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午前 ９時５９分 開会 

○中島委員長 おはようございます。 

 議会活性化特別委員会、第１３回の会議を行い

ます。 

 今日は、稲垣委員と中川委員が欠席ということ

で報告いただいておりますので、報告いたしま

す。 

 それではまず、皆さんにお配りしてあります今

日の日程ですけれども、協議事項ですけれども、

漏れがございまして、議会だよりの簡素化の前

に、インターネット配信について報告させていた

だきますので、先にインターネット配信について

から会議を進めてまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それではまず、最初のインターネット配信につ

いてですが、インターネット配信については、２

月８日の臨時議会で予算が決議されております。

その見積価格の内容とアクセスポイントの配置図

を皆さんのほうに配付させていただきました。あ

くまでも参考ということで見ていただければと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 また、活性化委員会として、インターネット配

信実施要綱や編集、また、運営に対する委員会の

設置（案）も議論する予定でございましたけれど

も、２月１０日の議員全員協議会で議長のほうか

ら、これらのことは議運、そして新たに設置され

る特別委員会、現在、広報広聴特別委員会の設置

が決定されましたが、その中で議論していくとい

うような、そしてまた、準備を進めていくという

ような結論になっているということで発言があり

ましたので、そのことを踏まえて、２月２４日に

議運を開いていろいろと議論されているみたいで

した。 

 よって、活性化特別委員会でのインターネット

配信に関わる質疑は全て終了してもいいのかと思

いますが、皆さん、それで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 異議なしということで、そのよう

に決定させていただきましたので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 暫時休憩します。 

午前１０時０２分 休憩 

───────────── 

午前１０時０４分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き、会議を再開い

たします。 

 それでは次に、議会だよりの簡素化について議

論させていただきたいと思います。 

 議会だよりにつきましては、議会広報広聴特別

委員会が３月の定例会で設置されました。 

 議会だよりの内容にどこまで広報広聴特別委員

会が関わってくるのかまだ把握はしっかりしてお

りませんけれども、本日の委員会では、議会だよ

りの簡素化については、前回の委員会で各会派の

皆さん方にお願いしてありました、簡素化の内容

について各会派から提出いただきますということ

で、皆さんから提出していただきました。そのこ

とにつきまして、各会派の代表者から説明をして

いただきたいと思っておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 お手元に議会だよりの各会派の意見ということ

で資料が行っていると思います。そのことについ

て御説明して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。 

 まず最初に、赤松クラブの代表、畑中委員、御

説明をお願いいたします。 

 起立してお願いしたいということでございます

ので、よろしくお願いいたします。 

 畑中委員。 

○畑中委員 赤松クラブでございます。 

 ただいま委員長から各会派の簡素化に対する考

え方を述べてくださいということで、一応文書に

まとめて提出したところでございますけれども、

朗読申し上げます。 

 簡素化の内容。 

 年４回発行。 

 ページ数は、函館市議会だよりを参考に、Ａ４

サイズ４ページで、Ａ３サイズを二つ折り、両面

刷りとする。従前のななえ広報に折り込み、併せ

て道の駅や大沼国際交流プラザへもフリーペー

パーとともに置くと。 

 紙面が減るので、詳細を議会ホームページの委

員会報告書や会議録、一般質問通告書、動画配信
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のページへ誘導するためのＱＲコードやリンクな

どを今以上に分かりやすくすると。詳細な紙媒体

を大中山出張所、大中山コモン、役場１階ロ

ビー、文化センター、大沼出張所に閲覧用を設置

すると。 

 紙媒体の内容は、議案書、議決一覧表、一般質

問通告書、委員会報告書、会議録を刷ったファイ

ルがよいと考えております。簡素化しても今以上

に詳細が分かる形になると考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 次に、駒ヶ岳会派の方お願いいたします。 

