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議会活性化特別委員会（第１２回） 

 
令和２年１２月２２日（火曜日）午前１１時４０分開会   
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午前１１時４０分 開会 

○中島委員長 それでは第１２回の議会活性化特

別委員会を開催いたします。 

 前回の委員会で情報防災課長に出席いただきま

して、いろいろと情報をいただきたいというよう

なお話がありましたものですから、総務部長と一

緒にお越しをいただいております。 

 まずみなさんにお配りしました提出資料がござ

います。このことについて、情報防災課長のほう

からご説明いただきたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

 情報防災課長。 

○若山情報防災課長 それでは配付されました資

料につきましてご説明申し上げます。前回の委員

会を開催されたときに町内の業者の見積りをとっ

てみたらどうかということで議会事務局のほうか

ら依頼を受けまして、それに基づきまして町内業

者から見積りをとっております。見積りの依頼の

内容といたしまして、まずこのような機器でイン

ターネット配信が十分にできるのかという内容

と、その機器の値段ということで、見積りを求め

てございます。資料の後ろには業者の見積りをＡ

社、Ｂ社を付けてございますが、見積りの公表ま

では業者に承諾をとってございませんでしたの

で、社名は失礼ながら隠させて資料とさせていた

だいておりますので、ご理解いただきたいと思い

ます。それでは、資料の１ページ目の比較表とい

うことで、一番左側の私が結構前に積算した金額

でそれに基づいて、右側が業者が提出していただ

いた見積りの金額との比較表となっております。

機器それぞれは前回の委員会の資料等にも私も見

させていただいたので、機器それぞれのこの機械

がどういう機械だよという説明ははぶきますが、

機器それぞれの金額につきましては、Ａ社、Ｂ社

ともこのような値段となってございまして、私が

積算した金額につきましてはその時の市場価格等

を調査しまして、予算としてこのくらい必要では

ないかという積算をさせていただいた結果でござ

います。またＡ社、Ｂ社につきましては、今現在

のところ参考見積りでいただきたいということで

いただいておりますので、実際予算をとったあと

に機器を購入する場合は数社での見積り合わせと

なりますので、さらに値段が下がってくるのでは

ないかと思っております。あと積算した金額の１

番、インターネット配信機器という私が８万円で

見ていたところなのですが、Ａ社、Ｂ社とも８万

円よりはだいぶ安く提示しております。これは私

が見ていた積算の機器と違いまして、最近になっ

て性能が良くて安い機械が出てきているので、そ

ちらでやってはどうかということで、私のほうか

らこの機械で見積りをしてくださいと業者にお願

いしておりますことから積算の金額とちょっと差

がある。実際はこの金額でできるということにな

ります。あと今回は機器の見積りだけ徴取したの

ですけど、前回の委員会の資料の積算の中にはこ

のほかに、議会事務局のところまで光ケーブルを

専用に付設していただく経費１０万円。あとは維

持費ですね、インターネットの回線を維持するた

めの使用料等について年間７万２，０００円とい

うことで積算させていただいているところでござ

います。 

 以上です。 

○中島委員長 ただいま課長のほうから機器の見

積書につきましてご説明をいただきましたけど、

このことにつきまして質疑は午後からと考えてお

りましたけど、まだ時間がございますのでみなさ

んの質問を受けたいと思いますけどもよろしいで

すか。なにかありましたら挙手をして質問をお願

いします。それとも少し見る時間をいただいたほ

うがいいですか。午後から質疑をする形がいいで

すか。 

 神﨑委員どうぞ。 

○神﨑委員 詳細の部分というか機械の部分はあ

れなのですけど、議会をやられている中でＹｏｕ

Ｔｕｂｅなら直に飛んでいくということですけ

ど、その中で不手際というか非公開にしなきゃい

けない場面とかがおそらく結構あるのかなと思う

のですけど、そういう場合はいちいち保留という

か、そういうような操作は十分可能なのかどう

か。そこの部分だけ削ってＹｏｕＴｕｂｅに飛ば

せるのか。そのあたりをちょっと。 

○中島委員長 情報防災課長。 

○若山情報防災課長 現在は生中継ということな

ので、生中継中はそこをカットしたりというのは
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できないのですけども、配信を止めるということ

