
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委員会審議の活性化

　議事機関としての議会の機能

を十分に発揮するため、各委員
会において、議員相互間の討議
を積極的に行うよう努めます。
また、効率的かつ効果的な委員
会の運営を図るため、委員長会
議の開催をはじめとした委員会
間の情報共有・調整及び連合審
査会の活用に努めます。

①委員会審議の活性化

・議員相互間の討議について、

委員会活動の自己評価を行いま

した。

・戦略企画雇用経済常任委員会

と教育警察常任委員会の連合審

査会を開催（令和

元年１０月７日）し、次期「三

重県教育施策大綱」中間案につ

いて調査を行い

ました。

①委員会審議の活性化

・議員相互間の討議について、

委員会活動の自己評価を行いま

した。

① 委員会審議の活性化

・議員相互間の討議について、

委員会活動の自己評価を行いま

した。

・防災県土整備企業常任委員会

で議員相互間の討議により附帯

決議を行うこと

を決定しました。

①委員会審議の活性化

・議員相互間の討議について、

委員会活動の上半期の振り返り

を行う予定。

②年間活動計画の策定

・年間活動計画
各委員会においては、効率的か
つ効果的な委員会の運営を図る
ため、１年間の活動スケジュー
ル、重点調査項目、県内外調査
等の予定について定める年間活
動計画を策定します。
・重点調査項目
各行政部門別常任委員会及び特
別委員会においては、県政で課
題となっている項目など、年間
を通じて特に調査を行っていく
必要がある事項を「重点調査項
目」として年間活動計画で定め
ます。
・県内外調査
「重点調査項目」を中心とし
て、所管事項について調査する
ための県内外調査の予定を年間
活動計画で定めます。

②年間活動計画の策定

　 各行政部門別常任委員会、予

算決算常任委員会、特別委員会

において、年間活動計画を策定

し、所管調査事項、重点調査項

目、年間の委員会活動の予定、

県内外調査等の予定を定めまし

た。

また、必要に応じ、重点調査項

目等について年間活動計画を見

直しました。

②年間活動計画の策定

　 各行政部門別常任委員会、予

算決算常任委員会、特別委員会

において、年間活動計画を策定

し、所管調査事項、重点調査項

目、年間の委員会活動の予定、

県内外調査等の予定を定めまし

た。

また、必要に応じ、重点調査項

目等について年間活動計画を見

直しました。

②年間活動計画の策定

　 各行政部門別常任委員会、予

算決算常任委員会、特別委員会

において、年間活動計画を策定

し、所管調査事項、重点調査項

目、年間の委員会活動の予定、

県内外調査等の予定を定めまし

た。

また、必要に応じ、重点調査項

目等について年間活動計画を見

直しました。

②年間活動計画の策定

　 各行政部門別常任委員会、予

算決算常任委員会、特別委員会

において、年間活動計画を策定

し、所管調査事項、重点調査項

目、年間の委員会活動の予定、

県内外調査等の予定を定めまし

た。

２．住民本位の政策決定と政策監視・評価の推進
　議会の本来の機能である政策決定並びに知事等の事務の執行について監視及び評価を行うこと。（以下、①から⑤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当初予算に係る調査・審査

当初予算については、毎年度、
議長を除く全議員参加型の予算
決算常任委員会を中心に調査・
審査を行います。
・予算決算常任委員会
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・審査を行います。
・分科会の取組
予算決算常任委員会に６つの分
科会を設置し、当初予算の詳細
な調査・審査をいます。