 澤出委員。 

○澤出委員 駒ヶ岳です。駒ヶ岳も同様に読み上

げます。 

 議会だよりの簡素化について。 

 当会派としては、議会だよりの簡素化というこ

とについて、議会活性化のテーマとしての重要性

には疑問をちょっと感じているところであり、む

しろ、ページ数を増やしても内容の充実や分かり

やすさを図るべきと考えておりますが、その両方

の考えを含めまして、他市区町村で行われている

議会だよりの改革についての内容を調査し、取り

まとめたものを下記のとおり報告書として提出い

たします。 

 記。 

 １、紙面について。地元新聞社の編集者にコン

サルをしてもらう。室蘭市などでやっておりま

す。 

 ２、議会日誌やコラムなど、読者目線に立った

読みやすい記事を掲載する。盛岡市で行われてい

ます。 

 ３、掲載内容を厳選し、文字をできるだけ大き

くする。これは釜石市。 

 ４、議会個人のホームページアドレスやＱＲ

コードを掲載して、議会に対する興味の広がりを

つくる。これは仙台市。 

 ５、こども議会を定期的に開催し、内容を掲載

する。仙台市。近くでは北斗市でもやっていたと

思います。 

 ６、点字版の発行や音声版の市ホームページへ

のアーカイブ。これは長野市。 

 ７、学生に紙面のレイアウト、デザインなどを

コンペさせる。これは東京目黒区、静岡の浜松市

などです。 

 ８、議案に対する議員の賛否状況の掲載。これ

は鎌倉市など多数で行われております。 

 ９、一般からの議会に関連する写真募集と論点

テーマに沿った掲載。千葉県の流山市。 

 １０、傍聴人の御意見掲載。これも多数の市区

町村で行われています。 

 いずれにせよ、共通して取り組まれていること

は、読み手の側に立った広報への心がけ。例えば

用語、レイアウトについて、全てにわたって住民

目線の分かりやすさの重視。また、必要性に応じ

た行政用語、議会用語の解説などを盛り込んでお

ります。 

 ２、見出し、写真の効果的使用によるアイ

キャッチ。簡素、コンパクト、インパクトの重

視。また、読者は最後まで記事を読まないとの前

提に立った、つかみどころでの分かりやすさを追

求する取組です。 

 ３、住民の生の声を掲載、反映させること。 

 以上により、簡素化も含めまして、議会だより

に対する興味の喚起につながるかと思います。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 次に、公明会派。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 公明会派です。 

 議会だより簡素化の内容についてということ

で、発行は今までと変わらず４回ということで、

ページ数は、函館市議会だよりを参考に、Ａ３サ

イズを二つ折りに、両面刷りとする。広報ななえ

に折り込む方法とします。 

 書面が減りますが、詳細を議会ホームページの

委員会報告書や会議録、一般質問通告書、また、

動画配信のページへ誘導をするためのＱＲコード

や、また、リンクなどを今以上に分かりやすくし

ていくということ。 

 詳細な紙媒体を大中山出張所や大中山コモン、

役場１階ロビー、また文化センター、大沼出張所

に閲覧用を設置する。 
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 紙媒体の内容は、議案書、議決の一覧表、一般

質問通告書、委員会報告書、会議録をつづった

ファイルがよいと考えております。 

 今年１年は、フォームとかをつくるのに大変事

務局とか、研さんしたりと様々御苦労があると思

いますけれども、このような形で直していただき

たいという提案をさせていただきます。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございました。 

 それでは次に、光輝会。 

 平松委員。 

○平松委員 文章はこの２行なのです。今、赤松

クラブと公明の内容と同じつもりでの提案であり

ます。 

 サンプルを添付しておりますので、これを見

習って、このとおりするということではないので

すけれども、特別委員会のほうで、これをたたき

台にやればいいのかなということで添付させても

らっています。 

 基本的には、内容は別のところで詳しく、電子

媒体で掲載しますので、見る機会をつくればいい

のかなと。それをどういうふうにするのかは、今

後皆さん方と話しをして、各家庭に配布するのは

この程度にとどめるのがいいのかなというのがう

ちの会派の考えです。お願いします。 

○中島委員長 ありがとうございました。 

 次に、絆会派。 

 田村委員。 

○田村委員 会派、絆でございます。 

 私どもの考え方は、ここに記載したとおりでご

ざいまして、経費削減の可能性、これは内容に

よってページ数や、これは自然に増えたり減った

り、これはやむを得ない話でございますし、それ

から、改善の余地があるとすれば、町民に読みや

すくするためにカラーを導入すると。現在、黒１

色でございますけれども、もう一色あれしてめり

はりをつけていくと。 

 それから、今まで見ていますと、どうしても文

字が小さくなっているということで、なかなか

取っつきにくい部分がありますので、そういうも

のを工夫しながら少し大きくするなり、読みやす

い形に持っていくというような考え方で進めたほ

うがどうかということでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 次に、会派動進会。 

 川上委員、お願いいたします。 

○川上委員 内容といたしましては、公明と光輝

会と同じような内容となっておりまして、議会だ

よりに掲載する一般質問につきましては、要点を

捉えまして、質問と答弁を一つの質問のみに限定

する。あるいは委員会報告についても、函館市の

議会だよりを参考にしまして、要点を載せるとい

うことで簡素化を図っていきたいと思っておりま

す。 

 審議結果につきましては、特定の案件のみを掲

載し、その他についてはホームページやユー

チューブへ案内ができる仕組みをつくるというこ

とで、主に函館市議会の議会だよりを参考とし

て、Ａ３サイズで１枚ぐらい、多くても２枚ぐら

いで、両面印刷で簡素化を図っていくのがよろし

いのではないかという会派の意見でございます。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ここに載っていなかったのですけれども、青山