は操作一つでできるので、ただ議会事務局の方が

操作することになると思うのですが、映像システ

ムとインターネットのほうも同時にちょさなきゃ

ないとなると、なかなか難しいところがあるのか

なと思います。ほかの議会の中継等も生配信で

やっているところもございますが、そこはやっぱ

りそのまま生なので流れてしまっています。ただ

個人情報の関係等もありまして、その辺は例えば

今までで言えば損害賠償とかそのときに個人の名

前が出てしまっていたのですが、そこは議案に記

載のとおりですなんかと、言い換えしながら個人

名がそのままインターネットに乗らないような配

慮をされている議会もありました。あと生で配信

したあとに、それを編集して保存していつでも見

られるような仕組みにするのですが、そこは例え

ば休憩中だったりとか、公開したくない部分を

カットしたりだとかというところで映像を切り貼

りというか切って編集したあとのものを載せてい

る議会の中継の形が多いですね。あと切り方も例

えば議案ごととか、一般質問であれば、質問者ご

ととかっていうふうにやっているところもありま

して、そこはやりようにやってどうにでもなると

思います。ただ生で配信されている部分について

は、テレビの生放送と一緒ですので、なにがあっ

てもこちらで止めないと一回は配信されてしまう

というような状況になると思います。以上です。 

○中島委員長 神﨑委員。 

○神﨑委員 事務局でそのあたりは、いちいち編

集してちょっとうまくない発言、個人情報とかの

からみとかあった場合は操作してから、ゆっくり

と配信するということはできるということですよ

ね。 

○中島委員長 情報防災課長。 

○若山情報防災課長 そうですね。生でやってい

る最中に突然でてしまったこととかはあれなので

すけど、最初からここは配信したくないというふ

うのであれば、配信を止めてから例えばその議案

をやるとか、というようなことはできると思いま

す。事前にそういうのがあればそれはできると思

います。（「それはこの機械だけでできるの」と

発言する者あり）この機械だけでできます。 

○中島委員長 ほかにございませんか。 

前回課長にぜひ聞きたいことがたくさんあると

いう話だったのですから、課長に来ていただきま

したけど、みなさん質疑がありましたらどんどん

質問していただきたいと思いますけど。チャンス

ですから。 

 川村委員。 

○川村委員 資料の１ページの項目の３のデスク

トップ型ＰＣなのですけど、デスクトップになる

と机の上に常時置かなきゃならないような状態に

なると思うのですけど、今事務局の場所にそう

いった場所を設けなきゃならないのかなとふと

思ったのですけど。例えばノート型パソコンみた

いなタイプではこういった配信とかに対しては対

応できないので、どうしてもデスクトップ型が必

要なのだということでいいのか、ちょっとその確

認を。 

○中島委員長 情報防災課長。 

○若山情報防災課長 今回デスクトップ型を選定

させていただいたのは、まず置き場所の話なので

すが、置き場所はこの映像システムの近くに置か

なきゃないので、ここに置かさることになりま

す。 

デスクトップ型をなぜ選定したかというと、コ

ンピュータの専門の言葉って言うのもあれなので

すけど、グラフィックボードと言って映像を処理

するのに得意な部品があるのですが、それがデス

クトップのほうが安くて性能がいいものが付くの

ですね。ノート型だとどうしてもちょっと高くて

外付けのものだったりとかになってしまったりす

るのでデスクトップ型と。あと画面も大きい画面

がデスクトップだと選べるので、そういう観点か

らもデスクトップ型をということで。場所として

はここにしか置くしかないので動かす必要がない

ということから、いろいろなことを考えてデスク

トップにしているところでございます。 

 以上です。 

○中島委員長 ほかに。ございませんか。 

 今課長のほうから前回の委員会で各委員のほう

から、他社の見積りをとったほうがいいのではな

いかとなりましたけど、今回の資料を見ますと課

長が作った積算書とＡ社、Ｂ社と３つでている中
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で検討できると思いますのでぜひこれで検討して

いきたいと思いますし、またやはり課長が作って

いただいた資料というのは金額的には根拠もあっ

て、値段的にも適応しているのかなと感じがしま

すので、この件につきましてはまた午後から議論

させていただきたいと思いますけども。 

課長にひとつお伺いしたいのは、このインター

ネット配信をやるということで今回この委員会を

決定されましたけど、ちょっとした質問なのです

けど、このインターネット配信に私は賛成なので

すけど、メリットとデメリットがあると思うので

すよね。この件についてもしあったら話をしてい

ただきたいのと。それとやることになりましたけ

ど工事の関係、設営は民間に委託しなきゃいけな

いのか、それとも七飯町の情報防災課のほうで

セッティングできるのか、その辺のお話を聞かせ

ていただきたいと思います。 

総務部長。  

○釣谷総務部長 私のほうからはメリット、デメ

リットの部分だけ、技術的な部分は課長のほうか

ら答弁したいと思います。開かれた議会というこ

とで、生の議論をしている議場をインターネッ

トっていうのは結果的には日本だけでなく、世界

的に、地球上どこにいても見れるというそういう

ところへ配信をするというところ、開かれた議会

という意味ではとても今の時代にあったやり方だ

と。これがメリットである。うちの議会はオープ

ンだというところ、そこがメリットだと思いま

す。デメリットとしては、先ほど神﨑委員がおっ

しゃっていた部分では、なにがあっても本会議中

の部分は止められないというところっていう。勝

手に事務局が議会のルールですから、議長が休憩

を宣言するまでは止められない。勝手に事務局が

止めるという話にはならないっていうところで

は、なにがあっても全部配信されてしまうってい

う諸刃の剣になっているというところ。それと映

像の配信が議会の記録のすべてではなくて、議会

としては会議録というのが記録のすべてであっ

て、あくまでもそれに対する議会の議場を中継す

るというところの部分でのサービスのひとつであ

るというところのおさえであるというふうに理解

していただければ一番間違いないんじゃないかな

というふうに思っています。さらなるサービスを

するとすれば録画をして編集をというところは、

休憩時間を全部削除をしてしまって、流れるよう

な映像配信がオンデマンドではできて、さらにタ

グといいますか、議案の何号とかそういうところ

にクリックするとそこまで飛んでいってそこだけ

が見れるとかというような、初めから全部を見な

くても、そういうような編集の仕方ができるとい

うところでは、のちのちそのときライブで見れな

かった人がのちのち見るときに、すごく見やすく

なるというところではあるのかなというふうに

思ってございます。それがメリット、デメリッ

トっていう部分ではないかなというふうに思って

います。あとは技術的なことは課長のほうから答

弁いたします。 

○中島委員長 情報防災課長。 

○若山情報防災課長 それでは、業者の委託なの

かどうなのかという話です。資料の１ページの比

較表にございます設定費というところは、私もで

きる設定なので、実際に機械については機械を買

うお金だけ、資料でいうと機器関係計ですね、に

ついての機械の備品購入としての予算を計上して

いただければ対応可能でございます。また前回の

委員会のとこの一番最後についている資料にあっ

たＬＡＮ配線って書いている配線工事ですね。具

体的には役場庁舎の２階の回線がたくさんあると

ころから３階までを物理的に線を屋根裏を通した

りして引いてこなきゃいけないので、そこは電気

業者にお願いするしかないので、そこは委託に

なってしまうのかなと思ってございます。機械に

ついては私のほうで設定、セッティング等はでき

ますので、機械を買うお金だけ予算があれば大丈

夫というとこでございます。以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ただいまの工事設営、設置のほうですけど、機