③当初予算に係る調査・審査

予算決算常任委員会に６つの分科会を設置

し、当初予算に係る調査・審査を行いまし

た。

　 当初予算編成に向けての基本的な考え

方（令和２年度経営方針（案）、予算調製

方針）

予算決算常任委員会調査　令和元年１０月

２３～２４日

分科会調査　令和元年１０月３０～３１日

分科会報告　令和元年１１月１５日

　 当初予算要求状況　予算決算常任委員

会調査　令和元年１２月６、９日（総括的

質疑）

分科会調査　令和元年１２月１０～１３

日、１６日

分科会報告　令和元年１２月１８日

　 当初予算　予算決算常任委員会審査

令和２年３月６日（総括質疑）

　分科会審査 令和２年３月９～１２日

　分科会報告・採決 令和２年３月１７日

③当初予算に係る調査・審査

予算決算常任委員会に６つの分科会を設置

し、当初予算に係る調査・審査を行いまし

た。

 ・当初予算編成に向けての基本的な考え

方（令和３年度経営方針（案）、予算調製

方針）

予算決算常任委員会調査　令和２年10月

22～23日

分科会調査　令和２年10月29～30日

分科会報告　令和２年11月13日

 ・当初予算要求状況　予算決算常任委員

会調査　令和２年12月15日

分科会調査　令和２年12月16～17日

分科会報告　令和２年12月18日

・当初予算　予算決算常任委員会審査　令

和３年３月10日（総括質疑）　分科会審査

令和３年３月11～12日、15～16日

分科会報告・採決　令和３年３月19日

③当初予算に係る調査・審査

予算決算常任委員会に６つの分科会を設置

し、当初予算に係る調査・審査を行いまし

た。

 ・当初予算編成に向けての基本的な考え

方（令和４年度行政展開方針（案）、予算

調製方針）

予算決算常任委員会調査　令和３年11月

29日

分科会調査　令和３年11月30日、12月１

日

分科会報告　令和３年12月２日

 ・当初予算要求状況　予算決算常任委員

会調査　令和３年12月13日

分科会調査　令和３年12月15～17日、20

日

分科会報告　令和３年12月22日

 ・当初予算　予算決算常任委員会審査

令和４年３月10日（総括質疑）

　分科会審査　令和４年３月11日、14～

16日

　分科会報告・採決　令和４年３月22日



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総合計画に係る調査・審査

総合計画及び「みえ県民力ビ
ジョン・行動計画」の策定並び
に同行動計画の「成果レポー
ト」の作成に合わせて調査・審
査を行い、知事への申し入れを
行います。
・みえ県民力ビジョン・第二次
行動計画の評価等
「みえ県民力ビジョン・第二次
行動計画」に基づく平成30年度
及び令和元年度の県の施策等の
取組について、「成果レポー
ト」の作成に合わせて各行政部
門別常任委員会や予算決算常任
委員会において詳細な調査を行
うとともに、知事に対して申し
入れを行い、毎年度の取組等に
対する監視・評価・政策提言を
行います。（令和元年度、令和
２年度）
・みえ県民力ビジョン・次期行
動計画の策定への関与
「みえ県民力ビジョン」の次期
行動計画は議会の議決対象計画
であり、策定当初から最終的な
議決に至るまで一貫して関与す
ることにより、議会の団体意思
決定機能や政策形成機能、監視
機能を効果的に発揮します。具
体的には、全員協議会や各行政
部門別常任委員会において詳細
な審査を行うとともに、知事に
対する申し入れを行います。
（令和元年度）