会は提出されていなかったのですけれども、今、

各会派の意見を聞いて、何か考えがあれば御発言

いただきたいと思います。 

 青山委員。 

○青山委員 青山会のほうでは、意見の提出が

ちょっと間に合わなかったので、そこのところは

大変申し訳なく思います。 

 ただ、各会派のほうから書面、今、御報告が

あったとおりで、基本的に、簡素化に向けては同

意しております。 

 ただ、その中で、今、手元に函館市議会だより

を参考にということで、基本的には、経費の削減

も含めて、町民に分かりやすいという形で進めて

いくのがよろしいかと思っています。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 それと、無会派の方から出ていなかったのです

けれども。 

 上野副委員長。 
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○上野副委員長 今回の議会だよりの簡素化、簡

素化というのはちょっと抵抗がありましたけれど

も、いずれにしても、町民に議会の活動状況をよ

り身近に感じてもらえるような改善は必要だとい

うふうに思っておりました。 

 それで、これまでの議会だよりは、詳細にわ

たって書くというようなことで、これはいいこと

なのですけれども、一般の多くの町民は、ちょっ

と目を通しづらいというか、敷居が高いという

か、もっと気軽に読んでもらえるような改善が必

要だというふうに思っておりました。 

 それは、一つは字数の削減、字を大きくする、

それから色刷りにするとか、そういう非常に見や

すい改善が一つは必要ではないかと思いました。 

 ただ、そうしますと詳細なことが理解できな

い。不十分で満足できないという町民もいると思

いますので、そういった町民に対しては、今まで

ほかの会派からも報告されておりましたけれど

も、詳細な文書的なものを町内のいろいろな施設

に設置するとか、それからホームページに詳しい

ものが載っておりますという形で見られるように

するとか、そういう形で、とにかく今までと違っ

た多くの町民が議会のことをまず知ってもらう

と。自分で字を読んでもらうという改善が必要か

と思っておりましたので、一番のところは字数の

削減、それから字の大きさ、カラー化、そういう

ことを中心にやればかなり多くの人に読んでもら

えるようなものになっていくのではないかという

ふうに思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○中島委員長 ありがとうございました。 

 以上、ただいま各会派、無所属会派の皆さんか

ら考え方についての御説明をいただきました。 

 内容といいますか、説明を聞いておりますと、

各会派、そんなに相違はないのかなという感じを

聞いていて受けましたし、内容的には同じ方向に

向いているのかなという感じを受けました。 

 それで、私のほうでまとめますと、年４回発行

するということは言える。それとあと、紙媒体を

使って公共施設に置いたほうがいいのではないか

というようなこと。 

 それとまた、これは全員だったのですけれど

も、函館市議会の議会だよりをあくまでも参考に

して、このような形にしたほうがいいのかなとい

うような話もほとんどの会派のほうから出ており

ました。 

 それとあと、字を大きくして読みやすくするこ

とがいいのではないかと。読みやすくなる。今、

議会だよりは読む方が少ないと言われていますけ

れども、やはり字を少なくして、字を大きくすれ

ば高齢者の方にも見ていただけるのかなという感

じで、そういう話も出ておりました。 

 また、函館市議会の議会だより、経費節減から

いけば、このような形にすれば必然的に減があり

ますけれども、このような媒体にしていけば、自

然に節減のほうにも結びついていくのかなという

ような感じを受けました。 

 まとめますと、そんなところかなと。紙媒体と

いうのは、折り込みにするとかいろいろやり方は

ありますけれども、いずれにしても、こういうも

のを減らして、紙媒体として公共施設に配布し

て、それを見ていただくというような形。 

 あとは、函館市議会の議会だよりを参考にして

やっていくと。字を大きくする。２色にする。紙

媒体を使う。大体このようなものが各会派から出

てきた意見という形になっていると思います。 

 それ以外に気がついたことがありましたら、皆

さんから発言いただきたいのですけれども、私と

しては、そんなところかという感じがするのです

けれども、皆さんどうでしょうか。 

 そのようなことで、内容が大体同じような形で

進んでおりますので、このようなことをこの委員

会で、まとめますと４項目か５項目ぐらい上がり

ましたけれども、これをこの委員会で決定させて

いただきまして、決定事項を、今度新たに設置さ

れました議会広報広聴特別委員会、こちらのほう

に移行して、こちらのほうで議論していただくと

いうような形で進めていったほうがいいのかなと

いう気がしますけれども、皆さんどうでしょう

か、それでよろしいでしょうか。 

 若山委員。 

○若山委員 何かもう簡素化する方向で決まった

ような言い方をされるのですけれども、我々は、

議会だよりを発信する側なので、我々がこれでど
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うのこうのというよりも、町民がどのような議会

