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議会活性化特別委員会（第１１回） 

 
令和２年１１月２４日（火曜日）午前１１時００分開会   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○案件 

 １)中間報告のまとめについて 

 ２)会議のインターネット配信について 

 ３)議会だよりの簡素化について 

 ４)その他 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席委員（１７名） 

    委 員 長   中 島 勝 也     副委員長   上 野 武 彦 

    委  員   横 田 有 一     委  員   神 﨑 和 枝 

    委  員   平 松 俊 一     委  員   池 田 誠 悦 

    委  員   田 村 敏 郎     委  員   稲 垣 明 美 

    委  員   畑 中 静 一     委  員   長谷川 生 人 

    委  員   坂 本   繁     委  員   澤 出 明 宏 

    委  員   川 村 主 税     委  員   中 川 友 規 

    委  員   若 山 雅 行     委  員   川 上 弘 一 

    委  員   青 山 金 助     

  ───────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

   ───────────────────────────────────────── 

○委員外議員（０名） 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席説明員（０名） 
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午前１１時００分 開会 

○中島委員長 ただいまから、第１１回の議会活

性化特別委員会の会議を行います。 

 議題は、中間報告をするということで決定され

ておりますので、素案ができましたので事務局の

ほうから朗読をしていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 事務局。 

○関口議会事務局長 先ほどお配りしています中

間報告を御覧ください。 

 読み上げて報告とさせていただきます。 

 委員会報告第１０号。 

 議会活性化委員会報告書（中間報告書）。 

 令和元年９月２５日、第３回定例会において設

置された当特別委員会が、これまで調査した結果

を下記のとおり報告する。 

 令和２年１１月２４日、七飯町議会議長、木下

敏様。 

 議会活性化特別委員会委員長、中島勝也。 

 記。 

 １、調査の経緯及び内容。 

 （１）令和元年９月２５日に第１回目の委員会

を開催し、委員長に中島勝也委員、副委員長に上

野武彦委員をそれぞれ互選した。 

 （２）令和元年１１月１３日に第２回目の委員

会を開催し、前期からの申し送り事項について確

認を行った。今後の議会活性化に関する検討事項

については各会派で検討し、次回の委員会におい

て報告することとした。 

 （３）令和元年１２月１６日に第３回目の委員

会を開催し、今期の協議事項について各会派から

の意見を集約した。 

 各会派からの意見を集約した結果、今期の協議

事項としては、①議員研修視察の見直し、②正副

議長の２年交代、③議会だよりの簡素化、④本会

議のインターネット配信、⑤議員定数と議員報酬

の５点を協議することに決定した。 

 （４）令和２年１月１５日に第４回目の委員会

を開催し、初めに、前回の委員会において決定し

た協議事項に関して、優先的に取り組む事項の協

議を行った。 

 特別委員会としては、初めに、議員研修視察の

見直し、正副議長の２年交代について取り組むこ

ととし、その後、議会だよりの簡素化、本会議の

インターネット配信、議員定数と議員報酬につい

て取り組むこととした。 

 委員からは、議員研修が隔年となった経緯、全

道の町村の議員研修の実施状況、予算額等、全国

の市町村での正副議長の任期の状況、インター

ネット配信に要する費用、議会だよりの決算額に

関する資料の要求があった。 

 （５）令和２年２月３日に第５回目の委員会を

開催し、議員研修視察については、研修視察の推

移、旅費積算の推移等の資料を基に協議を行っ

た。 

 委員からは、研修視察を毎年実施するという意

見と隔年で実施するという意見があったため、道

内の町村議会の研修視察の実施状況の資料がそろ

い次第、改めて議論をすることと決定した。 

 正副議長の２年交代については、全国の市町村

での正副議長の任期の状況に関する資料を提出し

たが、資料の内容については検討を要することか

ら、各会派で内容を精査して次回の委員会までに

意見をまとめることとした。 

 （６）令和２年４月９日に第６回目の委員会を

開催し、正副議長の２年交代について、前回提出

された資料を基に検討された内容について協議を

行った。 

 各会派において検討された意見は、次のとおり

である。 

 ・首長が４年任期であるのに対し、議長が１年

あるいは２年で交代するということは余り好まし

いものではない。地方自治法の規定のとおり４年

でよい。 

 ・多くの議員に議長を経験する機会、能力があ

れば公平にチャンスを与えるということができ、

議員活動、議会運営に十分生かすことができる。

２年又は１年で行っている議会もあり、４年に固

執する必要がない。 

 ・地方自治法で、議長の任期は議員の任期によ

るとなっている。議長職は、経験をさせる場では

なく、議員の中で適格だという方がなるべき職で

ある。 

 ・法律で２年制について明確に禁じられていな
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く、他市町村での実施例もある。２年ごとの選挙

で緊張感のある議会運営が期待できる。選挙方法

を立候補制、所信表明等の検討も十分意義があ

り、検討をしていきたい。 

 ・地方自治法上は、４年任期が基本となってい

る。議事運営に習熟していることが求められてい

る。執行部との関係においても対等な関係が求め

られるため、２年では難しい。 

 ・議事運営上で対応できる権限と識見。議事運

営の習熟、短期交代は、議長職の形骸化、正常な

議会運営の確保ができない。代表制と指導性を弱

める。対執行機関での地位の低下、権威の失墜の

点が４年のメリットと考えたが、これらについて

は、２年だからできないということはない。 

 ・２年やってその成果が公平・公正に行われて

いるか、そういう評価を下す場が必要。２年間の

活動の評価をし、信任されるのであれば４年務め

てもらう。問題があれば２年で代える仕組みが必

要。 

 ・２年の公約を出してもらって、その公約がど

れくらい実施されているか、議長職としてどのよ

うな評価をされるかという２年ごとの評価をする

べき。 

 以上の意見を踏まえ、議論が交わされたが、合

意点を見出すことができないことから、次回まで

に再度各会派において検討を重ねることとした。 

 委員からは、正副議長が２年で交代している自

治体の運用方法、申し合わせ事項等に関する資料

の要求があった。 

 （７）令和２年５月２２日に第７回目の委員会

を開催し、正副議長の２年交代について、委員に

おける協議事項に関する北海道町村議会議長会の

見解、正副議長が２年で交代している自治体の運

用方法、申し合わせ事項等の資料を基に協議を

行った。 

 委員会における協議事項の正副議長の任期は、

地方自治法第１０３条の第２項により、「議長及

び副議長の任期は議員の任期による」と定められ

ており、これに反する条例、規則の制定は、法律

に反する条例、規則となる。 

 したがって、そのような内容の審議・審査を本

会議、委員会で行うことはできないとの北海道町

村議会議長会の見解が示された。 

 このことを踏まえ、委員会で協議した結果、当

特別委員会において、正副議長の２年交代制につ

いては、調査は可能であるものの、審議・審査は

できないものと判断し、今後は、議員全員協議会

又は会派代表者会議において議論することと決定

した。 

 （８）令和２年８月２０日に第８回目の委員会

を開催し、議員研修視察の見直しについて、道内

の町村議会の研修視察の実施状況に関する資料を

基に協議を行った。 

 資料を基に、改めて各会派において、常任委員

会、議会運営委員会、特別委員会、会派、議員全

員とそれぞれテーマごとの視察の在り方について

検討することとした。 

 （９）令和２年１０月１９日に第９回目の委員

会を開催し、議員研修視察の見直しについて協議

を行った。 

 はじめに、議員研修視察のあり方について各会

派からは、議会運営委員会、特別委員会について

は、現状どおりの意見が多数であり、会派等の視

察については難しいとの意見が多数であった。 

 また、常任委員会に関する意見については、次

のとおりである。 

 ・隔年実施とする。現行の予算額では関東以南

への研修は困難であることから、上限を１８万円

から２０万円にする。 

 ・毎年実施し、道外２回で予算は１５万円ま

で。道内２回で予算額は１０万円までとする。 

 ・現在の隔年実施で予算１０万円でも、さらに

工夫をすれば充実した内容の研修が可能である。

今考えるべきことは、現在の予算範囲内でさらに

有意義な視察を目指すことであり、交通費や滞在

費などを極力かけない視察先の検討を先行させる

ことが肝要である。 

 ・現行どおり隔年実施。全国的な範囲で先進地

視察を考えていくことが必要であり、予算額は１

５万円から２０万円程度に引き上げるべきであ

る。 

 ・毎年実施し、予算額については１３万円を上

限とする。令和３年度から実施する。 

 ・視察は必要な範囲で、時期的にも的確にタイ
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ムリーに行われるべき。予算枠を現状に維持した

中で、行き先や回数を決めるのではなく、その都

度各常任委員会で検討する。 

 ・毎年実施する。 

 以上のとおり、回数や金額に様々な意見があっ

たが、回数については、現状どおり隔年での実施

と決定した。しかし、予算額については合意点を

見出すことができなかったことから、予算額１０

万円、１５万円、２０万円のいずれにするかを採

決した結果、賛成多数で２０万円とすることに決

定した。 

 （１０）令和２年１１月９日に第１０回目を委

員会を開催し、副町長に出席を求め、これまで検

討してきた議員研修視察の見直しに関して情報提

供を行った。 

 副町長からは、１人当たり１０万円の予算で隔

年での実施となってから１５年が経過し、その間

の人件費、宿泊費、交通費などの上昇を踏まえる

と、現状の予算額では議員研修の所期の目的を達

成することは難しいことは認識しているものの、

来年度の税収減や地方交付税の減少が見込まれる

中、一度に１０万円から２０万円に増額するので

はなく、段階的に増額してはどうかとの提案もさ

れた。しかし、委員会の総意として、上限を２０

万円とすることを改めて確認した。 

 また、令和２年第４回定例会において中間報告

を行うことを確認し、報告書へ記載する事項の確

認を行った。 

 （１１）令和２年１１月２４日に第１１回目の

委員会を開催し、令和２年第４回定例会で報告す

る中間報告の確認を行い、今後の協議事項につい

ての確認を行った。 

 ２、まとめ。 

 以上がこれまでの調査活動である。 

 はじめに、議員研修視察については、実施回数

は現状のまま隔年での実施となるが、令和３年度

からの予算額については、上限を２０万円とする

ことに決定した。 

 次に、正副議長の２年交代については、調査を

重ねてきたが、特別委員会での調査は可能である

ものの、審議・審査を行うことができないため、

今後は、議員全員協議会又は会派代表者会議にお

いて議論することと決定した。 

 今後の委員会活動は、議会だよりの簡素化、本

会議のインターネット配信、議員定数と議員報酬

などを検討するため、調査を継続することとし

て、中間報告とする。 

 以上でございます。 

○中島委員長 ありがとうございました。 

 ただいまの中間報告の案を朗読して読み上げて

いただきましたけれども、文言的に、また誤字だ

とか、修正する場所がありましたら御発言いただ

きたいと思いますけれども。 

 川上委員。 

○川上委員 （ウ）なのですけれども、下に点点

点と書いていますけれども、２ページから３ペー

ジにわたって、各会派からの意見を取りまとめて

いると思うのですけれども、３ページ目の一番上

の点、「議事運営上で対応できる権限と識見」か

ら始まって、最後のほうに、「２年だからできな

いことではない」というのは、どこの会派の取り

まとめなのか教えていただきたい。 

○中島委員長 ただいま川上委員のほうから、３

ページの２行目の点、議事運営上と、それから、

２年だからできないということはないという文言

について、どこの会派の発言だということです

か。それ分かりますか。 

 ただいま川上委員のほうから質問がありまし

た、この内容については、絆会派から出ておりま

す。４月９日の委員会で述べられて、各会派から

聴取したものの一つでございます。４月９日に

行った委員会で絆会派の田村委員のほうから発言

をしていただいております。 

 よろしいですか。 

 川上委員。 

○川上委員 委員会で発言した内容を書いている

のですか、ここに。会派で取りまとめた文書での

内容を書いているわけではなくて。そういう意味

ですか。 

○中島委員長 これは各会派の発言内容です。ま

とめていただいたものだと思いますけれども、議

事録にはこのようなことが書かれておりますけれ

ども。 

○川上委員 ペーパーで集約したやつを載せてい
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るわけではないのですか。各会派から取りまとめ