④総合計画に係る調査・審査

「令和元年版成果レポート（案）」につい

て、６月定例月会議における各行政部門別

常任委員会において調査を行い、予算決算

常任委員会での調査を経て、令和元年８月

５日、予算決算常任委員会及び各行政部門

別常任委員会から、知事への申し入れを行

いました。

・各行政部門別常任委員会　令和元年６月

１８～２１日

・予算決算常任委員会　　　令和元年７月

１２日

・知事への申し入れ　　　　令和元年８月

５日  「みえ県民力ビジョン・第三次行動

計画」について、中間案、最終案の各段階

で調査等を行い、正副議長、各行政部門別

常任委員会、予算決算常任委員会から、知

事への申し入れを行いました。

（「みえ県民力ビジョン・第三次行動計

画」中間案の調査）

　全委員協議会　令和元年９月１８日

　各行政部門別常任委員会　令和元年１０

月７～１０日

　全員協議会　令和元年１０月１８日

　委員長会議　令和元年１０月２４日

　知事への申し入れ　令和元年１１月１日

（「みえ県民力ビジョン・第三次行動計

画」最終案の調査）

　全委員協議会　令和元年１１月２５日

　各行政部門別常任委員会　令和元年１２

月１０～１６日

　全員協議会 令和元年１２月２０日

　委員長会議 令和２年１月１５日

　知事への申し入れ 令和２年１月２１日

④総合計画に係る調査・審査

「令和２年版成果レポート（案）」に

ついて、６月定例月会議における各行

政部門別常任委員会において調査を行

い、予算決算常任委員会での調査を経

て、令和２年８月４日、予算決算常任

委員会及び各行政部門別常任委員会か

ら、知事への申し入れを行いました。

　　各行政部門別常任委員会　令和２

年６月18～19日、22～23日

　　予算決算常任委員会　　　令和２

年７月13日

　　知事への申し入れ　　　　令和２

年８月４日

④総合計画に係る調査・審査

・「令和３年版成果レポート（案）」

について、６月定例月会議における各

行政部門別常任委員会において調査を

行い、予算決算常任委員会での調査を

経て、令和３年８月２日、予算決算常

任委員会正副委員長及び各行政部門別

常任委員会委員長から、知事への申し

入れを行いました。

　　各行政部門別常任委員会　令和３

年６月18日、21～23日

　　予算決算常任委員会　令和３年７

月13日

　　知事への申し入れ　令和３年８月

２日

・「強じんな美し国ビジョンみえ（仮

称）概要案」及び「みえ元気プラン

（仮称）概要案」について、２月定例

月会議における各行政部門別常任委員

会において調査を行い、全員協議会で

の調査を経て、令和４年３月31日、正

副議長及び各常任委員会委員長から、

知事への申し入れを行いました。

　　各行政部門別常任委員会　令和４

年３月11日、14～16日

　　全員協議会　令和４年３月22日

　　知事への申し入れ　令和４年３月

31日

④総合計画に係る調査・審査

・「令和４年版県政レポート（案）」

について、６月定例月会議における各

行政部門別常任委員会において調査を

行い、予算決算常任委員会での調査を

経て、令和４年７月25日、予算決算常

任委員会正副委員長及び各行政部門別

常任委員会委員長から、知事への申し

入れを行いました。

　　各行政部門別常任委員会　令和４

年６月20～23日

　　予算決算常任委員会　令和４年７

月11日

　　知事への申し入れ　令和４年７月

25日

・「強じんな美し国ビジョンみえ（仮

称）」及び「みえ元気プラン（仮

称）」最終案について、６月定例月会

議において調査等を行い、正副議長及

び各常任委員会委員長から、知事への

申し入れを行いました。

　　全員協議会　令和４年６月３日

　　各行政部門別常任委員会　令和４

年６月20～23日

　　全員協議会　令和４年７月11日

　　委員長会議　令和４年７月15日

　　知事への申し入れ　令和４年７月

25日



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)

⑤個別の行政計画に係る調査・

審査

個別の行政計画については、改
定時期を見据え、基本的には所
管の常任委員会で調査・審査を
行います。
議会の議決対象となっている計
画については、所管の常任委員
会での調査・審査だけでなく、
本会議における議案質疑を行う
など、より詳細な調査・審査等
を行い、議決に至るまで一貫し
て議会が関与します。

⑤個別の行政計画に係る調査・

審査

　　 議決対象計画をはじめ、県

政に重要な個別の行政計画につ

いて、調査・審査を行いまし

た。

　　※議決対象計画　「三重県

環境基本計画」　「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」　「三重県観光

振興基本計画」　「三重県新エ

ネルギービジョン」

⑤個別の行政計画に係る調査・

審査

　　 議決対象計画をはじめ、県

政に重要な個別の行政計画につ

いて、調査・審査を行いまし

た。

　　※議決対象計画　「三重県

水産業及び漁村の振興に関する

基本計画」　「第３次三重県男

女共同参画基本計画」

⑤個別の行政計画に係る調査・

審査

　　 議決対象計画をはじめ、県

政に重要な個別の行政計画につ

いて、調査・審査を行いまし

た。

　　※議決対象計画　「三重県

交通安全計画」　「伊勢茶振興

計画」

⑤個別の行政計画に係る調査・

審査

　　 議決対象計画をはじめ、県

政に重要な個別の行政計画につ

いて、調査を行いました。