だよりを求めているかとか、今現在、読んでいる

方がどのくらいいるのかとか、インターネットに

誘導すればいいのだ、ホームページに誘導すれば

いいのだという話があるのですけれども、どのく

らいの町民がインターネット環境にいるのかどう

かとか、その辺の調査は全くないわけです。 

 前にもちょっとお話ししたのですけれども、ア

ンケートを取ってみるとか、そういうような、

もっと、我々が発信している議会だよりについて

どのような意見があるのか、これで満足している

人がいるのか、それとも読みづらいという人がい

るのか、その辺のところを時間をかけてしっかり

確認しないと、簡単に簡素化とか、ページ、来月

発行される議会だよりは１２ページということ

で、原案が昨日届きましたけれども、そういう意

味でいくと、４ページにしてしまうことはどうな

のかとか、その辺をもう少ししっかり議論する必

要があると思うのですけれども、その辺につい

て、進行について、委員長はどのようにお考えな

のか。何かもうすぐそれで決めてしまうような印

象なので、慌てて発言させてもらっているのです

けれども、その辺はどうなのでしょうか。 

○中島委員長 今、若山委員から発言ありました

けれども、駒ヶ岳会派の内容を見ても、今、若山

委員が発言されたようなことは、この中にはアン

ケートを取るか、そういうことも載っておりませ

んし、あくまでも今、皆さん会派から上がってき

たものについて議論させていただき、方向性を統

一しようという形で話を進めております。 

 決して、今、皆さんからいただいた発言は、決

まったという発言では僕はないと思います。これ

はあくまでも、この委員会として、こういう方向

で行きますということが、皆さんから意見が出ま

したから、それを集約して、この委員会で決議さ

せていただいて、それを今度、新しくできました

議会広報広聴特別委員会のほうで話を進めていた

だくというような形に持っていきたいと、持って

いこうという皆さんからの意見でございます。 

 別に、ここで私が言ったことは決定ではないで

す。委員会としては、皆さんの意見を集約して、

皆さん会派から出てきた内容を集約して、決定さ

せていただいて、それを委員会としては、こう決

まりましたということを広報広聴特別委員会のほ

うに移行させて、そちらのほうで議論していただ

くというような形になると思いますけれども。 

 若山委員。 

○若山委員 それであればよろしいのですけれど

も、もっと議論が必要なのではないかというふう

に思うのですけれども、今ここで各会派から出た

内容を見ると、簡素化というか、４ページで十分

なのだというようなニュアンスで全部上がってい

るのですけれども、我々が出したものは、もっと

読みやすい議会だよりという議論を、いろいろ例

を挙げて提案しているのがあるのですけれども、

そこのところで、もっと議論する機会を持っても

らえるならそれでいいのですけれども、今回の提

案の中だけで集約してしまうということであれ

ば、ちょっと早計なのかなと思うのですけれど

も、もう少し議論をというか、いろいろ判断する

材料を提供していただきたいと思うのですけれど

も、どうですか。 

○中島委員長 暫時休憩します。 

午前１０時２８分 休憩 

───────────── 

午前１１時０２分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き、会議を再開い

たします。 

 田村委員。 

○田村委員 議会のしおりの１０７ページ、１０

８ページに、議会広報発行要領だとか七飯町議会

広報編集要領だとかが載っていますけれども、そ

のほかに、３月の定例会の最終日に特別委員会が

設置されているということで、４月９日に議運が

開催されまして、その中では、既に、七飯町議会

広報広聴特別委員会、今までは議運でもってやっ

ていたものが、こういう特別委員会に移行する手

続を取っているわけなのです。 

 ですから、今後は、今まで議運でやっていた編

集作業、こういうものについては、今度は広報広

聴特別委員会がやるという形になります。 

 したがって、発行要領なんかは、印刷の形だと

か全部細かく決まっているのです。それから、ど

ういうものを載せるか、例えば一般質問、委員会
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報告だとか、具体的なものが記載されている。こ