ました内容を書いているわけではないですよね。 

○中島委員長 意見というか、まとめたものを載

せておりますけれども。 

○川上委員 このペーパーからですか。 

○中島委員長 全て各会派から、青山会、動進

会、駒ヶ岳、公明、絆、光輝会、無会派という形

で順番で発言してというか。 

○川上委員 ペーパーの内容を取りまとめたもの

をこれに載せているのでしょうか。 

○中島委員長 発言の内容を事務局のほうでまと

めて記載しております。 

○川上委員 ペーパーは全然、一切関係なく。 

○中島委員長 内容的にはダブっているところも

あると思うのですけれども、発言だけではなく

て、発言とペーパーを修正しながら取りまとめて

事務局のほうでまとめたものと思っておりますけ

れども。 

○川上委員 その辺はっきりとしてほしい。委員

会での発言を基に書いているのか、それともペー

パーで各会派から取りまとめたものを書いている

のか。 

○中島委員長 今、事務局に確認しましたとこ

ろ、発言を基にして内容をまとめたそうです。 

○川上委員 ペーパーは関係ないということ。 

○中島委員長 発言内容は、ペーパーと大体似た

ような発言をしているのではないかと思って…

…。 

○川上委員 ペーパーでいけば、１番目、正副議

長の任期は２年とする。ただし、後任者が選任す

るまで在任する。２番として、一般選挙後の初の

議会において選任された正副議長については、任

期満了の直前の定例会において再選を行うことが

できる云々書いていますけれども、これを見れ

ば、今絆会派と言った文章がうちの会派が出した

文章に似ている。締めのところに、２年だからで

きないということはないと書いている。 

 絆だったらまだいいのかなと思うのですけれど

も、うちの会派のペーパーの中身を取りまとめて

書いたとすれば、すごく似ている文章なのですけ

れども、最後に、「２年だからできないというこ

とはない」と言ってないのですよ、「法令遵守の

とおり議長の任期は４年であるべき」と。 

 これは本当に絆のペーパーと発言の内容です

か。 

○中島委員長 暫時休憩します。 

午前１１時２３分 休憩 

───────────── 

午前１１時２７分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き、会議を行いま

す。 

 そのほかに何か修正するような場所がありまし

たら、誤字、文言的にちょっとおかしいというよ

うなところがありましたら御発言いただきたいと

思いますけれども、ありませんか。 

 若山委員。 

○若山委員 今、川上委員が質問されたところの

（６）の・の六つ目のところの文章なのですけれ

ども、これ本当にこういうふうに言っているので

すか。 

 ちょっと「４年のメリットと考えたが」という

文章が何か、この表現が支離滅裂というか、

ちょっと合っていないような感じなのだけれど

も、こういうふうに本当に言っていて、それで載

せていいのかどうかよく分からない。 

 なぜかというと、権威の失墜とか、４年から２

年にする権威の失墜とか、そういうことなのかな

と思うので、４年のメリットというのは何か

ちょっと文章として変なのかなという、どこで発

言したかということではなくて、おかしくないか

ということを１点申し上げたいのと。 

 それと、結局、正副議長の２年交代制、任期制

についての議論については、全員協議会で一度話

し合われて、会派代表者会議に移行したというこ

とで、これでは、どちらかでやるだろうという話

になっているのですけれども、今現在、会派代表

者会議でしっかり議論しているという、結論を出

そうとして議論しているということを、注か何か

でも構いませんので入れておくべきではないかと

いうふうに感じました。 

 個人的な意見を言わせてもらえれば、１ページ

目の（１）、（２）の委員長を選んだとか何とか

というのは、これは文章の中から削除してもいい

のかなというふうに感じました。 



－ 6 － 

 以上です。 

○中島委員長 ただいま若山委員からありました

絆のほうの内容についての「権威の失墜の、４年

のメットを考えた」ここを削ってもいいという話

ですか。 

○若山委員 そのとおり発言しているなら、それ

で何も言うことはありませんけれども、文章とし

てつながらないのでは、４年のメリットについて

語っているわけではないのではないかという。 

○中島委員長 議事録を信用すれば、議事録に

載っていますので、そのように発言したのかなと

いうことになりますけれども。 

○若山委員 このとおり言っているので、このま

ま載せるということで。それならそれで……。 

○中島委員長 それともう１点、今現在、代表者

会議のほうに移行しておりますけれども、現在

は、現在は代表者会議に移行していると、そのこ

とについてもう少し詳しく載せたほうがいいので

はないかというような意見ですか。 

○若山委員 はい。 

○中島委員長 皆さんどうでしょうか。現在、１

回、代表者会議を開催されましたけれども、代表

者会議のほうに移行されて、今こういう内容です

というようなことも書く必要があるのかないの

か。代表者会議の場合は、活性化特別委員会とは

切り離しておりますので、代表者会議の内容を中

間報告に載せるというのはちょっと違うのかなと

いう感じもしないわけでもないですけれども。 

 若山委員。 

○若山委員 そうすると、まとめの一番最後のと

ころで、「今後は、議員全員協議会または会派代

表者会議において議論することと決定した」とい

う、ただそれだけで終わりですか。 

○中島委員長 それでいいのかなと。代表者会議

のほうに移行されましたから、代表者会議と活性

化委員会とは別物ですから、向こうの内容をこの

中間報告に載せるという内容のものではないので

すね。ただ、移行しましたというだけで、完全に

こちらのほうから離れてしまったわけですから。 

 若山委員。 

○若山委員 だから本文に入れなくても、注とし

て、現在、代表者会議で議論しているとか。我々

のこれまでの中間報告は、ほとんどの議論が正副

議長の２年交代制について、任期制について議論

していたわけで、それでは全く、表現的には、審

議・審査を行うことができないためとかと断定し

てしまっているのですけれども、その表現につい

てはいかがなものかなと思うのですけれども、こ

れはこれでよしとすれば、今現在、代表者会議で

継続して議論しているということで、それについ

ては事実なのですから載せてもら構わないのでは

ないかと思います。注として。 

○中島委員長 全員協議会という文言を消して、

今、全員協議会はやっていませんから、全員協議

会は消して、今後は、会派代表者会議において議

論をしておりますということにすればいいという

ことですか。議論を継続しておりますと。現在

は、会派代表者会議において議論を継続しており

ますということでよろしいですか。 

○若山委員 ええ。そういうことを注として入れ

たほうが分かりやすいのではないか。別な会議の

ことを書いてどうのこうのではなくて、今まで

我々が議論したものについて、そちらで議論して

いるということで。会派代表者会議では、我々の

した議論が１回リセットされたような形なので

ちょっと不満はあるのですけれども、議論してい

るということですので、どのような結論になるか

らはちょっとまたあれですけれども、今現在、議

論するということで、議長を中心にやっているわ

けですから、それは書いていただければなという

のが、個人的な意見です。皆さんの意見を聞いて

ください。 

 以上です。 

○中島委員長 分かりました。ありがとうござい

ます。 

 全員協議会を削除しまして、現在は、会派代表

者会議において継続して審議をしておりますと。 

 川村委員。 

○川村委員 もともと代表者会議で決めたときに

は、全員協議会でなかなか決まらないので、代表

者何人かに絞ってやりましょうという流れだった

のではないかと思うのです。最終的には議員全員

協議会の中で決まるのかなというふうに私は思っ

ていたのですけれども、逆に、代表者会議でと
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なってしまうと、それでもう全部決まってしまう

という話になってしまうのかなと思うので、

ちょっとその辺、全員協議会という部分を消して

しまうのも危険ではないかと思っているのですけ

れども、ちょっとその点、もう一度皆さんに問う

てほしいなと思います。 

○中島委員長 皆さん、今、川村委員のほうか

ら、全員協議会を取り除くというのはちょっと危

険性があるのではないかという話が出ましたけれ

ども、皆さんどうでしょうか。 

 平松委員。 

○平松委員 今おっしゃっているとおりだと思い

ます。 

 それで、若山委員のことも含めて言いますと、

議論することと決定し、現在、継続審議中、現在

進行しているという表現が入れば、それで収まる

のではないかという気がしますけれども、いかが

でしょうか。 

○中島委員長 ただいま平松委員のほうから、そ

のような内容の話がありましたけれども、どうで

しょうか、全員協議会は削らないで、今言ったよ

うな文言にしたらどうかというような発言があり

ましたけれども、そのような形でよろしいでしょ

うか。 

 副委員長。 

○上野副委員長 今いろいろ意見出されておりま

すけれども、この件に関しては、最後のまとめの

ところに、「今後は、議員全員協議会又は会派代

表者会議において議論することと決定した」とあ

りましたけれども、これを「決定し、現在、協議

を進めております」というふうな、そういう経過

をちょっと入れたらいいのではないかと思うので

すが、どうでしょうか。 

○中島委員長 副委員長のほうからそのような発

言がありましたけれども、内容的にどうでしょう

か。それでちょっと私も収まるのかなという気

が、平松委員と同じような意見だと思うのですけ

れども、そういうような形で、中間報告の内容に

したいと思いますけれども、どうでしょうか。よ

ろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 そのようにさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 なしということですので、それで

は、今、修正等をいただきましたものをもう一度

つくり直して、次の定例会に中間報告とさせてい

ただきますので、ひとつよろしくお願いをしたい

と思います。 

 暫時休憩します。 

午前１１時３６分 休憩 

───────────── 

午後 １時２２分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 まず、ここでお諮りしたいと思いますけれど

も、インターネット配信について、七飯町議会に

おいて実施するのか実施しないのか、それをまず

御議論いただきたいと思うのですけれども、今見

ていただきまして、すばらしいものだなと。町民

のほうに配信できることは、町民と議会と力強く

結びつけていける一つの配信かなと思っておりま

す。皆さんに御理解いただきまして、この配信を

実施していきたいと思いますけれども、皆さんに

お諮りいたしますけれども、七飯町議会におい

て、ライブ配信中継を実施することに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 なしということで、議論を進めさ

せていただきたいと思います。 

 令和２年１０月１９日に第４回、５回の委員会

の資料の中に、ライブ配信の積算価格が出ており

ますが、皆さんお持ちだと思いますが、ここにラ

イブ配信の際の経費についてになりますけれど

も、ライブでやるのと、また、録画編集するので

は価格的にも相当変わってくるように積算内容か

ら見られます。 

 右側に書かれている、五つほど※がついていま

すけれども、これは、ライブ配信するとこれだけ

かかります。ライブ配信しないで、録画編集とい

う形で進めていけば、この部分のお金はかかりま

せんということになりまして、大体これを除け

ば、この後に５８万２,０００円出ていますけれ
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ども、半分以下の価格でライブ中継ができるのか