械のほうは行政のほうでできるということで、一

部民間のほうにもお願いするところもでてくるだ

ろうというようなお話でしたけど、そのほかにみ

なさんありませんか。あと課長にお聞きしたいよ

うなことがありましたら。 

 副委員長。 

○上野副委員長 Ａ社、Ｂ社ですね。価格に非常
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に大きな差があるなというふうに思うわけですけ

ど、機器的な性能的な問題はないのか。価格は違

うけれども性能的にはどちらもそう大きな問題は

ないというふうに、町のほうでは考えておられる

のかどうか、その辺についてちょっとお伺いした

いと思います。 

○中島委員 情報防災課長。 

○若山情報防災課長 見積りの機器についてはこ

ちらのほうでこのような機械ということを業者に

あらかじめお示ししてこれで参考の見積りをくだ

さいということでしたので、性能のほうについて

は私のほうから指示した内容になってございます

ので、問題はないというふうに考えてございま

す。以上です。 

○中島委員長 ほかに。平松委員。 

○平松委員 まだ決まってないのですけど、一応

タブレット端末を各議員に持たせてやるとなった

ときに、Ｗｉ-Ｆｉの設定というのがこれに当然

入ってないのですけど、どのくらい追加必要にな

りますかね。タブレットを動かす仕組みとしての

お金。 

○中島委員長 情報防災課長。 

○若山情報防災課長 今回インターネット配信の

ために、３階まで光ケーブルが来るので、当然Ｗ

ｉ-Ｆｉ等も要望が出てくるのではないかと思っ

てございまして、それについては業者の見積りの

一番下のほうに、アクセスポイント、それからＰ

оＥ電源スイッチというのが各項目でＡ社であれ

ば３万４，８００円と１万９，８００円です

ね、っていうところがございます。これ１台なの

で１か所これだけかかる。だから議員控室と議場

だったらこれ掛ける２かかるというような金額で

ございます。まだその間の部分の配線も少しして

もらわなきゃないのでそこはまた配線業者に少し

お金がかかってしまうと思うのですが、金額とし

ては大体そのくらいだということでございます。

またここはですね、やるときの考え方なのです

が、その上にＵＴＭってＡ社であれば入っている

やつですね。これがよく言われるファイアウオー

ルというものでございまして、インターネットの

外から攻撃を受けないような装置でございます。

例えば、議員さんが使うタブレットとか、個人的

なスマホも繋げてなんか調べたりということもあ

ると思うのですが、そこに外から入ってこないよ

うにするセキュリティの必要があればこのような

装置も必要ではないかと思って、一応見積りはい

ただいているというところでございます。最低限

であればその下の２つがあれば１か所はＷｉ-Ｆ

ｉができるというような状況でございます。以上

です。 

○中島委員長 平松委員。 

○平松委員 ＵＴＭって今役場には入っているの

ですよね。それ経由したらこれ動かせられない。

やっぱり単独にしなきゃならないの。 

○中島委員長 情報防災課長。 

○若山情報防災課長 役場のＵＴＭを通るとなる

と、役場の事務やっている回線と一緒になるので

それは無理でございます。物理的に分けさせてく

ださい。 

○中島委員長 ほかにありませんか。 

１点だけ。前回の委員会で中川委員からの質問

がありましたけど、運営方法というのですか、立

つ位置、前回実物を見学して見ましたけど、よそ

の議会なんかを見ると全部質疑応答なんか全部中

央に出てきて質問なり答弁をしていましたね。そ

ういう立つ位置についてカメラ目線というかカメ

ラのあれは今うちの通りやっても構わないのか。

それとも全部中央に集まって質疑応答をしなきゃ

ならないのか。その辺の立つ位置についての考え

方を教えてください。 

情報防災課長。 

○若山情報防災課長 流れる映像といたしまして

は、今現在１階のロビーだとかに庁内で放送して

いるのですが、あそこにあるカメラと後ろにある

カメラを使ってカメラで流れてる映像がそのまま

インターネットに流れていきます。実際に操作し

ているのは妹尾くんが操作してやっているのです

けど。なので、今の感じだと質問した方にカメラ

が向いて、答弁するときは答弁する課長のほうに

カメラが向いてみたいな感じになっていますの

で、このままの状態でインターネットに流れるこ

とになりますので、立つ位置がどこじゃないとだ