ういうものについて特別委員会のほうで、どうな

のだろうという、いろいろいじっていくわけで

す。 

 したがって、今ここの活性化特別委員会で、何

をやるかという話になると、私は、先ほど委員長

が言ったように、各会派の意見、これプラス、や

はりここの意見に漏れている、さらにこういうも

のも検討する必要があるのではないかというよう

なものがあれば、この場で出していただいて、そ

して、それと意見の集約したものを、活性化では

こういったようなものが出ましたと。したがっ

て、こういうことについても広報広聴特別委員会

の中で議論しながら、よりよい議会だよりという

のですか、あるいはユーチューブの発信だとか、

そういったようなものをより充実するように議論

してもらいたい。 

 この特別委員会の構成メンバーというのが、各

常任委員会から出ている。あるいは議運から出て

いるというような、幅広い参画方法の中でやって

いるものですから、やはり私は具体的なものにつ

いては、特別委員会のほうでさらにかみ砕いて、

よりよい方向に進むと。 

 今の活性化委員会のこの場の中では、意見集約

プラス、これに漏れている別な考え方があれば、

そういうものを出してもらって、議論しながら、

それも併せて、活性化委員会として、こういう考

え方でありますというようなことで締めくくった

ほうがいいのではないかと思うのですけれども。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 今、田村委員のほうから発言ありましたけれど

も、そのほかにありませんか。 

 それでは、私のほうから話を進めてまいりたい

と思いますけれども、先ほど申しましたように、

各会派からの報告書を事務局と私と副委員長とで

まとめさせていただきました。 

 それを委員会として整理させていただきまし

て、そしてまた、今、田村委員から話がありまし

たように、報告書以外のもので何かありましたら

上げていただいて、それを集約して広報広聴特別

委員会に回していくという形で進めたいと思いま

す。 

 それで、私のほうから一つずつ皆さんにお伺い

させていただきまして、決裁させていただきたい

と思いますけれども、よろしくお願いしたいと思

います。 

 それでは、今、事務局と相談して、会派からの

を五つぐらいまとめさせていただきましたけれど

も、後で、そのほかにこういうこともあるという

ことがありましたら発言していただきたいと思い

ます。 

 まず、一つずつ決裁し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。 

 議会活性化特別委員会としては、議会だよりに

ついては、年４回発行するということで、これは

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 それと、函館市議会だよりをあく

までも参考にするということについては、御異議

ございませんか。 

 若山委員。 

○若山委員 今の委員長からの問いかけに対し

て、異議ありと言っても構わないわけですか。後

でどう展開するのですか。 

○中島委員長 異議なしが多ければ、異議なしで

いってしまう。 

 畑中委員。 

○畑中委員 今の若山委員の発言で、異議ありと

言ったらどうするのだということを尋ねておられ

ましたけれども、結局、全体的な方向性を探るに

は採決しかないのではないですか、もし１点１点

ということになれば。そのように進めていただき

たいと思っています。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 今、年４回発行、これは異議なしということで

す。 

 二つ目は、函館市議会だよりを参考にするとい

うことに異議ございませんか。異議なしの方は挙

手をお願いいたします。 

 上野副委員長。 

○上野副委員長 函館市議会だよりを参考にする

という中には、非常に幅があると思うのです。渡

されたこれによりますと、１枚物で、裏表で終
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わってしまう。今までの七飯町の議会だよりに比