なというような感じを持っておりますけれども。 

 どうでしょうか、先ほど話がありましたけれど

も、ライブ、生中継となりますと、やはり時間が

非常に長くなります。休憩中から何から全てが放

送されますので、それを抜きにして、録画したも

のをある程度編集して町民に見せるというような

形にしたほうがいいのかと思いますけれども、皆

様方の御意見をお聞きしたいと思います。 

 ライブ中継、そのまま中継するのか、それとも

録画したものを編集して、そして町民の方に見や

すくするのかと、二通りあると思うのですけれど

も、どちらのほうが皆さんいいと思いますか。予

算のほうも考慮しながら御発言いただければと思

うのですけれども。 

 御意見ございませんか。 

 川村委員。 

○川村委員 今見させてもらって、編集してあっ

て字幕が入ったりとか、ああいうほうが実際に見

やすいのかなとは思います。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ただいま川村委員のほうから、生ではなくて、

録画したものを編集して、そして町民のほうに配

信したほうがいいのではないかというようなお話

がありましたけれども、皆さんどうでしょうか。

御意見ございませんか。 

 長谷川委員。 

○長谷川委員 事務負担というか、編集した場合

の。これ直接、事務局の担当だと思うのですけれ

ども、少しお話を伺いたいと思っています。仕事

が増えるのかですね。確認して。 

○中島委員長 事務局の仕事量というか、時間的

というか、今の仕事をやりながら編集、録画する

といったら、どういうような形で進められるの

か、事務局のほうからちょっと。 

 局長。 

○関口議会事務局長 仕事量につきましては、今

までないものですので、仕事量は増えます。結局

編集をして、長いものを編集していくわけですの

で、多分今まで以上に係長には負担がかかると思

いますけれども。 

○長谷川委員 その程度でいいのですけれども、

もしも大変だというのであれば、要するに人員を

増やすとかということも考えていかなければなら

ないのでしょう。というのは、自分の考えなので

すけれども。 

○中島委員長 局長。 

○関口議会事務局長 実際にやっているところの

お話を聞いたわけではないので、その辺につきま

しては、もしやるとなって、そこに入るまでには

それなりに他町のお話とかも聞いて、実際にどの

ぐらいかかって、業務量もチェックしながらやっ

ていかなければと思っております。 

○中島委員長 ほかに。 

 若山委員。 

○若山委員 僕は、生放送、その日に同時に放送

するのと、それと別に録画放送を別にやると、こ

の二通りを共にやるべきだというふうに考えてお

ります。 

 というのは、役場に来れば見られるのですけれ

ども、傍聴の数も限られていたりしますので、自

宅で見たいとか、そういう要望もあるので、生放

送で見づらいとか、何やっているか分からないと

か、それはまた別な話で、全て生放送で一旦流す

というのは、これはこれで必要な行為ではないか

なというふうに思います。 

 それと併せて、アーカイブとして、録画、何年

第何回定例会とか第何回臨時会とか、それはそれ

でまた別に、今見たような編集をした上で、それ

はそれでまた別にアクセスできるような形でやる

べきだというふうに思います。 

 費用については、これは、住民にそういう情報

を出すというのは非常に大切な行為だと思います

ので、議会として出すのは大事なことだと思いま

すので、何億円もかかるという話であれば、それ

は考えますけれども、そうでなければ、重点的に

やるべきだというふうに考えております。 

 それと併せて、僕が参考にして読んでいる「議

会改革実践マニュアル」という早稲田大学のマニ

フェスト研究所議会改革調査部会が出している動

画公開とか、そういう動画と資料の関連づけとか

という項目で紹介しているのは、山口県山陽小野

田市議会の議会運営委員会の中継と、それと議事

録と一緒に公開するような福島県矢吹町議会の会
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議録と一緒に動画を公開するとか、もっともっと

いろいろな工夫している。今日のは、ほぼそのま

まで流しているような形なのですけれども、もっ

ともっといろいろ加工している例があるので、そ

れを余り加工する手間をかけずにどんどん流した

後に、追々、もっと見やすい工夫を、町民の意見

も聞きながらやっていくようなことが必要なので

はないかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○中島委員長 今、若山委員のほうからは、ライ

ブ、生放送、同時放送、それと録画編集放送、

別々に両方やったほうがいいのではないかという

ような話がありましたけれども、これをやると、

録画編集でも事務局の仕事が相当増えるというよ

うなお話もありましたけれども、これをやると、

また大変な仕事量になるのかなというような気が

しないでもないのですけれども、皆さん、何か意

見がありましたら、若山委員に対しての意見があ

りましたらいただきたいと思います。 

 平松委員。 

○平松委員 事務局に確認しますけれども、ライ

ブで流し放しといっても、結局休憩時間のときに

は多分止めると思うのです。モニターと同じ状態

のものがマスターで残る。それを見ながら、休憩

時間中の映像を削って編集して、後からテロップ

をつけるという、この２点だけだと思うのですけ

れども、間違いないですよね、そういうやり方を

するということ。大きく撮ったもののほかに、ま

た新たに最初から見直しをしてやるという、物す

ごく労力がかかるというものではないと思うので

すけれども、その辺、直接係長に答弁もらいたい

と思いますけれども。 

○中島委員長 係長。 

○妹尾議事係長 やってみないと正直分からない

という部分はあります。あと、録画したものを編

集する際にどの部分を切り取るか、例えば一般質

問を個人ごとに切り取るとか、午前だけにすると

か午後だけにするとかという編集の仕方によっ

て、かかってくる負担というのは当然変わってく

ると思うのですけれども、ばかみたいに増えるか

といえば、そんなに増えないのではないかなとい

う、感覚的にはそう思っています。 

 以上です。 

○中島委員長 事務局としては、やはりやってみ

ないと分からないというのが本当のところかなと

いうような気がするのですけれども、編集の仕方

によって変わってくるという話ですけれども。 

 どうなのでしょうか、インターネット配信につ

いては、皆さんから実施するというような御決議

をいただきましたけれども、１００％全部やると

なったら大変だと思うのです。やはりできるもの

から少しずつやっていって、徐々に直していくと

いうような方法も一つの手かなと私としては考え

ておりますけれども、その辺お含みいただきまし

て御発言いただければと思うのですけれども。 

 川村委員。 

○川村委員 作業の部分で確認したかったのです

けれども、例えば画面、もししゃべっている人に

カメラがアップで写すみたいな作業というのは、

それは今、係長が座っている席で自分で、しゃ

べっている人にズームを当てるのか、自動的に

アップになるのか、その辺が分からないのだけれ

ども、それを教えてもらってもいいですか。 

○中島委員長 カメラでアップしたり引いたりと

いうことですよね。それは自動的にできるのか。 

 係長。 

○妹尾議事係長 カットとマイクがついて……。 

○平松委員 私がここで発言をするとカメラが自

動で画像にするということですか。 

○川村委員 それは手動でやっている、手動。 

○妹尾議事係長 マイクのボタンを押すと自動で

カメラが。 

○中島委員長 川村委員。 

○川村委員 そういう作業を、例えばライブ配信

でやるときには、ただ全体の画像だけがばーっと

流れるのではなくて、しゃべっている人がいたら

カメラがアップになったりとか、そういう自動的

に行われるということなのですね、手動でやらな

いで。 

○中島委員長 そうですね。発言する方は自分の

マイクを押せば自動的にカメラが発言者のほうに

カメラが向くというような形になると。マイクを

押すのは事務局だけれども、押せば発言者のほう

にカメラが自然に行くというような形になってい
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るみたいです。 

 そういう形で、若山委員からは同時に二つやっ

たほうがいいのではないかと、いろいろあります

けれども、私も今お話ししましたように、事務局

の仕事量、いろいろな配慮を考えてみますと、今

日の中継を見ましたように、ああいうライブだけ

を放送させていただいて、細かいことは随時つけ

加えるなり、余分なものは削っていくというよう

な形で修正していくというような形のほうが、一

遍に１００％万全なものはできませんから、まず

できるものからやっていって、確実なものにして

いったほうがいいのかなというような気がいたし

ますけれども、皆さん、それでよろしいでしょう

か。よろしければ。 

 若山委員。 

○若山委員 委員長は、どういうふうにしようと

しているのかを明確に説明してもらいたいのです

けれども、ということでいいですかと言われて、

いいですよと言ったけれども、それはそうではな

かったみたいになってしまうので、ライブ配信も

やるのかやらないのか、録画を別に流すのかどう

か。それとも、とりあえずライブ配信はしない

で、録画を流して、そのまま加工しない録画を流

して、今後順次どうやってやるかを決めるという

ことなのか、どういうことでどう進めるのか、ど

う対応するのかというのをもっと具体的に言って

もらえると。賛成も反対もしようがないので、そ

こを詳しくお願いしたいのですけれども。 

 以上です。 

○中島委員長 平松委員。 

○平松委員 今、若山委員の聞きたいことと同じ

話になるのですけれども、今、係長が、今現在操

作しているやり方でいくとライブは全部できるの

です。ただし、できないのはテロップが流れな

い。委員会はライブ中継はまだ考えていませんけ

れども、本会議のときだけに、理事者側の名前を

出したり、質問者の名前が出たりということが、

それは今やっていないので、アーカイブ方式で、

字は出していないでしょ。マイクに登録してある

のか。発言者の名前だけは出るのだ。全部出るの

だ、そうしたら。町長が答えても何してもね。 

 ということだから、特別係長の仕事が今やって

いるよりもたくさん増えるということはまずない

というのが一つある。流す分に関しては。 

○中島委員長 局長。 

○関口議会事務局長 ただ、テロップをやるにし

ても、全部そこの設定に、誰が座るということを

全部設定をし直さなければいけないので。（「１

回やればね」と呼ぶ者あり）１回ではないです。

臨時会は、こちらも変わりますし、そっち側は変

わらないとしても、その都度その部分を変えてい

かなければいけないし、特別委員会のときも、

今、委員長が座っていますけれども、その辺につ

いても係長が全部設定をしているという状態なの

で。 

○中島委員長 暫時休憩します。 

午後 １時４０分 休憩 

───────────── 

午後 １時４１分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き、会議を行いま

す。 

 今いろいろと議論が出ましたけれども、どうい

う形でやるのか、範囲を広げるのか、本会議だけ

なのか、委員会も含めるのかというような話があ

りましたけれども、私はメカに弱い人間なのです

けれども、私の頭の中では、一応本会議だけの形

で頭の中では進めさせていただいていたのですけ

れども、たまたま委員会の話も出ましたけれど

も、あくまでも私は本会議だけの中継という形で

したいと思っておりますけれども、皆さん、御異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 それと、先ほど若山委員からあり

ましたように、ライブで中継するのか、それとも

録画編集するのかという、どっちかにしたほうが

いいという話がありましたけれども、先ほど聞い

たところによりますと、録画してそれを編集して

放送するのだというような話が皆さんのほうから

出されて、決議されたのですけれども。生中継、

ライブ中継を全部するのではなくて、録画したも

のを編集して町民の方に見せるというような形で

皆さんから……私は聞いたような気がしたのだけ

れども、そして、録画編集でやりますという形に

なったと思ったのですけれども。生中継と二通り
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ありますという話をして。 