めというのはないと思います。 

○中島委員長 わかりました。 



－ 6 － 

ほかにありませんか。ないようですので、これ

で課長に聞きたいことはこれで終わってよろしい

でしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 これで終わります。情報防災課

長、総務部長ご苦労様でした。ありがとうござい

ました。 

それでは１時まで暫時休憩します。 

午後 ０時０３分 休憩 

────────────── 

午後 １時００分 再開 

○中島委員長 それでは、休憩前に引き続き会議

を行います。 

 午前中におきまして情報防災課長、総務部長に

来ていただきまして、いろいろと質疑をさせてい

ただきました。その中で部長のほうからはイン

ターネットのメリットとデメリットについてのご

説明、また課長のほうからは機器見積り比較につ

いてのＡ社、Ｂ社と行政と３つ出ていますけど、

これについての説明を受けまして、みなさま方の

質問を受けたところでありますけど。一応まず予

算について限定して進めてまいりたいと思います

けど、この辺につきましては課長の説明でご理解

いただけたのかなと感じを受けておりますが、と

りあえず行政のほうの積算価格が価格的には一番

有利というかお安くできるというような形になっ

ておりますけど、そのほかにみなさん価格につい

て、ご意見ありませんか。 

 平松委員。 

○平松委員 先ほどの質問でもタブレット端末の

話をさせてもらいましたけど。今はとりあえず動

画の配信ということをテーマにしていますけれ

ど、結果的にはタブレット端末を各議員に持たせ

ると、例えば議場に来なくても、緊急事態があっ

た時に、各家から同時にこういう会議を開くこと

も可能ですし、それから次のテーマになっていま

す議会だより、こういったものを検討するにあ

たっても、タブレット端末入れるか入れないかっ

て話が前提になる、ならないで、先の話の進み方

が全く変わると思うんですよ。ぜひみなさんに

諮っていただいて、いつやるかは別にして、前提

になるものがタブレット端末を入れるか入れない

かというところで話しを進められないでしょうか

ね。それでだいぶ変わってくると思うのですけ

ど。 

○中島委員長 ただいま平松委員のほうからタブ

レットの採用についての話がありましたけど、当

初の委員会の５項目をあげたときには、タブレッ

トの問題については議題にあがっておりません。

あくまでもインターネット配信について実施して

いくという形になりましたけど。タブレットも必

要性は出てくると思いますけど、今この委員会で

タブレットを取り上げるのはちょっとどうなのか

なと。ある程度方向性が出てきてから、時間がま

た余裕を見てその中で追加項目という形でみなさ

んからご指摘いただいて、その中で議論していた

だければなと思うのですけど、みなさんそのよう

な方向でよろしいでしょうか。 

 若山委員。 

○若山委員 とりあえず反対の人がいるかとか

ね、どういう方向性だけなのかそれくらいは聞い

ていただいて、導入も一緒に議論してもらいたい

という僕の考えですけど、反対がいないならいず

れやるという方向になるだろうし、そこのところ

をみんなの意見を少し聞くとかという時間を持つ

というのはどうなのでしょうか。 

○中島委員長 いま若山委員のほうから今その時

間を少し設けたほうがいいじゃないかという話が

ありましたけど、私が今申し上げましたように、

ある程度の委員会の方向性が出て、時間ができる

と思いますけど、その中で改めて追加項目という

形でやらせていただければ一番ベターなのかなと

思うのですけど、みなさんどうでしょうか。そん

な方向でよろしいでしょうか。 

今それとも若山委員言いましたように、ある程

度やるという決定事項として残しておくのか。そ

の辺みなさんからご意見をいただきたいと思いま

すけど。 

 私は大変申し訳ないですけど委員長として５項

目が決まっている以上これに集中させていただき

まして、そして時間の余裕を見てタブレットの採

用についても、みなさんと賛否をご検討いただい

て議論いただいて進めてまいりたいなというふう

に思っておりますけど。そのような方向性でよろ
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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、若山委員にご理解いただきたいと思い