べると５分の１、１０分の１ぐらいに縮小してし

まうということになるのですけれども。 

 参考にするといっても、もう少し紙面のページ

数を増やすとか、もう少し、例えば一般質問の中

身、本当に５行か６行ぐらいで埋まってしまうよ

うな書き方になっているのだけれども、何を言い

たいか、何が答弁になったのかというのは、１

行、２行ぐらいでは十分いかないという部分もあ

ると思うのです。その辺で、参考にしながらも、

例えば字数はどのくらいにしたらいいかとか、そ

ういう議論がされないと、余りにもそのまま、議

会だよりが函館市議会だよりとそっくりになって

しまう可能性があると思うのです。その辺は議論

しておいたほうがいいのではないかと私は思って

います。 

○中島委員長 ほかにありませんか。 

 横田委員。 

○横田委員 函館市を参考とするという言い方

は、漠然とし過ぎているから、例えばＡ３版を

使って裏表でやるとか、そういう方式を採用しま

すという、きちっと具体的なものを出さないと。

ただ参考しますと、何を参考に、どこの部分を参

考にしましたかと言われる可能性があるので、そ

このところだけ、何を参考にしてやりますという

ことをきちっとしてもらって、委員会にかけても

らうといいのではないですか。 

○中島委員長 澤出委員。 

○澤出委員 ちょっと疑問に感じていたのですけ

れども、今と同様の話で、例えば１枚物にするの

もそうなのですけれども、そこで縛りかけてし

まったら、次にできる委員会で何ができるのかと

いう話になってしまうのです。 

 だから、ここで、異議ないですかと全部やって

いったら、それに縛られてしまって、何の議論も

できなくなります。そういうことよりも、ざっく

りとこれで委任されたのだったら、さっき言った

会派から出てきたことを参考に進めますぐらいで

締めたほうがいいのかなと思っているのですけれ

ども、いかがなものでしょうか。委任した形にな

らなくなってしまう。ここで決まったことを磨く

だけったら何も意味ない。特別委員会にもならな

いでしょうし。 

○中島委員長 そこは、先ほど田村委員が話した

ように、ここで決まったことは、縛りでなくて、

広報広聴特別委員会でさらに議論していくという

ことになっているわけです。別に縛ったわけでは

ない。 

○澤出委員 決を採ってしまったら縛ることにな

るから、そういう個別の決を採っていくのはおか

しいのではないかと、やり方としては。そういう

ふうに私は感じますけれども。 

○中島委員長 先ほど話したように、そういう話

で進めたのですけれども、こちらのほうで集約し

て、異議なしということでまとめていこうと思っ

たのですけれども、皆さんのほうから一つ一つと

いうか、議論してほしいというか、まとめてほし

いという話があったものですから、今、方向性を

変えて進めている段階です。 

 横田委員。 

○横田委員 今、僕も発言したし、澤出委員も質

問しているのですけれども、どうしますかという

ことで、皆さんに採っていかなかったら、自分の

話だけ出していくのだったら、話が広がってし

まって。「横田さんの言ったことに対して、皆さ

んどうしますか」と「それは要らない」とかと、

ちゃんと一つずつやっていかなかったらなかなか

決まらないのではないかと思うのです。 

○中島委員長 一つずつということは、会派から

出てきた中のことを一つずつ上げて、決議を採る

ということですね。採決するということですね。 

 例えば、年４回発行することでよろしいですか

と言ったら、異議なしという形で。ＱＲコードだ

とかいろいろこれから出てきますけれども、そち

らのほうで一つずつ決を採っていけばいいという

ことですね。 

 澤出委員。 

○澤出委員 私は逆に反対で、せっかく会派から

全部出てきているのだから、これを丸ごと送っ

て、次の広報広聴特別委員会に丸ごと委任かけた

ほうが僕はいいと思うのです。ここで縛りは、

やってしまったら萎縮するし、それしかできない

ということになるのは、何も委員会としては役目

を果たさないことになる。 
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 例えば、函館市議会だよりという参考になるも