 澤出委員。 

○澤出委員 話を整理すると、結局生中継やった

後に、それは録画されているので、後でアーカイ

ブするだけの話でしょう、その会議を。両方やる

とかやらないというよりも、撮った以上はアーカ

イブするわけですよ。そこで編集かけるかどうか

というか、編集かかっているからもう既に。た

だ、何月何日定例会といって、要はパソコンを見

れば、要はそこにリンク張ってあって、ぽちっと

押せば中身が見られるようなアーカイブの仕方を

していくということでしょう。そういうふうに理

解しているのだけれども。だから、やるやらない

ではなくて、生放送を流せばアーカイブはついて

くるものだと僕は思っているのだけれども、後

で。だから、やるやらないではないと思うので

す。ここで論議するのは、生放送をやるかどうか

だけの話なのですよ、という理解なのですけれど

も。 

○中島委員長 ということで今、澤出委員から話

が出ましたけれども、生放送で初めからそのまま

流すのか、それとも撮っておいて録画したものを

編集して流すのかということでしょう。 

 澤出委員。 

○澤出委員 結局、暫時休憩まで流す必要もない

から、その時点ではビデオを切って「千の風」で

も流しておけばいいのですよ。休憩時間もそうだ

し。生放送というのはリアルタイムということだ

から、映すべきでないところは自動的に、そこは

本当に「千の風」でも流しておけばいいのです。

休憩中とか、暫時休憩中とかといって、それだけ

の話だから。３時間の会議だったら３時間は放送

時間にはなるのだけれども、それを編集かけて

アーカイブしておいて、それで閲覧したい人は勝

手にアクセスして見るという、そういう手はずに

なってくると思うのですけれども、違うのだろう

か。 

○中島委員長 平松委員。 

○平松委員 今言った話ですよね。だからモニ

ターに普通に流している分をインターネットでも

配信するかしないかという話がまず一つ。 

 アーカイブだけであれば、いわゆる編集をした

のだけを流す、どっちかにするかという話をまず

委員長決めてもらいたいのです。 

 全部流すのには少し予算が多いということなの

ですよね。だからそれを削って、アーカイブだけ

でスタートして、それに慣れてきたら全部のライ

ブ中継も入れようかという話にいくのか、それと

も最初からライブ中継を流しておいて、１日、２

日たってからアーカイブを流すというふうにした

ほうが事務局としてはやりやすいと思うし、町民

に対しても、今、議場でやっていることがライブ

で見れるというのはプラスになる話だと思うので

す。ただ、何でもかんでも見られるわけではない

です。そっちで、休憩になっているときにはそれ

は流れないのですから、休憩という画面しか出な

いのですから。そこを皆さんに問うてください。

ライブベースでやるのか。 

○中島委員長 ライブベースでやるのか、それと

もライブは撮っておくけれども、録画編集でやる

のかということですね、二通りあるということで

すね。 

○平松委員 アーカイブだけでやったほうがいい

という意見なのか、ライブもやってアーカイブも

やって。 

○中島委員長 両方やるということですね。 

○平松委員 両方やると言えば両方やる。ライブ

を撮るということは、全部の議会。 

○澤出委員 話を整理すると、結局は、ライブで

やるということはユーチューブを流すということ

ですよ。アーカイブするということは、要はハー

ドに入れておくということです。アクセスできる

ようにするということ、公開ということで。質は

違うのだけれども、基本的に、ユーチューブに載

せるときにはランチャーとかが何ぼかかるかとい

う話になってくるのと、あとは、ハードの容量

を、画像というのは食うので、ハード容量をレン

タルサーバーにするのか、ドメスティックにする

のか分からないのだけれども、その辺のお金のか

かるところがちょっと違うからという部分で、両

方やるのだったら両方やるなりの経費はかかる

し、片一方で、アーカイブだけでやるのだったら

ハードの仕立ての仕方だけの話なので、用語が難

しいですよね、なかなかあれだけど、そういうこ
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とでいいのですよね、考え方としては。 

○中島委員長 暫時休憩します。 

午後 １時４７分 休憩 

───────────── 

午後 １時５１分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き、会議を行いま

す。 

 １０月１９日に配りました第４回、第５回の委

員会での資料要求についての、一番最後に積算内

訳書が出ておりますけれども、このことについて

事務局のほうから説明をいただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

 事務局、お願いします。 

○関口議会事務局長 それでは、資料４から説明

させていただきます。 

 ユーチューブを使用した場合のインターネット

配信のイメージになります。 

 まず、アのライブ配信する際の系統。赤の点線

が、録画した映像を配信する際の系統になりま

す。 

 まず、議場のカメラで撮られたものが青の①イ

ンターネット配信機器に行きまして、それからパ

ソコンのほうに、議場カメラで撮影した映像をイ

ンターネット配信機器へ送信します。②としまし

て、インターネット配信機器の配信専用サイトか

らユーチューブへ接続になります。③として、パ

ソコンからユーチューブへライブ配信という形に

なります。 

 こちらの注意事項としまして、ライブ配信を行

うに当たっては、インターネットを送信する映像

の容量が大きいため、町の回線への負担が大きい

ことから、こちらは専用回線を設置する形になり

ます。こちらはライブのほうです。 

 次に、赤のほうの録画データを配信する場合で

すが、①議場カメラで撮影した映像をＢＤレコー

ダーに保存します。②としまして、ＢＤレコー

ダーの映像をＢＤに保存しまして、③としまし

て、ＰＣで映像、全種、こちらは休憩時間の削

除、発言取り消し等を行います。④としまして、

編集した映像をユーチューブで配信という形にな

ります。こちらは配信のイメージになりまして、

次に、資料５といたしまして、それにかかる経費

の部分でございます。 

 まず、全体の機器の金額なのですが、①とし

て、機器関係で小計４１万円、②の電気工事関

係、庁内のＬＡＮ配線工事として１０万円、そち

らを合わせまして、初期導入費用で５１万円にな

ります。③として、維持管理費用なのですけれど

も、こちらは７万２,０００円、年間になりま

す。三つ合わせたものが５８万２,０００円。こ

ちらは税抜きになりますので、税込みになります

と、②の一番最後の６４万２００円のほうになり

ます。 

 先ほど①のライブ配信のときには、役場の回線

が使えないで新しく回線を設置するということに

なりますので、そうなりますと、②の下から４番

目のインターネット回線使用料とプロバイダー使

用料、税込みで７万９,２００円、こちらは毎

年、維持管理にかかる経費になります。 

 録画配信だけ開始する場合、町の回線を利用す

ることになりますので、そうしますと最初の部

分、映像用のデスクトップ用のパソコンと映像用

の編集用のソフトを合わせて２９万７,０００円

の初期経費がかかるという形になります。 

 ですので、ライブ配信と録画配信を同時にやる

場合には、一番下の金額６４万２００円プラス毎

年の使用料として７万９,２００円がかかりま

す。ただ、録画配信でやると回線料もかからない

で、初期経費の２９万７,０００円、こちらの部

分だけで収まるという形になります。 

 経費については以上です。 

○中島委員長 ただいま経費について、最初にイ

ンターネット配信のイメージと附属する経費積算

の内訳表、今、事務局のほうから御説明ありまし

たけれども、これについて何か御意見ありません

か。 

 川村委員。 

○川村委員 今の説明からいくと、①の録画だけ

でやるかというのが一つと、あと、ライブ配信と

録画をやるかの、これをどっちにするかというの

を決めればいいということですね。 

○中島委員長 そうなりますね。 

 今、川村委員からもお話ありましたけれども、

①の録画だけ、または２番目のライブ配信と録画
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を同時にするかと、どちらのほうを採用するのか

ということなのですけれども、先ほど若山委員か

らも出ましたけれども、やはり町民の皆様にライ

ブ中継、生を見せるのも一つの方法かなという手

も考えられますし、その点をお含みいただきまし

て、やはりライブ配信、それとまた録画、同時に

配信したほうがいいような、皆さんの話を聞きな

がら思ったのですけれども、いいのかなという気

がしないでもないのですけれども、皆さんの御意

見がありましたらお聞かせ願いたい。どちらがい

いか御意見をいただいて、後で決めていきたいと

思いますけれども。 

 畑中委員。 

○畑中委員 今、両方の、例えばライブ配信、そ

して録画配信のどっちかにする。あるいは両方や

ると、両方やればいいのでしょうけれども、どう

なのでしょうね、事務量について、１人が専属

で、編集するときなんかも、１人人員を増やさな

ければならないようであれば、意外と目に見えな

い経費がかかるのではないかというふうにも考え

るので、今どうでしょうね。ある程度ライブ配

信、録画配信のことについて話されましたけれど

も、もうちょっと事務局に調べていただいて、次

あたりにこのことを進めたらいいかなと思ってい

るのですけれども、いずれにしても、ここまで

やってきたし、バックしなさいというわけでもな

いのだから、もうちょっと経費の面だとか、ある

いは人員の面だとか、そういったものを調べてい

ただきたいなと思うのです。委員長、どうでしょ

うか。 

○中島委員長 今、畑中委員のほうから、仕事量

のことについて、事務局のほうが大変ではないか

というようなお話がありましたけれども、どっち

にしてもそんなに変わらないのかと思うのです。

ライブと録画、生中継のほうから録画を撮るわけ

ですから、別々にやるわけではないですから、一

緒にやるわけですから、僕は仕事量についてはそ

う増えるような内容ではないのではないかという

ように思いますけれども、皆さん御意見ありまし

たら。私の意見が間違っているかどうか分かりま

せん。 

○平松委員 今の答弁は事務局がすべきでしょ。

委員長が答弁してもどうにもならない。事務局に

聞いてみて、ちゃんと。 

○中島委員長 それはそうですけれども、さっき

いろいろと議論の中で、話の中で考えてみると、

ライブ配信やるのも録画やるのも、仕事量として

はそんなに変わらないと思ったから今発言させて

もらいましたけれども、事務局のほうで、どうし

ても答弁が欲しいというのであれば、事務局のほ

うから答弁いただきます。お願いします。 

 局長。 

○関口議会事務局長 私も係長も実際にやってみ

ていないので、どのぐらいかかって、どのぐらい

大変かという部分はちょっと分からないので、人

員とかにつきましては、やった後での話になりま

すので、今の段階では何も言えないというのが事

務局からの回答になるのかと思います。 

○中島委員長 確かに事務局としては、まだ始

まっていませんから、これからやることですか

ら、どれだけ仕事量がかかるのかというのは未知

数のところがあると思いますけれども、先ほどか

らライブ配信を進めていくと、実施するという形

になりましたので、事務局の多少の仕事はあるか

もしれませんけれども、そこはやはり仕事として

やっていただくというような形になると思います

けれども。 

 ここで結論を出したいと思いますけれども、録

画だけにするのか、それとも録画、ライブ、両方

やるのかという二つに分かれていますけれども、

二者択一ですけれども、皆さんの考え方は、両方

やられたほうがいいのかなという意見がちょっと

多いのかなという気がしますけれども、皆さんど

うでしょうか。録画とライブ配信と両方一緒に

やっていって、その中で見ながら進めていくとい

うような形で。 

 田村委員。 

○田村委員 私は録画だけでいいのではないか。

従来、ロビーだとかに流している、それはそれと

してやって、そしてあと編集は編集で流していく

と。むしろ、ライブで流していても、本当にロ

ビーで何人来ているか、ここで何人来ているのか

という話になってしまうと、なかなかユーチュー

ブでライブで流しても、アクセスがどのぐらいあ
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るのかといったら、私は非常に疑問かなという気

はする。 

 私はどっちかというと、ユーチューブを見ると

きは、ちょっと暇なときとか、あるいは寝る前に

ちょっと、どうだったかなというのは見る、そう

いうのは、編集でもって見ていくということにな

ると思うのです。そして必要でないところは飛ば

していくという。 

 そういうことを考えると、私は、むしろこうい

う議会のやり取りを見るというのは、編集の上

で、早送りしたら、ここはこうなのだというのは

早めに見て理解していくというためには、やはり

従来どおり、ライブはライブで、ロビーとかで流

しておいて、あとは編集で町民の皆さんに見ても

らうという形のほうが私はいいではないか。 

 そして、どうしてもライブが必要だというよう

なことがあれば、それはそれとして、また広げて

いけばいいだけの話だけれども、現実に考えたと

きには、そんなに私はライブというのは見る人が

いるのかなという、そういう思いです。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 今、田村委員のほうから、録画だけでいいので