ますけどよろしくお願いいたします。決して取り

上げないとか取り上げる問題じゃなくて、必ず時

間あればタブレットの議題に取り上げて実施して

いくということだけひとつ頭に入れておいてほし

いと思いますので、よろしくお願いをしたいと思

います。 

それで予算のほうなのですけど、行政とＡ社、

Ｂ社ということで出ておりますけど、行政で出さ

していただいたのが４５万１，０００円と、Ａ社

が４７万７，０００円、Ｂ社が７０万４，０００

円ということでございますけれども、情報防災課

長のほうも熟慮を重ねて、一生懸命作っていただ

いた形跡が見受けられますし、この数字のほうが

やはり一番固いのかなと。あと信頼性もできるの

かなというような感じもしますけど、価格につい

てはこの価格で進めさせて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Ａ社、Ｂ社では

なくて、行政で決めたこの積算価格で進めさせて

いただくということで決定させてもらってよろし

いでしょうか。 

澤出委員。 

○澤出委員 Ａ社、Ｂ社とおっしゃっているので

すけど、１枚目の１のとこの数字なのか、それと

も２ページ目のＷｉ-Ｆｉシステム、Ｗｉ-Ｆｉス

ポットまで含めた価格が入っていますけど、さっ

きのタブレットとも繋がるのですけど、基本的に

今Ｗｉ-Ｆｉ環境３階にないですよね。２階まで

は来ているから、そこまでのとこはやっといたほ

うがタブレットをのせるときにも、機械自体はタ

ブレットを買うっていうのは単体予算になるで

しょうけど、システムまで入るとまた予算がかか

ることなので、せっかく若山課長がここまで見積

もって安いのをやっていただいたのだから、でき

ればＷｉ-Ｆｉスポットを３階にもひっぱれるよ

うなとこまで進めていただければ、すんなりとタ

ブレットをやったときにもみんなに行き渡るのか

なと思うのですけど。そんな考えはどうなので

しょうか。 

○中島委員長 いま澤出委員のほうからＷｉ-Ｆ

ｉの設備のほうまで価格にあげてもらって追加し

てもらってやってもらったほうがいいのではない

かという話がありましたけど、みなさんどうで

しょうか。賛成ですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 それでは、この金額はどこだっ

け。２枚目。Ｗｉ-Ｆｉ含めると６１万３，００

０円で全部できるってことですね。（「そうで

す。それでやってしまえば何回もやらないでもそ

こまでの環境が整えばタブレットはできる」と発

言する者あり） 

 なるほどね。（「すんなりとタブレット自体を

買ってしまえばあとはもうどうにでもできる」と

発言する者あり） 

それでは、今澤出委員のほうからありましたけ

ど、将来を見据えてＷｉ-Ｆｉのほうもできるの

であれば一緒にセッティングしてもらったほうが

いいのではないかと。あと２０万ちょっとプラス

すれば一緒にできるということですけど、そのよ

うな形で進めてもらって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Ｗｉ-Ｆｉを含

めた価格、２枚目のＡの６１万なにがしの価格

で。じゃなくて８万８，０００円プラスすればで

きるということですので、これを含めた金額でみ

なさんご理解いただきたいと思いますので。（発

言する者あり） 

では、そのように決定させてもらってよろしい

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す。 

それとあと、工期の問題なのですけど、今私課

長のほうからどのくらいの工期でできるのかとい

うことで先ほど聞くのを忘れたものですから、先

ほど聞いてきたのですけど、工期としてはもし予

算がついて、いざ工事を進めたら１週間から１０

日くらいでできるだろうというような話なのです

よ。ですから工期については１週間から１０日み

れば準備はできますよというようなお話をいただ
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きました。庁舎内の配線については１日か２日、

時間をいただければすべての配線ができますよと

いうようなご答弁いただきました。あと、パソコ

ンの納期については２０日から１か月くらい余裕

をいただきたいと。あと、設定のテスト期間があ

るのですけど、テスト期間は２週間くらいみたい

というような話も先ほど、別に課長のほうから聞

き合わせたものですから。改めて聞いたところそ

のようなご答弁がありました。 

期間としては１週間から１０日でできると。配

線も２日でできるということでございますので、

そのような形で予算がつきましたら実施させてい

ただくというような形で進めてまいりたいと思い

ますけれど、よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 では、そのように決定をさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

インターネット配信については、予算と工期、

このことについては決定させていただきましたの

で、そのほかになにか決めるようなことがありま

したら、ご発言をいただきたいのですけど。 

あとは実施時期ですね。準備期間も含めるとど

うなのかなと逆の計算をしなければいけないので

すけど、実施時期はみなさんどう思いますか。私

検討つきませんので、もしありましたら教えてい

ただきたいと思いますけど。 

平松委員。 

○平松委員 今でももう配信は十分可能な環境は

整っているので、問題は工事でライブ配信ができ

るかできないかの違いですから。だから３月定例

でやれるように間に合うと思うのですよ、今の話

であればね。１月くらいには全部揃うという報告

だったみたいですから。 

○中島委員長 神﨑委員。 

○神﨑委員 予算が大丈夫なのでしょうか。（発

言する者あり） 

○中島委員長 暫時休憩します。 

午後 １時１２分 休憩 

────────────── 

午後 １時２０分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き会議を行いま

す。 

ただいまたくさん議論いただきましたけれど

も、予算についてのいろいろご意見をいただきま

したけれども、新年度予算にあげてお伺い立てた

ほうがいいのではないかというようなお話があり

ましたので、これについて決定してよろしいで

しょうか。 

（発言する者あり） 

平松委員。 

○平松委員 先ほどもちょっと出ましたけど、新

年度の予算に組んでやるのであれば、タブレット

を入れるか入れないか、今もう決めといて、運用

は別でいいですよ、運用は。だけど予算として

とっといて、それでアーカイブをまず流しなが

ら、タブレットをいろいろ研修しながら、例えば

６月からやるとか９月からやるとかね。タブレッ

トをあとからまた補正組んでやるのではなくて、

新年度予算にタブレットを入れて組んでもらった

ほうがいいと思います。 

○中島委員長 今、平松委員のほうから同じ予算

であげるのであれば、タブレットの準備として前

もって予算をあげといたほうがいいのではないか

とお話がありましたけど。みなさんほかにご意見

がありましたらお願いいたします。 

 若山委員。 

○若山委員 僕は補正で１月か２月の第３次のコ

ロナ対策がでるときに、理事者側に相談してから

になると思いますけど、できるだけ早く予算措置

をしてもらって、体制ができ次第実行すると。オ

ンラインで生ライブですぐできるか、アーカイブ

にするかは別ですけど、それは早くやったほう

が。新年度予算でやるとなると４月以降になって

いつになるかまたちょっとあれなので。できるだ

け早く予算措置して、いつ実際に始めるかはその

あれを見てまた議論すればいいじゃないかと思う

のですけど。できるだけ早くそんな大きな額では

ないので。やるって決まっているので、決めても

らったほうがいいのかなと。１月中に予算措置し

てもらったほうがいいのかなというふうに思いま

す。以上です。 

○中島委員長 今、新年度であげるか、それとも

若山委員言われたように１月中にあげて早くした

ほうがいいんじゃないかと話がありましたけど、
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先ほどみなさんの意見では新年度でお伺いを立て