のがあって、これだって、さっき言った議論の中

で、１枚物でいいのかという話って、全部含め

て、これでいいですかと言ったら、１枚物でいい

という話で縛られてしまったら、もう後は何も議

論できないですよね、現場で。 

 だから、私も委員になっているのであれですけ

れども、せっかく時間をつくって出てくるのだっ

たら、かんかんがくがく、ちゃんと中身のある議

論をしたいと思いますから、ここで縛ってほしく

はないです。そういう意見です。 

○中島委員長 先ほどから話していますように、

一つずつ決裁するという話になって、５項目ぐら

い上がっていますけれども、とりあえず一つずつ

結論を出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けれども。 

 次に、紙媒体を公共施設に置くという案があり

ますけれども、このことについて御異議ございま

せんか。 

 若山委員。 

○若山委員 それで進めるというのなら、委員長

の権限なので、それ以上は言いませんけれども、

先ほど横田委員が言われたとおり、函館のこれを

参考するというのだけれども、函館の何を参考に

しているのか全く分からないではないですか、

ページ数なのか、１枚物なのか、一般質問は１行

で終わりなのか、そこのところは何も分かってい

ないのに、函館を参考にと言われても、そんなも

のは何も決めたことにならないのではないです

か。４ページに収めると。ここに七飯町議会広報

編集要領というのがあって、一般質問だとか何と

か報告だとか、これを載せなければならないわけ

です。それが４ページに収まるのかどうか、何も

議論しないでいいのかどうかということで、先ほ

ど横田委員がいい意見を出しているわけです。函

館の何を参考にするのか、ページ数なのか、いろ

いろなところに配布するということなのか。それ

が分からないで、函館を参考に言っても、全く分

からないではないですか。 

 そんなことを言うなら、いろいろなところを参

考にとなってしまうのではないですか。 

○中島委員長 あくまでも参考は参考で。若山委

員が言うように、これはあくまでも参考で分から

ない。一般質問は、ここで、何行にするのかと

か、字数やどのような大きさにするのですかと

か、全部ここで、委員会で決めれということです

か。これは、あくまでも参考ということですか

ら。今、若山委員が言った、一般質問は何行にし

ます。常任委員会の報告は何行にします。そこま

でこの委員会で決めてしまうということですか。 

 若山委員。 

○若山委員 そういうことを言っているのではな

くて、函館の議会だよりは４ページなわけです。

その何を参考にしているのか、どのようにそれを

生かすのか、そこのところがよく分からないで、

ただ函館を参考にと言われても、ページ数を言っ

ているのか、簡略化のあれを言っているのか、そ

このところがよく分からないのですけれども、そ

こをきちっと、横田委員が言ったように、何をあ

れなのかと言ってもらわないと議論したことにな

らないのかなと思って言っているのですけれど

も、どうでしょうか。 

○中島委員長 暫時休憩します。 

午前１１時１５分 休憩 

───────────── 

午前１１時２４分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き、会議を再開い

たします。 

 今いろいろ意見がありましたけれども、今まで

会派のほうから上げていただいた資料に基づいて

議論を進めさせていただきたいと思いますけれど

も。 

 まず、何回も言いますけれども、年４回はいい

ということです。 

 それから、函館市議会だよりを参考にするとい

うことは、今、横田委員からも発言ありましたけ

れども、そういうことも含めて全て参考にすると

いうことでございますので、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 異議なしということです。 

 次に、紙媒体を公共施設に配置するという方法

を取るということで、このことについては御異議

ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 それから、読みやすくする。１色

か２色、それと字を大きくするという意見の集約

がありますけれども、このことについて御異議ご

ざいませんか。字を大きくする、読みやすくする

ということについて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 それと、一般質問だとか委員会報

告、ＱＲコードをつけて、簡素化してホームペー

ジに載せて、分かるようにすると。そうすれば簡

素化と結びついてくるのかなというような気がす

るのです。あくまでも一般質問とか委員会報告、

もろもろあると思いますけれども、一般質問の下

のほうにＱＲコードをつけて、見てもらえれば内

容が全て分かるというような形にするという案も

出ておりました。そのことについて御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 なしということです。 

 田村委員。 

○田村委員 今、進んでいるのは分かるのですけ

れども、まず、委員長、副委員長、事務局で項目

ごとに、例えば五つとか六つとかと言っています

けれども、まとめた原案みたいなものをつくっ

て、それをたたき台にして議論して、これでよけ

れば広報広聴のほうにその旨お伝えしますという

のなら分かるのだけれども、今こういう意見の中

で、例えば年４回発行というのは、もう既に１０

７ページのところにうたっているのです。 

 そういうものを確認というよりも、まず、先ほ

ど言ったように、委員長、副委員長、事務局のほ

うで、上がってきた意見をこのまま出すというこ

とではなくて、集約して送るのだという話であれ

ば、まず、原案をつくっていただいて、それに基

づいて議論をして、いいでしょうということであ

れば、この意見書と集約したものをつけて、こう

いうふうに活性化では決まりましたというような

ことで送ったほうが、私はよりいいのではないか

と思うのです。 

 これで、例えば紙媒体をそれぞれ送りますと

か、置きますとか、どうですかということではな

くて、委員長のほうで５項目、６項目でもいいで

すけれども、集約をやっていただいて、それを基

に議論して、そして活性化特別委員会としての考

え方を明らかにしたほうが私はより分かりやすい

のではないかと思うのです。 

 以上です。 

○中島委員長 今、田村委員のほうから、委員長

のほうから口頭でまとめを話していますけれど

も、ひとつ事務局と相談して、ペーパーにしてま

とめていただきたいという話がありましたけれど

も、皆さん。 

 横田委員。 

○横田委員 事務局に聞くのですけれども、例え

ば今回それをやっていって、時間的に、あれが実

際に６月のだよりを出すのでしょう。スケジュー

ル的に大丈夫なのですか。大丈夫か大丈夫でない

のか。 

○中島委員長 事務局長。 

○広部議会事務局長 今出すものは、前の流れ

で、１２ページぐらいで出す予定です。今ここで

議論してもらって、方向性が決まったら、広報広

聴で、それに基づいて規程をつくっていって、次

の９月定例会の分から、例えば函館市議会みたく

というのがここで決まれば、そこからはそういう

ふうにつくっていけると思っているのですけれど

も、ここで余り、そこまで決まらないで、広報広

聴にあとは決めてくださいといくのであれば、そ

れは全然間に合わない話になると思います。 

 今、委員長がまとめて集約していたのは、皆さ

んから報告書を上げてきて、事務局と委員長のほ

うで、大体こういう項目というのを集約したので

す。それで今、皆さんに諮っているという形に

なっています。 

○中島委員長 川上委員。 

○川上委員 報告書を出している会派、ほとんど

出しているのです。まだ提出されていない会派も

二、三あるわけです。それを含めた中で集約する

なりしていただきたいと思うのですが、いかがで

しょうか。 

○中島委員長 出していないところは、無会派と

何かありましたけれども、先ほど口頭で意見はい

ただいたという形になっていますけれども、正式

に出してもらったほうがいいですか。 
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 今、横田委員の質問に対して局長のほうから話