はないかと。ライブについて、今ロビーで流して

おりますけれども、あれを見る人も何人か分かり

ませんけれども、現在やっていますけれども、あ

れだけで十分ではないかと。あと、アクセスして

くれる人がどのぐらい出るか分かりませんけれど

も、やはり録画だけで十分に意思が伝わるのでは

ないかというようなお話がありましたけれども。 

 若山委員。 

○若山委員 何回も繰り返しになってあれですけ

れども、僕は田村委員の意見に反対で、我々議会

としては、傍聴に来て議会を見てくださいと、そ

ういう姿勢で、見た人がどう判断するか、こんな

ことやっているのかということでがっかりした

り、頑張っているなと見るか、それは分からない

のですけれども、議会を見に来てください。傍聴

してください。そういう声かけをすべき状況の中

で、傍聴席も限られた席、下のあれも、わざわざ

ここまで来ないと、公共交通もよくできていなく

て、そういう中で来てくれというのはちょっとあ

れなので、ユーチューブで、機械は必要です、ス

マホが必要だとか、そういうものがないと、年寄

りがみんな見られるわけではありません。テレビ

のチャンネルをひねったらつくわけではありませ

んけれども、そういう機械さえあれば、見たいと

思えば家で、今の議会でどういうふうにやってい

るのか分かりますよと、そういう条件を整えるの

が我々議会の務めではないかというふうに考えて

います。 

 それについては、全国の市町村の議会の中で七

飯町は非常に遅れているわけです。ほとんどが配

信しているわけです。ライブもあれば録画もある

のですけれども、そういう意味では、ライブでも

きちっと配信し、今のままで見てもらって、それ

で録画した後のものは、若干名前を入れたりと

か、そういう加工、できる限り見やすくする工夫

を、とりあえず簡単な形で録画で流して、アーカ

イブとしてアクセスできるようにしておくと。 

 これについては、非常に事務局には負担をかけ

るとは思うのですけれども、それについては率直

に時間外が増えたとか、こういう機械があれば

もっと便利になるとか、そういうのは言っても

らって、少しでも我々も手助けできるような形に

して、どんどんやるべきではないかと思います。 

 録画についても、もっと見やすい加工をどうし

たらいいかとか、そういうこともいろいろ流した

後に検討していけばいいのではないかと思います

ので、僕はこの程度の予算でできるのであれば、

両方やるべきではないかというふうに考えます。

先ほどと同じですけれども。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 今、意見が二つに分かれています。録画だけで

いいのと、そしてまた、ライブと録画と両方やっ

たほうがいいのではないかというような、意見が

二つに分かれておりますけれども、皆さんから御

意見いただかないと結論が出てきませんので、ど

のように決めていかれたらいいと思いますか。 

 こちらのほうから個人個人にお聞きして、その

集計という形で進めるといいのか、意見のない人

も、全く意見がないので、発言がありませんの

で、なかなか結論が出てきません。 
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 そこで、どうしても結論づけないと前に進みま

せんので、どちらにしていくかという……。 

 今、若山委員からありました予算の問題、同時

にやっても大した金額は変わらないので、同時で

もいいのではないかと。生の放送は、議会の活動

を生で見てもらうというのも必要ではないかとい

う話がありましたし、また、田村委員から録画だ

けで、まとまったものをきちっと見てもらったほ

うがいいのではないかと。生のものは今ロビーで

やっていますから、それを見たい人はそちらのほ

うで見てもらっていただいているというような形

と、二つの意見に分かれていますけれども、皆さ

んどう結論づけていったらよろしいでしょうか。 

 青山委員。 

○青山委員 二つの意見ということで、今、現実

あります。私自身どっちもなのです。だけれど

も、この内容というのは、趣旨は、議会を町民に

対してということでありますので。 

 したがって、ある程度、議員が多数決で今ここ

で時間がどうのこうのということで決めるのでは

なくて、例えば次の活性化に向けて、各会派でも

んできてくださいだとか、そういう方向でなるべ

く、私の思いは、議員ある程度まとまった中で、

ライブにしましょうとかという、委員長、そうい

う方向で進めていただいたほうが私はよろしいの

ではないかと思うのです。 

 例えば今、決を採って、半々ですみたいな格好

よりも、大半がライブにしましょうと、どっちも

やりましょう。そういう方向に持っていければ私

はよろしいのではないかなと思いましたので、発

言をいたします。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 今、青山委員のほうから、今ここで結論づけな

いで、二つに分かれているということで、会派な

りに持ち帰っていただいて、そこでまとめていた

だいて、次回の委員会で皆さんの御意見を聞いて

集計したいという形で進めたいと思いますけれど

も、皆さん、御異議ございませんか。 

 平松委員。 

○平松委員 次に延ばすようなテーマでないと思

うのですけれども、先ほど皆さん見たと思います

けれども、もう映像の配信ができる仕組みが２,

０００万円かけてできているのです。それが６０

何万円かかるか３０万円で収まるかという金額の

話もさることながら、議会を町民みんなに見てい

ただくというのは基本方針になっていますから

ね、議会の。だから、回線を一つ増やすために、

そんなに時間をかけて審議しなければならないの

か。 

 見方を変えれば、何かあったときに、議場にラ

インが一つ増えているということは、役場にとっ

ても必要なことがもしかすればあるかもしれませ

ん。２本あるのだから。そういうふうに考えれ

ば、私は今日ここで決めていいと思います。 

 ほとんど配信に対しては、皆さん方、問題な

い。それから、ライブ配信やってみて何か問題が

出てくれば、それは後で止めることはできるわけ

です。今、ライブをやらないで録画だけというス

タートをしてしまうと、後から、やっぱりやった

ほうがいいなとなったときに、またやらなければ

駄目だということになるので、できれば、そんな

大した金額ではないですから、フルスペックでス

タートして、あとはいろいろ工夫していけばいい

というふうに私は思います。ぜひこの場で決めて

いただきたいと思います。 

○中島委員長 フルスペックでやるということ

は、ライブと録画、両方一緒にやるということで

すね。 

 澤出委員。 

○澤出委員 私も同じ意見で、フルスペックとい

うか、本当にライブも両方できる状態でいいと思

うのです。費用的にも、確かに６４万円と３０万

円の違い、あとは、ランニングコストで年間８万

円ぐらい。確かに多いと見るか、少ないと見るか

というのは問題ですけれども、実際世の中の流

れ、ライブをやっているのも実際ですし、ここで

中途半端にやるぐらいだったら、初期投資を

ちょっとかけてもつくったほうがいいと思うし、

インターネット引っ張って１回線余ったら、それ

を利用してＷｉ－Ｆｉもできてしまうのではない

ですか、下手すれば。容量的にどうなのだろう。

そういうテクニカルな部分は分からないのだけれ

ども、無駄にはならないのではないかと、回線一
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つあるというのは。余っていたら議員室に引っ

張ってもらうのもいいし。そういう利活用もでき

ないわけではないと思う。無駄にはならないと思

うので。 

 あくまでも、やってみて、アクセスが１人か２

人しかいないというのだったら、それはそれでま

た考えればいいのかなという部分で、中身をよく

していけばもっと見てくれるようになるだろう

し、実際ここまで来られなくても、パソコンを

持っていれば見られるというのは確かに魅力であ

るので、情報提供するのと全くしないのでは違い

ますから。こっちは情報提供しているのだけれど

も、アクセスがないというのだったら、魅力を上

げていけばいいということだと思うので。含め

て、総合的にいってフルスペックのほうが合理的

かなと私は思います。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ただいま議論を進めてきましたけれども、フル

スペックでやるのが、発言者の中では３人がフル

スペックというような形で、録画とライブ中継を

やったほうがいいのではないかと。１人の方が録

画だけというような形で。あとの方からどっちに

するのかという意見が出て…。 

 川村委員。 

○川村委員 私も、今、澤出委員が言ったよう

に、フルスペックでやって、行く行く、これから

議題にも出てくるのでしょうけれども、議会だよ

りの簡素化とか、これはまだ議題になっていない

ですけれども、ペーパーレスとかになれば、タブ

レットのＷｉ－Ｆｉの環境整備とか、そういうの

も今後出てくる要素があるので、その辺も見越し

たことを含めて整備するのはいいのかなと思いま

すので、私としては両方やることに賛成いたしま

す。 

○中島委員長 まだ発言されていない方、もし自

分の意見がありましたら。 

 中川委員。 

○中川委員 ちょっと確認なのですけれども、ラ

イブ配信と同時にやる予定でいったとして、例え

ば同時配信できるという状態をつくった状態で、

例えば１回、２回、３回なのか分からないですけ

れども、１回、２回、３回くらいは試しに、生で

はなくて録画配信だけをするということは可能な

のですか。 

○中島委員長 局長。 

○関口議会事務局長 要は最初に録画配信だけで

試しでやってみるということですか。 

○中島委員長 中川委員。 

○中川委員 要はライブ配信と録画配信が両方で

きる仕組みをつくって、６４万円何がしのものを

先にやってしまって、だけれども、最初の１回か

２回かをやるときは、いきなりライブ配信ではな

くて、最初の試しで何回かは録画配信だけをやる

ということはできるのかどうか。 

○中島委員長 ライブ中継やって、その中からだ

んだん録画のほうに移行していくという形。 

○中川委員 今、録画配信だけでいくと２９万

７,０００円、録画とライブ配信が両方できるよ

うにすると６４万円。最初からシステムを６４万

２００円の、両方できるシステムを入れておく

と。だけれども、いきなりライブ配信をするので

はなくて、１回か２回は、まず録画配信だけを試

してみるということが可能なのかどうかというこ

とを聞いています。 

○中島委員長 両方準備しておいて、準備してお

きながら一つだけやってみると。録画配信だけ先

にやってみると、そういうことができるかできな

いかということですね。 

 局長。 

○関口議会事務局長 先ほどの資料４の系統でい

きますと、赤の１、２を使って３まで一緒だと思

うのです。それを赤の４のほうに行かないで、そ

のまま青のステージのほうに行くという形を使う

と思うので、可能かとは思います。 

 ライブのやつは、町の専用回線を通じていくと

いうことだったので、最初のユーチューブだけだ

と、今ある既存の回線を使ってユーチューブに、

新規のルータをつくっていくということなので、

映像は飛ぶと思うのですけれども、回線的には、

流せるという解釈をしていたのですけれども。 

○中島委員長 中川委員。 

○中川委員 ②の提案、６４万円何ぼのやつで、

ライブ配信を最初はやらないで、録画配信だけを
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やるということが可能であれば、予算的には最初