るということで決定された事項なのかなというよ

うな感じを受けていましたけど、今新たに若山委

員から意見がでましたけど。 

 田村委員お願いします。 

○田村委員 私はどっちかというと両方なのです

けど、まず基本的には補正というのは緊急を要す

るときのあれなのですね。通常、備品だとかこう

いうものをしたい、ああいうものをしたいという

のは、年度当初に載せるというのが原則なのです

よ。ですから、早くつけたいとかそういうあれ

じゃなくて、本当に今のＹｏｕＴｕｂｅのあれが

必要なのだということであれば、その理由でもっ

て、私は補正も可能だと思うのですよ。その理由

はなにかと言うと、まずコロナ禍ですよね。ここ

に傍聴に来て密になれば困るからライブ配信をし

て、自宅で見れる人は見てもらいたいという話で

あれば、私は先ほど補正で第３次の補正あります

よね。それに載せてもらう。あるいはそれが無理

であれば新年度当初予算に載せる。これはあくま

でもここで決めるのではなくて、どっちかという

議会の意見を持ったらやはり理事者側、お金を

持っているとこと協議して、そして年度内可能だ

ということであればつけてもらえばいいし、なか

なか難しいよという話であれば新年度になんとか

お願いしたいと、そういう協議を私はすべきじゃ

ないのかなというふうに思います。以上です。 

○中島委員長 二通りの意見をもってお願いにあ

がると。それでできる形にしてもらったほうがい

いということですね。今、田村委員からそのよう

な話がありましたけど、二通りの予算の考えを

もっていってそれで行政の方と議論しながら、ど

ちらができるかというのは行政のほうに判断して

もらってやってもらうというような形で、補正が

できなかったら新年度予算で進めてもらうという

ような方向で議論を進めていってもよろしいです

かね、行政のほうと。どうですか。ほかの方どう

ですか。よろしいですかそのような形で。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 とりあえず二通りの意見が出まし

たので、新年度予算と補正予算と両方行政のほう

に２本立てでお話させていただいて、どちらがい

いか向こうで判断していただいて進めていきたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 平松委員。 

○平松委員 その２本立てもいいのですけど、新

年度の予算にタブレットを入れるか入れないかと

いうのをもう一回みんなに聞いてくださいよ。ま

だ１２月なのですから。新年度予算組むときにタ

ブレットを１８台入れるという予算で組んでもら

うのかどうかです。それでないとまた新年度の予

算に入ってから補正組んでもらわないとだめにな

るでしょ。あとから買うぞという話になると。そ

こちゃんと議論してください。 

○中島委員長 今、平松委員のほうからどうせや

るのであれば、タブレットの予算も同時に計上し

ていったほうがいいのではないかと話がありまし

たけど、インターネット配信、タブレットまたあ

と、そういう三つどもえで行政と話をしていく

と。タブレットについては今すぐやるではなく

て、とりあえずすぐ諮られるような準備を段階に

しての予算を組んでいきたいというふうなことで

すけど、みなさんの考えをお聞かせ願いたいと思

います。一緒に進めていくのかどうなのか。 

 川上委員。 

○川上委員 一緒に進めていくというのは新年度

予算を前提にした話ですよね。さっき事務局のほ

うで１月補正でやるというのは難しいとかって

言ったと思うのですけど。 

（「それまだ行政と話してないので。事務局での

話であって。行政はどう言うか。補正の場合。タ

ブレットを補正…」と発言する者あり） 

○中島委員長 暫時休憩します。 

午後 １時２９分 休憩 

────────────── 

午後 １時４６分 再開 

○中島委員長 休憩前に続いて会議を行います。 

 先ほど言いましたけど、池田委員より本日の会

議を早退する届出がありましたので、ご報告をさ

せていただきます。 

 今までタブレットについていろいろ議論されま

したけど、話題になりましたけど、委員会として

は、タブレットについての賛成反対についてまだ
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一切議論させていただいておりません。みなさん

