。  

（50 歳代） 

【本会議】  

- 

ご意見は議員へお伝えするとともに、執

行部（県当局）へ「県民の声」としてお伝え

しました。 
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2 

オーガニック給食について応援してい

ます。よろしくお願いします。  

子供のワクチンの強制はやめていた

だきたいです。打っても打たなくても自由

というふうにしていただきたい。 

こうやって皆様が三重県の事を考えて

頂いているのが本当にありがたい。感謝

します。 

（40 歳代） 

【本会議】  

- 

 

3 

日頃から県民のため、ご尽力いただき

ありがとうございます。  

子ども達の学校給食の話がありまし

たが、給食以外にも、今、子ども達の学

校生活がどの様なものになっているか。

大人の都合ではなく、本当に子どもにと

って良い環境になることを願っておりま

す。 

ワクチン、行事等、子ども達には、選

択することができないという事、知って欲

しいです。 

（30 歳代） 

【本会議】  

- 

ご意見は議員へお伝えするとともに、執

行部（県当局）へ「県民の声」としてお伝え

しました。 

 

 

＊区分について 

「実施済」・・・既に実施されているもの  

「実施予定」・・・意見を受けて実施を予定するもの  

「参考」・・・具体的な実施策はないが、今後の議会運営で参考とするもの  

「反映困難」・・・実施することが困難なもの  

 