から６４万円でいったほうがいいのかなというこ

とですけれども、それは可能だということです

ね。 

○中島委員長 結局、両方できる予算で進めてい

くということですよね。６４万２００円で、ライ

ブ配信も録画もできる道具をそろえておいて、一

つだけ、録画のほうだけ先にやって、生中継のほ

うは置いておいて、できるときになったらやって

いくという形。 

○中川委員 それがシステム上可能なのかをまず

今。 

○池田委員 その辺をメーカーというか機械屋さ

んに確認して答弁してもらわないと、だろうで

は、買ってしまった後……。 

○中島委員長 局長。 

○関口議会事務局長 その辺、情報防災課になり

ますので、次回までお時間いただければと思いま

す。 

○中島委員長 平松委員。 

○平松委員 俺はそんなに詳しいわけではないけ

れども、線を引いておくのだから、線を引いてお

いたらどういう使い方もできるということで、係

長、間違いないよね。 

○中島委員長 暫時休憩します。 

午後 ２時２１分 休憩 

───────────── 

午後 ２時３１分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き、会議を続けま

す。 

 青山委員から早退の案内がありましたのでお知

らせいたします。 

 それでは、中川委員に対する事務局の答弁から

お願いいたします。 

 局長。 

○関口議会事務局長 先ほどの答弁なのですけれ

ども、録画配信はできます。 

○中島委員長 中川委員。 

○中川委員 録画配信のみもできるということで

あれば、システム自体は、②番の両方できる、６

４万円何がしのほうを入れておいたほうがいいの

かなと。 

 あと、これをやるとして、中身の話というのは

後でまた。 

○中島委員長 中身というと、どういう中身。 

○中川委員 例えば今の議会をありままで進め

て、ただ画像は今撮れていますから、それでやる

ものなのか、よその議会のやっているものを見

て、今度は全世界に映像で流していくということ

になりますので、(「全世界」と呼ぶ者あり)ユー

チューブに、インターネットに流すということは

そういうことになりますので、本会議場の機械の

仕組みとシステムではなくて、議会の在り方を理

事者側ともある程度意見を聞いたりしてから進め

たほうがいいのかなというところがあったのです

けれども、その辺はなしで、一方的に議会で、た

だ映像を流すという形でやってしまうのか。 

○中島委員長 その辺は全然頭になかったのです

けれども、運営方法とかそういうのは余り、どう

なのだろう。機械のあれですから、今やられてい

るような機械のある中で、うまくセッティングさ

せて放映していくというような形で、運営をどう

するかとか、そういう問題ではないのかなという

気が私としては、しないのですけれども、皆さん

の意見を聞きたいと思いますけれども。 

 中川委員、もう少し詳しく。 

○中川委員 例えばほかの議会の仕組みも、映像

で出ているところは、映像で流すといったとき

に、今まではこうだったけれども、映像でやるの

であれば、例えば一般質問をここでやるのか、そ

こで最初やるのかとか、例えば町長の答弁はそっ

ちでやるのかとか、いろいろなやり方をやってい

るところがあると思うのですけれども、あくまで

も七飯の今までのやり方でそのまま流していくの

か、その辺の。無理に変えろということではない

ですけれども、映像でどういうふうに映るのかと

いうのを考えたほうがいいのかなという。 

○中島委員長 これは私の考えで大変申し訳ない

のだけれども、私は、そういう生放送というのは

自然体が一番いいと思うのです。自然体で流す。

さっき見ていただきましたけれども、ある程度つ

くられたものではないのです。本当に自然体の中

継なのです。映りがどうか、例えば町長が自席で

答弁したものをこっちへ持ってくるとか、そうい
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うような考えでなく、自然体で、今の議会の流れ

をそのまま中継するわけですから、工作までして

絵をつくるようなあれではないと思うのです。自

然体でいいと思うのです。 

○若山委員 意見をしっかり最後まで言わせて、

何か委員長がすぐ答弁する必要はないと思う。最

後まで言ってもらって、反対するなり……。 

○中島委員長 話してください。 

○中川委員 私が言っているのは、別に工作する

とかということではなくて、やっぱり映像で流れ

ていくということですから、逆に言ったら、これ

を機にそういうやり方というのも、このままでい

いのかどうかも含めて、１回は議論して、いいの

であればそのままいいのだろうし、ここはこうい

うふうにしたほうがいいのではないかとか、さっ

きの画像を見て、よその議会ではこういうふうに

やっているから、これはいいというふうになるも

のなのか、そういうものも含めて、どうせ配信す

るのであれば、やったほうがいいと思うのですけ

れども、別に変に工作するような話をしているつ

もりは一切ないのですけれども、その仕組みだけ

を確認して、あくまでも議論は自然体のもので、

答弁調整しろとか、そういうことでもないです

し、あくまでも本当に自然の議会をやらなければ

ならないのですけれども、そこをこのまま全部映

像で流していくのか、これを機にそこも、これで

いいのかどうかというのを確認、あるいは再確認

というのか、私たちでそれをもう一度考える機会

にもなるのかなと。その結果、そのままでもいい

ということになるかもしれないし、ここもこうい

うふうにやったらいいということも出るかもしれ

ないということで、そういう議論が必要ではない

かと思うのですけれども。 

 システムに関しては、２番の両方できるシステ

ムを進めていただいてと思いますけれども、た

だ、中身も一切議論もせずにとんとんと行くのも

ちょっと違うかなと思ったので、今、発言させて

いただきました。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ただいま中川委員からいろいろとアドバイスと

いいますか、これからの進め方についての質問が

ありましたけれども、その件につきましては、後

ほど進め方の中で議論させていただきたいと思っ

ておりますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

 とりあえず今やっているのは、録画だけでやる

のか、ライブ配信と録画の両方でやるのかとい

う、二者択一の中のどちらでやるかという意見

で、それまでまとめてしまわないと話が進みませ

んので、今、皆さんから御意見を個人個人に聞い

ているということで。今のところは、フルスペッ

クでやるというのが結構人数が多いのですけれど

も、録画でやるというのは、今のところは田村委

員１人ということで。あと、発言されてない方が

何人かいらっしゃいます。どちらでやるのかとい

う、もし意見がありましたら、こちらのほうがい

い、こっちのほうがいいのだというような意見が

あったら、まだ発言されていない方の発言をいた

だければと思うのですけれども。 

 畑中委員。 

○畑中委員 例えばライブ、あるいは録画の放映

については、設備自体は、両方できるように初め

から進めたらいいなと思っています。 

 ただ、今どっちかというと録画のほうを優先し

たらというのは、我々、理事者と議会のほうを進

めているのですけれども、我々がいつも見ている

七飯町議会というのは、これで当たり前なのだと

いうような考えで、一番理想的なのだと思ってい

るかも分からない。でも、よその議会を見ている

と、私はちょっと感じたことが一つあるのです。 

 それは、北斗市の議会なんかは、例えば一般質

問です。それは、最初の答弁、みんな市長が答弁

しているのです。そして再質問、２回目からは、

細部については各担当課長が答弁するような形を

取っているものですから、例えばそういう形にし

ても、どういうのが望ましいのか。 

○中島委員長 ちょっと待ってください、話が

ちょっと違うので。今、ライブと録画と両方やる

のか、ライブだけ、二者択一のことを今お話しし

ているのであって、答弁がどうのこうの、課長の

答弁がどうのとか、そういう話は今一切議論に

なっておりませんので。 

 畑中委員の意見はどちらなのですか。ライブ配
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信と録画と同時でやるのか、それとも録画だけで

やるのか、今、二者択一の話を、どちらですかと

いう考えを聞いているのです。 

○畑中委員 設備については両方やるべきだと

思っています。 

 初め、録画配信をやってほしいなと思っていま

す。そして、ある程度進んだ段階で、やっぱりラ

イブも必要だということになったら、そっちも一

応やればいいし、いずれにしても経費だとか事務

的手間がかかるものですから、一つに絞ってやっ

ていただきたいなと思います。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ほかに発言されていない方。 

 稲垣委員、どうぞ。 

○稲垣委員 私もライブ配信と同時のやつをやっ

たほうがいいと思っていまして、ライブ配信とい

うのは、本当に興味のある人がタイムリーに見た

いという人たちなので、そこはライブ配信で流

す。残す部分に関しては、例えば休憩の部分を

カットしたりとか、その辺を編集しながら、その

部分を残していくという方法がいいのではないか

と思います。 

 以上です。 

○中島委員長 ２番のライブと録画同時に。 

○稲垣委員 同時のほうで。 

○中島委員長 分かりました。 

 ほかに、発言されていない方。 

 坂本委員。 

○坂本委員 両方でいいと思います。 

○中島委員長 横田委員、まだ発言ありませんけ

れども。 

○横田委員 両方でいいです。 

○中島委員長 神﨑さんは、両方。 

○神﨑委員 よろしいです。 

○中島委員長 副委員長。 

○上野副委員長 私も両方。 

○中島委員長 両方。 

 池田委員まだ聞いていなかった。 

○池田委員 両方でいいです。 

○中島委員長 長谷川委員。 

○長谷川委員 同じです。 

○中島委員長 確認させていただきますけれど

も、皆さんから意見を聞きましたところ、大多数

がライブ配信と録画の配信、同時に開始したほう

がいいのではないかというような、予算的にも要

求したほうがいいのではないかというような結論

に達しましたので、このように進めてまいりたい

と思いますけれども、皆さん、よろしいでしょう

か。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 そのように決定させていただきました。 

 あと、予算の問題なのですけれども、どこの予

算なのか分かりませんけれども、七飯町としての

一番新しい予算を、今、ライブ配信と録画を同時

にやる場合にどれぐらいかかるのか、新しい積算

価格をつくったほうがいいのか、出させてもらっ

たほうがいいのかというような考えを持っていま

すけれども、皆さん、どうでしょうか。 

 平松委員。 

○平松委員 その件に関して意見があるのですけ

れども、一応事務局で用意してくれたのは一種類

なものですから、例えばケーブルテレビとかで、

見積り取ったら幾らくらいになるのかと、複数の

見積りを取っていただきたいなと思っています。 

○中島委員長 この予算を、積算価格、複数取っ

ていただきたいと。そういう話が今、平松委員か

らありましたらけれども、皆さんどうでしょう

か。 

 複数の会社から積算価格を出してもらうと、な

るべく早く提出してもらうという形でよろしいで

しょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 では、そのようにさせていただき

ますので、よろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

 それでは、インターネット配信については、今

日はこのぐらいに……。 

 局長。 

○関口議会事務局長 今、平松委員が言われた複

数の見積りというのは、ケーブルテレビとかとい

うのはどういったものなのですか。 

○平松委員 函館市役所はケーブルテレビでライ

ブ中継しているのだよね。そのほかに自分たちで
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アーカイブをつくって、議事録と同時に見られる