はインターネットと一緒に予算をあげたほうがい

いのではないかと。タブレットをすぐ採用するの

ではなくて、準備のために予算をあげるという話

がありましたけど、それは、ちょっと私は違うの

かなと。あくまでもインターネットはインター

ネット。また５項目をしっかりと方向性を見つけ

て結論が出てからまたタブレットについて議論さ

せていただきたいというような形で進めたいと思

いますけど。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 それでは異議なしということで、

タブレットについては次回と言いますか、ある程

度の方向性が出てから改めて議題にのせるという

ことで決定をさせていただきますのでよろしくお

願いをしたいと思います。 

 暫時休憩します。 

午後 １時５１分 休憩 

────────────── 

午後 １時５２分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き、会議を行いま

す。 

 ただいまいろいろと議論いただきましたけれ

ど、決定事項として、今、委員長と副委員長とご

相談したのですけど、予算については議論があり

ましたように新年度予算、新たに補正予算、２本

立てで行政のほうにお伺いを立てるということで

決定をいたしました。あとはお伺いを立てて、判

断は行政のほうにお任せするというような形にな

ると思いますので、そのように進めてまいりたい

と思いますけどよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 では、そのように決定させていた

だきますので、よろしくお願いをしたいと思いま

す。 

 それではインターネット配信については議論を

今日はこの辺で、予算もつきましたので終わりた

いと思いますけど、暫時休憩しまして、次に議会

だよりについてお話したいと思いますのでよろし

くお願いします。 

午後 １時５２分 休憩 

────────────── 

午後 １時５３分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き会議を行いま

す。 

 それでは２項目にありました議会だよりについ

ての議論を重ねていきたいと思いますので、よろ

しくご協力のほどお願い申し上げます。 

 議会だよりなのですけど、事務局のほうからの

ご案内の中に議会だよりについては前回の委員会

で委員から意見がありました、他市町村の議会だ

よりの参考となるものがございましたらご持参願

います、というようなお願い事項もありましたけ

ど、みなさんなにかご用意のあるものがあれば発

言をしていただきたいと思いますけど。なければ

前回の委員会で１１月２４日第１１回の委員会の

ほうで澤出委員、若山委員、横田委員、畑中委員

の４名の委員の方から意見を出していただきまし

た。 

 澤出委員からは議会だよりに関して各議員に？

他町などの例を提供してほしいというようなお話

もございましたし、若山委員からは議会に対して

町民の声を把握するためのアンケートを実施した

らどうかと、またモニター制と情報収集したらど

うかというようなお話がありました。 

また、横田委員については今度インターネット

配信をすることが決定されましたけど、議会が町

民の身近な存在になると。インターネット配信を

することによって。インターネットやホームペー

ジ、議事録などの情報提供が充実すれば議会だよ

りの役割も変化してくると。今までと違う役割に

変化してくるのではないかというようなお話もご

ざいました。 

また、畑中委員からもアンケートをとれるなら

実施をして、町民の評価を把握してはというよう

な形がありましたし、また函館の広報、議会だよ

りは簡潔にＱ＆Ａ方式といいますか、簡単に作っ

てますというようなお話がありましたけど、この

ことについて追加してなにか意見がありましたら

ちょっとお話をお聞かせ願いたいと思いますけ

ど。 

 ありませんか。 

 では、私が調べた範囲でお話させてもらってよ

ろしいでしょうか。これは福島町議会のことなの
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ですけど。ここは通年議会なのですよね。それで

議会だよりは私たちと一緒で年４回発行している

のですけどＡ４判で２０ページ、小冊子みたいな

形で出しているというような話でした。識者の話

を聞くと特に面白くて模範と言えるというような

町民の声だとか、また、議会や議員が目指してい

ることや、具体的な活動内容が盛りだくさんで議

会のことがよくわかるというような町民の声が出

ているようです。また一般質問ですけど、町長と

の答弁の内容が写真入りでわかりやすく掲載され

ている。次に、常任委員会の報告が非常に多く記

載されている。また、常任委員会にしても政策の

議論、この提案を非常にやはり遵守をしている。

そのことを議会だよりに載せているので、議会の

ことと行政のことが町民によく把握できているの

だというような福島町議会だよりがありました。

それとやっているのが文書質問というのですか、

普通一般質問ができないような質問を文書で提出

をして回答をもらってそれを議会だよりに載せて

いる。例えば企業誘致に関する問い合わせ状況は

どうなっているのかとか、福祉灯油の事業の実施

はどうなっているのかとか。町民が知りたいよう

なことを直接議員がペーパーで、文書で質問を出

して答弁もらってそれを議会だよりに載せている

というようなこともされている。それと議会にし

ては審議と議案と各議員の賛否ですね、議会で審

議されて賛否がでますけど、その賛否の一覧表が

議員ごとに、こういう議案が出て反対賛成があり

ますけど賛成した議員、反対した議員を名前入り

で出しているらしいのですけど、そういうことも

やっていることらしいですね。 

それと、議会とかの出席状況。これはうちでも

出ていますからあれですけど。 

今話したようなことが年４回出される中で毎回

必ず記載されることなのだというような話をして

いました。年１回程度記載する時期としましては

当該年度の予算の決議だとか決算の認定、議会に

よる行政単価、行政に対する議会のチェック、議

会費の予算とか決算報告、このことについても年

に１回必ず議会だよりに載せてやっていますよと

いうような話がありました。うちは、政務活動費

はありませんけど、ここはあるみたいですけど。

議員による議会評価、諮問会議の改善意見、議員

活動の自己評価、こういうものも議会だよりに載

せて町民にお知らせしていますよというような形

でした。 

総括としては町民に知らせるべき内容と言いま

すか、総合計画、今度うちも特別委員会ができま

したけど、総合計画について一貫して関心を示し

て載せているというような話でした。総合計画の

改定の時期を迎えて計画の制度や実行性と高める

ための計画の手法だとか、検討や計画にない事

業、これは安易に予算化しないと原則と言います

か、そういうものを設けて確立しているのだと。

やっぱり総合計画の予算にないものはなるべく議

論しないように、させないようにする、そのよう

な条例まで作ってやっていますよというような、

載せていますというような形もあるそうです。 

ですからうちも、これは栗山町議会のほうも総

合計画の策定と運営に関する条例というような、

どこまで進んで、どういうようなことをやってい

るのか、計画にないものを入れているのか入れて

ないのか。そういうもののないような条例を作っ

て栗山町議会のほうもそういうものを年に１回必

ず議会だよりに載せているというような内容が調

べてみましたらありました。 

 事務局長どうぞ。 

○関口議会事務局長 すみません。お話し中申し

訳ないです。 

前回ですね澤出委員のほうから議会のいいとこ

ろを持ち寄ってという話が出ていたところなので

すけど、事務局のほうでピックアップした何町か

の部分の議会だよりを前の机のところに見本とし

て置いております。 

また、まだ金額的なものが出ていないのですけ

ど、財政類似団体５町あるのですけど、そちらの

部分についても美幌と遠軽、音更、幕別、中標

津、そちらのほうも前のほうに見本として置いて

おりますので、金額が出ましたら付け合わせしな

がらでも見ていただければと思います。あと、函

館のほうも見本として１部置いておりますので、

そちらのほうもご覧いただければと思います。以

上です。 

○中島委員長 先ほど言った若山委員のアンケー
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トを実施したとかって話があったのだけど、それ

は事務局としてどういう考えですか。 

○関口議会事務局長 アンケートと言いまして

も、すぐに対象者とかそちらの部分で金銭のかか

るところもでてくると思いますので、その辺やり

方とか、どのような方法がいいかという部分も委

員会の中でもんでいただいて、実施する方向であ

ればそういう方向で進めていただければと思いま

す。 

事務局としては、議会報告会とかもやっていま

すので、そういうところをひとつ利用してアン

ケートとるというのもひとつの方法かなと私の考

えなのですけど感じておりますので、次回の報告

会の際も毎年６月頃に開催していますので、前回

はコロナで開催はできませんでしたけど、資料は

お配りしていますので、回収ということは可能か

なと思いますので、その辺も委員会の中でもんで

いただいて、どういった対象かという部分も決め

ていただければ、話し合っていただければと思い

ます。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 横田委員。 

○横田委員 結局今いろんなものができましたよ

ね。例えば去年から今年にかけてホームページに

議事録をあげるとか。今日もインターネット中継

やりますよと。そういうもので結構充実していっ

た中で、その中でどういうふうな議会だよりを

作ったらいいのかをみんなで考えていったほうが

いいと思うのさ。それで予算だってこれ以上議会

費が増えるということがあったらおかしい話に

なってくるのだから、やっぱりそういうものにお

金がかかっているのだから。重なり合って、これ

も充実させるあれも充実させるとなればちょっと

おかしい話になっていくと思うのだよね。町は

今、金ない金ないという中で我々だけ議会費だけ

突出していったらどうなるのよってことになる

と、町民に問題視されると思うので、その辺を同

じような内容でやっているのだったらわかるけ

ど、ここはこういう風にやっている、あれやって

いるって、いいとこばっかり取ったってしょうが

ない話だと思うのですよ。だからあくまでもそう

ゆうせっかく我々がこういうことをやり始めたの

だから、これはもうそんなに金かける必要ないよ

ねだとか、充実させる必要ないねというものにし

ていかなきゃいけないと思うのですけど。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 たしかに今、横田委員から発言がありましたけ

れども、インターネットをやることによって議会

だよりの内容だとか、変化してくると思うのです

よね。ですから、今の議会だよりをどのように改

革していくのか。削るものはどういうものを削る

のか。そしてまた追加するものはなんなのか。そ

ういう議論をしていったほうがいいのかなという

ような気がするのですよね。だから今のままでい

いのか。僕はさっきの横田委員のほうに賛成なの

ですけど。やはりインターネット配信で内容的に

も変化してくるのかなと。議会だよりも。そうい

うものを踏まえて今の議会だよりを見て、これは

いらないじゃないの、それともこういうものを載

せたほうがいいじゃないの、というものが僕は必

ずあると思うのですよね。そういうものをどうい

うふうにしていくか。どういうものと組み合わせ

ていくかということをこれからみなさんの意見を

いただければなと思うのですよね。 

 そのほかに意見ありませんか。 

畑中委員。 

○畑中委員 まず先ほど横田委員からもお話があ

りましたように、今までと同じようなスタイルで

同じお金、経費がかかるわけですから、ぜひとも

議会だよりに費やす枚数なんかもぐっと減らさな

きゃならないと思うのですよ。減らす部分につい

ては、先ほど局長がいろんな町の議会だよりの見

本が出ていると言いましたけど、それを見るのも

大事なのですけど、やっぱりこの特別委員会全体

でこの議会だよりの方向性を話し合うというよ

り、逆に少人数でもって話し合って方向性を見出

したらいいのかなと私はそれを提案したいと思い

ます。なぜかというと、あまり大勢でやるとなか

なか話が見えてこない。それで各会派の代表者な

りが集まって、そしてこれからの議会だよりにつ

いて。私ははっきり言って経費節減の方向でいか

ないと賛成しきれないなと思っています。ですか

ら、その辺も踏まえて進めていただきたいなと

思っています。特に、近場でいえば函館の議会だ



－ 13 － 

よりもあれもひとつの方法かなと。なぜかと言う

とこれからインターネットで配信されるのですか

ら。あっちも充実、こっちも充実するってことは

非常に経費面でかかりますので、その辺考えてい

かなきゃないのでないかなと思います。それとも

う一つ、私は七飯町議会というのは町制施行以来

ずっと続いているのだけど、議会が町民に対して

アンケートを取ったっていうのは今まで歴史上な

いのかなと。そして我々が作っているいわゆる事

務局で作っているのですけど、よかれて思って発

行しているのだけど町民はどのようにして受けて

いるかということを、そういった反応というので

すが、なかなか聞こえてこないのです。そうする

ならばやはりこれから新たな議会だよりを作るに

しても、その前に逆にアンケート調査もいいのか

なというふうにして私は提案してみたいなと思っ

ています。以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ただいま川上委員と中川委員から早退の届出が

ありました。お知らせいたします。 

 今いろいろとお話がありましたけれど、イン

ターネット配信によって議会だよりの内容も変

わってくるし変化していくのかなというような気

がしますので、先ほどお話しましたように、今の

議会だより改革、簡素化というような議題になっ

ておりますけど、どのようなものを削って、どの

ようなものを付け加えていくのかというような議

論をこれからやっていかなくちゃならないのか

な。これが一番ベターじゃないのかなと思います

けど。今ここでみなさんにすぐお話しても意見が

出てこないと思いますので、ぜひ持ち帰りいただ

いて、会派で相談するなりして今の議会だよりを

よく見ていただいて、削るもの、また、追加して

ほしいもの、追加するべきだというものがあれば

ぜひまとめてきていただければいいのかなと。そ

うすれば次回もすんなりいくのかなというような

気がしますので、今ここで皆さんの意見をいただ

くとしてもなかなかいい意見が出てこないと思い

ますので、頭を休めて各会派持ち帰って次回まで

にぜひまとめてきていただければと思いますので

よろしくお願いしたいと思いますけど、よろしい

でしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 ぜひそのようにお願いをしたいと

思います。 

 それでは今日はここまでにしまして閉会したい

と思いますのでよろしくお願いします。ご苦労様

でした。 

 

午後 ２時１０分 閉会 
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