ように編集して流しているのですけれども。 

 今、係長が出した見積書というのは、どこのも

のなのか。使う機種だとか、それからＮＴＴベー

スでやるのか、ケーブルテレビでやるのかでも多

分値段が違うのではないのかと思うので、それの

見積りをお願いしたいと思います。 

○中島委員長 局長。 

○関口議会事務局長 ケーブルテレビということ

は、録画自体がケーブルテレビでやっているとい

うことですか。 

○平松委員 今、１社見積りだから、それがいい

のか悪いのか、何か比べるものが欲しいというこ

とです。 

○関口議会事務局長 今つくってもらっている見

積書は、うちの情報防災を通してつくってもらっ

ているので、もう一つ取ってもらうということで

すか。 

○中島委員長 局長、今、複数取ってもらったほ

うがいいのではないかという話だったけれども、

複数取れるのですか、何社か。 

○関口議会事務局長 ちょっと何とも、今、私の

判断ではお答えできない。 

○中島委員長 その辺は、事務局に努力しても

らって、できるだけ取れるようにという形が、で

きなければしようがないですけれども、なるべく

事務局のほうに頑張っていただいて取ってもらう

というような形で進めたいと思いますけれども、

平松委員、よろしいでしょうか。 

 そのようにさせていただきますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 田村委員。 

○田村委員 確認ですけれども、今のインター

ネット配信の予算が出てきた場合には、新年度予

算に計上するという考え方でよろしいのですか。 

○中島委員長 その件については私も頭になかっ

たのですけれども、新しい予算を見てからその議

論に入っていこうかなと思ったのです。次回にそ

の意見を出そうと思ったのですけれども、今出ま

したけれども、その件についても後で、私の頭で

は、新しい見積りが出てから、次回にするのか、

新しい議会が始まったときにするのかという、そ

ういう議論も同時に進めていきたいと思ってはい

たのです。今ここでまだ決めかねていますので、

次回でもよろしいでしょうか。 

○田村委員 次回ということになれば、例えば次

回で乗せましょうということになれば、予算計上

的には間に合うという考え方なのか。 

 というのは、中間報告も出ましたよね。そして

今、インターネットの配信なんかで、一定程度見

積り等が出てきて、これで行けるのではないかと

いう話になってしまうと、中間報告の中も変わっ

てくると僕は思うのですよ、当然。１１月２４日

付ですけれども、日にちは変わってくるのだろう

と思うのです。 

 そうなると、それなりのしっかりとした活性化

に向けた進み具合というのがより明確になると思

うのです。例えば令和３年度に計上して、３年度

中にライブ配信と編集したそういうものを出しま

すという話になってしまうのです。それずるずる

行ってしまうと、令和４年ですよ。途中で補正予

算という話もあるかも分からないですけれども、

どっちみちやるのであれば、令和３年の新年度か

らきちっとそういう方向でやりますという中で私

はすべきではないのかなと思います。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 私の頭の中にも、また、私のメモ帳の中にも、

実施時期についてどうするかというような考えも

あったのです。それも今日、話したかったのだけ

れども、時間も迫ったので、予算もまだ、今、話

が出まして、現実的な予算を複数の会社から出し

ていただくと。こういうものが決まってから、実

施時期をどうするかという話に入っていこうかな

と。 

 それと、新年度に間に合うか間に合わないかと

いう話なのですけれども、私の頭では令和３年度

から進めていきたいと思っていますけれども、新

年度予算に間に合わなかったら、補正のほうでも

できないことでもないのかなという考えを自分な

りに持っていたものですから、今日、言葉に出し

ませんでしたけれども、田村委員のほうから出ま

したので、次回、早急にその話も進めてまいりた

いと思います。 
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 それとあと、中川委員から出ました運営の方

法、このことについても次回にぜひ議題に乗せて

いただいて、皆さんの御意見をまとめてみたいな

というふうに考えておりますので、御理解いただ

きたいと思いますけれども、田村委員、どうで

しょうか。 

○田村委員 分かるのですけれども、ここまで、

やりましょうという方向が出たのですから、あ

と、見積りを取って、こっちの見積り、こっちの

見積り、こっち側がいいというのが決まってしま

えば、予算で計上できるわけですから、私は進め

るべきだと思うのです。だからここまで来て。た

だ、この次の議論で、分からないという話ではな

くて、やると決まっているのですから、あと、問

題は、金額がどのぐらいかかるか、その金額が分

かれば計上できるわけですから、やるべきだと僕

は思うのです。 

○中島委員長 ありがとうございます。やりま

す。 

 ただ、今言ったように新しい見積り価格が出て

から、値段が決まった時点で、いつからやるかと

いうこともできると思いますので、それには、次

回の委員会で早急に進めてまいりたいと思ってお

りますけれども。 

 副委員長。 

○上野副委員長 町の来年度予算の審議が今月の

１２日ぐらいから受付けがありまして、そろそろ

そういった各課からの予算案の審議が始まるぐら

いの状況になっているのです。 

 そういうことからすると、この委員会で、来年

度からやるというのであれば、相当早めに結論を

出さないと、町のほうの対応もできないことにな

ると思うので、見通しを、いつまでにそういった

結論を町に知らせばいいのかということをちょっ

と確認した上で、委員会の審議も設定していく必

要があるのではないかというふうに思いますの

で、その辺ちょっと局長のほうから答えていただ

きたい。 

○中島委員長 局長。 

○関口議会事務局長 予算査定のほうはもう始

まっていますが、最終的な町長査定が１月、年明

けてからだと思います。今、副町長査定ですの

で、町長査定まではまだ少し時間があります。最

終的にそこで決定をするので、その辺に間に合え

ば今年度は間に合う。万が一間に合わないとして

も、補正予算という形もございますので、そう

いったものも考えながらいけば可能かと思うので

すが。 

○中島委員長 若山委員。 

○若山委員 いつも会議を乱してしまって申し訳

ないのですけれども、委員長は、いつからやるか

という話を我々に何も諮っていないわけです。来

年度からなんて勝手に言っていますけれども、来

年度と思っている人もいるし、でき次第と思って

いるし、僕と澤出委員なんか、３月に今年度補正

予算を上げてやるようにすればいいのではないか

というふうに考えているわけです。いつやるかと

か、そういうのも含めて、みんなに意向を聞いて

いかないと、自分の思惑だけで、次回やりましょ

うとかなんとかということで、来年度からとか、

そういう思惑で話されても困るので確認を取って

ほしい。スケジュール感とかやり方だとか含め

て、みんなの意見を聞いてほしいというふうに思

います。 

 それと、先ほどの田村委員の意見は、先ほど一

応閉めてしまった中間報告に、インターネット配

信について載せたほうがいいのではないかという

新たな動議ではないかというふうに僕は受け止め

たのですけれども、今日の議論の内容について、

予算はまだ決まっていないけれども、インター

ネット配信についてやる方向が確定したというよ

うな形で、準備でき次第進めたいというような形

の意見を入れるというようなことではないかなと

思うのですけれども、中間報告については、もう

閉めてしまったのでどうしようもないということ

であれば別ですけれども、今日の議論も織り交ぜ

た形で中間報告してもらえれば、議会の方針とし

ていいのではないかなと思います。 

 それと、議会については、議会が仕切っている

ものなので、町がライブで流されるのは嫌だと

か、そんな話は受け付けるべきものではないの

で、説得をするとか、何が嫌なのかというのは聞

きますけれども、本来、議会がそれをライブで流

す、録画で何かするとかというふうに決めれば、
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議会が仕切っているものなので、理事者側がどう

だとか、ちょっと嫌だとか、着てくる服がどうだ

とか、そういうような話がもしあったとしても、

それについては話を聞く必要はないものではない

かなというふうに思います。こういうふうに進め

ますと。それについて何か不都合があれば御相談

には応じますという程度でいいのではないかとい

うふうに感じます。 

 それで、中間報告に載せるかどうかは、もう１

回諮っていただければなと、勝手な話ですけれど

も、お願いしたいというふうに思います。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 いろいろありましたけれども、実施時期につい

ては、私の考えを申しましたけれども、私は別

に、いつからやるとか、そういうことは言ってい

ませんけれども、ただ、見積書が、新しい価格が

これから複数出てきます。これは暫定的な数字で

すから、これで出すわけにいきませんから、行政

のほうにも。だから新しい現実的な見積書をつ

くってもらって、複数を今言われましたけれど

も、その金額が決まった時点で行政のほうにお知

らせする必要もありますので、ですから私は次回

に上げてもらって、いつから実施するかというこ

とも自然的につながってくるのかなというふうに

考えております。この数字が決まらない限りは行

政に上げるわけにはいきませんから、いつからや

るということもできません。これが出てきてから

のほうが僕は行政のほうに話を持っていきやすい

のかなというような気がいたします。 

 局長。 

○関口議会事務局長 先ほど平松委員から複数の

見積りという話が出たのですけれども、この資料

は私ども情報防災のほうに頼んだのですけれど

も、そのときに、２月３日の委員会だったと思う

のですけれども、見積り、どのぐらいかかるかと

いうものをやったときに、ある委員のほうから、

情報防災課長に頼んで、どういった編集の機種が

あるかとか、何種類あるものなのか情報防災課長

のほうにお願いをして、金額も分かれば出してく

れと言ったもので出してもらったので、その辺、

出してもらったものなのです。今、皆さんに１０

月１９日にお配りした見積書というのは。 

 ですので、これまた新たに業者に頼んでという

形になれば金額は何とも言えないのですけれど

も、変更になってくる場合はあります。 

 あくまでもそのときの時点では、情報防災課長

に頼んで、こういった機種で大体見積りを出して

くれ、それでいいですと了解を得て出した金額で

す。 

 ですので、また新たに複数の業者に新たに頼ん

でというふうになりますと、金額的なものはこの

ままで収まるかどうかというのはちょっと聞いて

みないと分からないです。 

○中島委員長 平松委員。 

○平松委員 今これでまず押さえたのだから、同

じ程度のものでもっと安いものが出てくればとい

う思いで言っているわけでしょう。見積りをもう

一つ、二つ取ったら、複数というのは。これ以上

高いものにしようということは何も考えていない

です。まずそれが一つ。 

 それから、委員長、中間報告、若山委員も言い

ましたし、田村委員の質問に答えていないと思う

のですけれども、中間報告、１１項目出している

のですけれども、インターネット配信することを

決定したということくらいは加えてもいいのでは

ないですか、費用がどうだとか、やりかたがどう

だというのは別にして。今、今日これ決まったわ

けだから、まとめの前に、インターネット配信す

ることに決定したということだけ載っけておいた

ほうがいいのではないですかという意見。 

○中島委員長 ただいま平松委員と田村委員の言

うインターネット配信についてはやることに決定

しましたと、これくらいのことを報告に載せたほ

うがいいのではないかという話がありましたけれ

ども、もう決は採ったので無理かなと思うのだけ

れども。 

○関口議会事務局長 委員会、今日、報告書の後

にやるということがあったので、もしかしたら変

わるかもしれないという前提で、今後の協議につ

いての確認を行ったということで閉じたのですけ

れども、その辺は変更……。今まではこういうこ

とはないですけれども、実際にやっているので、

記載は可能かと思います。 
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○中島委員長 今、事務局のほうから御答弁あり

ましたけれども、多少の変更は可能ということで

すので、今、平松委員並びに田村委員のほうから

出ましたことにつきまして、そのように変更して

もよろしいでしょうか。御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 では、そのように文言をちょっと

変えさせてもらいますので、御理解のほどよろし

くお願いをいたします。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 色々とこういったインターネット配

信に対するいろいろな、中身が皆さん、自分たち

の頭で分かっていることだけ、そうではないかみ

たいな話が多いですから、できれば次回、情報防

災課長に、事務局には申し訳ないのですけれど

も、情報防災課長に出席の要望をされたらどうか

と思いますけれども、いかがでしょうか。この特

別委員会に。 

○中島委員長 今、神﨑委員のほうから、情報防

災課長を委員会にお呼びして、内容的に、または

いろいろな面でお聞きしたほうがいいのではない

かというような御発言がありましたけれども、も

し皆さんがそれでよろしければ、課長に御足労

願ってお話を聞くのもあるかと思いますけれど

も、皆さんどうでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 異議なしと出ましたけれども、皆

さん、それでよろしいでしょうか。発言者は考え

て御質問なさると思いますし。 

○神﨑委員 先ほどライブの配信、録画同時にと

か、開始するに当たってのいろいろな流れが、皆

さん、そうでないか、こうでないかという話が結

構多かったのです。結局私たち、はっきりしたも

のではないので、そのあたりをきちっと教えても

らうというか、今の庁舎に関わる関連で、どうし

てもこういう配線が要るとか、恐らくこれを出し

てくれたのが情報防災課長だと思うので、そのあ

たりと関連してお聞きしたいということは、皆さ

ん、いかがですか。ただ、今そう感じたものです

から、はっきりしたものがちょっとでも分かれば

安心するのかなと、機械とか配信がどうなるのか

ということをお聞かせいただいたほうがある程度

安心して進められるのではないかという思いでい

たものですから、いかがかなという御提案ですか

ら。要らなければ要らないで、それは構わないと

思いますけれども。 

 以上です。 

○中島委員長 皆さんどうでしょうか、今、神﨑

委員からそういう話が出ましたけれども、必要で

あれば呼ぶし、要らなければ要らないと。御質問

いただきましたけれども、皆さんの御意見。 

 畑中委員。 

○畑中委員 今日の議論を聞いていますと、例え

ば局長であれ係長であれ、ある程度勉強されてい

ると思うのですけれども、こういうライブ配信だ

とか録画配信だとか、こういったものの細かなこ

とについては、情報防災課長のほうが、さらに勉

強されていると思うので、我々どっちかという

と、まだまだ十分理解していないところもあるの

で、その中で議論を進めるというのは非常に危険

なことだなと思うし、できれば、もうちょっと分

かる、正確に分かる人が来て説明していただいた

ほうがいいのかなと思いますので。今までの決

まったことについては、バックしなさいとは言っ

ていないのです。より我々が理解しながら進めて

いきたいなと思っているので、神﨑委員の御提案

について賛同いたします。よろしくお願いしま

す。 

○中島委員長 今、畑中委員より、インターネッ

ト配信について、より理解するために、今までの

ことを覆すのではなくて、より前進的な意見を聞

くために課長を呼んでお話を伺ったほうが、質問

されたほうがいいのかなというようなお話があり

ましたけれども、ほかにございませんか。 

 呼ぶことに異議はございませんか。よろしいで

すか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 では、次回、課長を呼んで、いろ

いろと皆さん御質問していただきたいと思います

し、質問事項も次回までに考えておいて質問して

いただきたいというふうに思います。 

 もう１点確認させてもらいますけれども、中間

報告のまとめのところなのですけれども、今いろ

いろと変更したほうがいいのではないかというお
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話がありましたけれども、ここのところについて

は、正副委員長と事務局で改めてまとめてみたい

と思いますけれども、よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 そうさせていただきますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

 それでは、インターネット配信については、一

応ここでけじめつけさせていただいて、終わりた

いと思います。 

 次の議会だよりなのですけれども、時間的にも

遅くなりましたけれども、今日、議会だよりにつ

いては、議論は差し控えていただきますけれど

も、私もまだ勉強して、大変申し訳ないのですけ

れども、今後どのような形で進めていったらよろ

しいのか、議会だよりの簡素化というような形に

なっていましたけれども、簡素化だけではなく

て、以前話したのは改革といいますか、やはり町

民の方にいかにして議会だよりを読んでもらう

か、目を通してもらうか、いろいろな方法がある

と思うのですけれども、どうやったら町民が手に

取って読んでくれるか、そういうようなことも一

つの議会だよりの改革、変更になっていくのかな

というようなことで、ぜひその意味を含めて、皆

さんから、どういう形で、どういう項目で進めて

いったらいいのか、どのように簡素化するのか、

また、一般質問の議会だよりのスペースがありま

す、今のでは足りないのではないかとか、拡大し

たほうがいいのではないかとか、今度出るネット

配信との関わり方も一つ問題になってくるかと思

いますし、横田委員から前回出ましたけれども、

議会だよりの経費の問題、ページ数の問題、この

問題も含めてお話もあるのかなと。 

 それと、資料には、議会だよりの予算とかペー

ジ数とかというようなことで載っていますけれど

も、果たしてこのままでいいのか、やはり財政面

を考えながら、議会だよりの中身、現状維持して

いくのか、変えていくのかというような、いろい

ろな項目があると思うのですけれども、その辺を

ぜひ皆さんから議論項目を提出していただければ

有り難いなというような考えを持っています。 

 どういう形で議論を進めていったらいいのか、

皆さんから御提案いただければと思うのですけれ

ども。 

 澤出委員。 

○澤出委員 せっかく日本全国いろいろな議会が

あって、議会だよりはどこでも出している話なの

ですけれども、具体的にここの議会の議会だより

のここがいいというところが見えたほうが、話が

一番建設的に分かるのではないかと思います。 

 うちの同僚の若山委員あたりもいろいろ調べて

持っていらっしゃいますし、それぞれいいとこ

ろ、何でそれがいいのかという理由と、ここがい

いというところが目で見えるので、具体的にそう

いう資料を、インターネットだとばっと印刷でき

るので、持ってきて、自分なりに答えを一人一人

答えさせるでもいいですし、そのほうがみんなの

答えが分かるのではないですか。そういうふうに

やったほうがいいのではないでしょうか。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ほかにありませんか。 

 若山委員。 

○若山委員 議会だよりについては、テーマが、

議会だよりの簡素化という形になっているので、

どうこれ以上簡素化するのかというのは僕は正直

よく分からないので、より親しみやすいとか、読

まれる議会だよりに変えていくというようなテー

マとして、もっと簡略化するとか、絵を増やすと

か写真を増やすとか、そういうような発想で見て

いきたいとは思うのですけれども。 

 今、澤出委員が話したのは、たまたま去年、総

務財政で行った瑞穂町の瑞穂の広報はこういうふ

うにあって、議会のひろばという議会だよりが別

にあって、もらってきて。カラーで非常に見やす

くて、きれいなあれがあるのです。ただ、これが

読まれているかどうかは分かりません、町民に聞

いているわけではないので。 

 だから、こういうのを我々議員が、澤出委員が

今言ったとおり、集められる限り集めて何かする

ということと同時に、これを読んでいる町民に、

どのような形がいいのかちょっと分からないので

すけれども、読まれているのかどうかとか、どう

いうことを期待しているのかを含めて、アンケー

トとか、そういうものを実施して、それを踏まえ

た上で、実際に読まれているのか、誰も読んでい
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ないのか、こういうふうにしたほうがいいとか、

カラーにしたほうがいいとか、そういうようなも

のを何らかの形で、アンケートは一つのあれです

けれども、何らかの形で住民に、今の議会だよ

り、４回発行して、ななえ広報にこうやって載っ

ている、この中に入っていますというのが読まれ

ているのかどうか、どういうふうにしたらいいの

か、その意見を聞くような、モニターでも構いま

せんし、そのような機会をつくって、その結果を

見て、どうすべきかというのを時間をかけて検討

する必要があるのかなというふうに感じておりま

す。 

 インターネットでも取れるし、これをやめてし

まうのも一つの選択かもしれないのですけれど

も、紙で配るというのはまだ絶対必要だと思いま

すので、読んでもらう。議会に親しんでもらうと

いうような形をどうしたら取れるのかを考えてい

きたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 結論的には、町民にいかに読んでもらうかとい

うことだと思いますし、また、町民にアンケート

を取って、やったほうがいいのではないかという

ようなことを言われていましたけれども、アン

ケートについては、次回までにもっと詳しく教え

ていただきたいと思いますけれども、よろしくお

願いしたいと思います。アンケートの取り方だと

か、どうしたらいいかとか、いろいろな方法があ

ると思うのですけれども、いいアイデアがあった

らぜひ具体的に報告していただきたいと思います

けれども、よろしくお願いいたします。 

 横田委員。 

○横田委員 今、若山委員から出ていたのですけ

れども、今回、インターネット配信をやるという

ことは、それだけ今の議会というものは、町民に

身近なものにしていこうというのが僕は一でない

かと思っているのです。今までの広報だけでやっ

たら全然、余り町民と密着していなかったという

ことがあって、みんなで、これはやったほうがい

いのではないかという話になったと思うのです。 

 そういうところに立てば、今回インターネット

で配信することによって、例えば実際に一般質問

の内容については、ホームページを見ると議事録

がついています。議事録を見れば中身が分かる。

そういうふうになっていったら、今の広報という

のは役割が変わっていくと思うのです。余り詳し

く書く必要もないし、反対に、こういうことは、

例えばインターネット配信に出てない、そういう

ものをそこにつけ足してやっていくということが

大事な話ではないのかなと思うし、そうすること

によって、町民も議会というものを理解してくれ

るだろうし、私も議員をやってみたいとか、そう

いうふうになっていく。そういうようなものが、

今回のインターネット配信の主な目的だと思うの

です。 

 そこのところを、これもある、あれもあると、

何でもありますといって、お金をかければいいと

いうのだったら僕は。お金をかけないで、無駄な

とは言わないですけれども、やっぱり費用対効果

のあるようなお金の使い方をしていったほうがい

いのではないかなと。それをやるにはどうして

いったらいいのか。 

 そもそも私がさっき言ったように、議会広報

は、今までと違った役割を果たしていくようなも

のにしていくことが大事だと思います。 

 以上です。 

○中島委員長 今、横田委員のほうから発言があ

りましたけれども、インターネットが今度やるこ

とになりましたけれども、町民は、インターネッ

トが身近にするという話がありました。 

 今までのものは町民からちょっと離れているの

ではないかというような話、議会だよりには詳し

く載せる必要がなくなるのではないかと、イン

ターネット配信することによって。 

 それと、なるべくお金をかけないで、今までの

役割を果たせるような形にしたほうがいいのでは

ないかと。削れるところは削っていくというよう

な形にしたほうがいいのではないかという意見が

ありました。 

 このことを含めて、次回、皆さんの御意見をい

ただきたいと思います。 

 ほかに何かありませんか。もっとこういうこと

で議論してみたいというのがありましたら。 

 畑中委員。 
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○畑中委員 今の議会だよりというのは、どっち

かというと広報の中に入っているわけなのですけ

れども、一般の町民の方にお尋ねすると、ななえ

広報の部分は読むのだけれども、議会だよりのほ

うは、特別、一般質問なんかで、知っている人の

質問は見るけれども、そうでない人のは余り見な

いとか、そういう意見も聞いたし、もう一つは、

今度はライブ配信、そういったものをこれから取

り入れていくものですから、今までどおりの予算

をかけて議会だよりを発行するというのは、私は

ちょっと経費を節減する方向で考えたほうがいい

のかなと。 

 周りを見ると、本当に手に取って読みたいよう

な議会だよりもあるのですけれども、それにはあ

る程度お金もかなりかけています。そうした場合

には、今これから、なかなか財政難なのに、あれ

もこれもというふうなことではやっぱりいけない

のではないかなと思うし、そうなれば、たまた

ま、これ好き嫌いあるだろうけれども、函館市で

発行している議会だより、これは非常に簡素なも

ので、あれだったら、結構読みやすいのね、すぐ

ね。だから、ああいうのもいいのかなと思いま

す。 

 それからもう一つは、先ほど若山委員が町民に

アンケートを出して、今の議会だよりについての

批評をいろいろしていただいたほうがいいのでは

ないかと、これは全くそのとおりだと思うので

す。長い七飯町の議会の歴史の中で、実は議会だ

よりについてアンケートを取ったという例がない

のですよね、はっきり言って。我々は議会だより

を発行する中で、多分読んでいるだろうという思

いでもって発行しているけれども、実は町民の反

応というのが全く伝わってこないのです。そうい

う部分があるので、いつかの時点でアンケートな

んかも取れるものだったらやったほうがいいのか

なと。そして、町民の声に応えていく必要がある

のではないかなと思っています。 

 以上です。 

○中島委員長 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 ないようですので、今までたくさ

ん意見いただきましたけれども、次回、このこと

を踏まえて中身の濃い議論をさせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いをしたいと思い

ます。 

 今日の委員会は、これで終わります。 

 どうもありがとうございました。御苦労さまで

した。 

午後 ３時２０分 閉会 
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