がありましたけれども、局長と私と、一応皆さん

会派のまとめを集約させてもらって、今、決議を

採っているという段階ですけれども、それをなし

にして、田村委員が言うように紙媒体で出しても

らうと。そして議論していくという形のほうがい

いのか、皆さんどうでしょうか。 

 畑中委員。 

○畑中委員 今、委員長が発言されました、これ

からの進め方なのですけれども、田村委員の言わ

れる、いわゆるこれから正副委員長と事務局とし

て、さらにもう一度、各会派から出てきた意見を

集約して、それを改めて文書化したものを我々に

提示して判断を仰いだらということなのですけれ

ども。 

 確かにそれも結構なお話なのですけれども、実

はそういう経過をたどりながら、今、委員長は皆

さんに一項目ずつ、いわゆる賛否を採って方向性

を何とかつけようというようなお考えであると思

うのですけれども、田村委員が言われることも大

事なのだけれども、日数からいうと、どんどん遅

れる可能性があると思うのです。 

 ですから、今言われたように、それは理想的な

のだけれども、既にそういう作業をした中で、委

員長は我々に項目ごとに判断を仰いでいると思う

のです。それを続行していただきたいと、私はそ

ういう考えでおります。 

 以上です。 

○中島委員長 ほかにありませんか。 

 一つだけ決めさせてもらいます。 

 今、絆会派から出たように、紙媒体として、委

員長と事務局長のほうで集約して出してもらうと

いうのと。それと、今、私が進めているような形

でいくのかという二通りありますけれども、決議

を採って決定させていただきたいと思いますけれ

ども、一つは、私が今進めている、口頭でまとめ

を取り上げて、１点ずつ採決している方向でよい

のかどうなのか。 

 それと、紙媒体で新しくまとめて出してもらう

と。その形で議論していくという二通りあります

けれども、皆さんどちらがいいか、まず、今のま

まで、私が進めているほうがいいと思う方の挙手

をお願いします。 

（賛成者挙手） 

○中島委員長 それでは、確認のために、紙媒体

で新しく出してもらうという方向がいい方は挙手

を願います。 

（賛成者挙手） 

○中島委員長 それでは、賛成多数で、今、私が

進めております口頭で一つずつ採決していくとい

う形で決めさせてもらいますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 一般質問、委員会報告をＱＲコードにして、簡

素化してホームページのほうで分かるようにする

と。そうすることによって、一般質問や委員会報

告を簡素化しても、ＱＲコードを見てもらえれば

内容がきちっと全部分かるというような形にして

いくということに決定してよろしいでしょうか、

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 異議なしということで、そのよう

に決定いたしました。 

 ただいま決定していただきましたのは５項目で

ございます。その点について再度確認させていた

だきますけれども、よろしくお願いいたします。 

 一つは、年４回発行する。 

 また、あくまでも函館市議会だよりを参考にす

るということです。 

 それとあと、読みやすく、１色か２色、また、

文字を大きくするということ。 

 それと、今話しましたように一般質問、委員会

報告等々をＱＲコードにして、簡素化して、ホー

ムページで内容を詳しく見られるというような形

に持っていくということ。 

 大体これで決議されましたので、このことを活

性化特別委員会のほうで決定させていただくこと

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 今、五つ決まりましたけれども、

そのほかに会派のほうから、報告以外のことでつ

け加えてほしいというものがあったら発言してい

ただきたいと思います。それも加えて決裁したい

と思いますので。 

 神﨑委員。 
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○神﨑委員 駒ヶ岳会派から出てきた簡素化につ

いての御意見、下のほうなんかは、心がけて広報

をつくっていると思うのですけれども、ここの中

に、住民目線で分かりやすさの重視とか、議会用

語の解説はその都度、難しいものはやってきてい

ますけれども、そういったちょっとしたことを、

せっかくここで出していただいますので、そのあ

たりも何かの形で入れてもらえればと思います。 

○中島委員長 もう一度、コンパクトとかインパ

クトのところ？ 

○神﨑委員 上の部分は、いろいろな広報、議会

で、今回はこういうコンサルを頼みましょうと

か、そういうのも中には何年か後には出てくると

思うのですけれども、下のほうの共通して取り組

まれていることという、せっかく書いてくれてい

ますので、そこのところも報告の中に、広報に出

すときにそこの部分も入れてあげたらいいのかな

と。 

○中島委員長 何番目？ 

○神﨑委員 住民目線での分かりやすさの重視だ

とか、行政用語、議会用語の解説、これはやって

いますけれども、改めて。簡素、コンパクト、イ

ンパクトの重視とかと、せっかくいろいろ出して

くれていますので、できればそういうものも網羅

して報告書の中に入れてあげたらどうかと思いま

すけれども。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ただいま神﨑委員のほうから、駒ヶ岳会派のほ

うから、下にありますように、行政用語とか議会

用語の解説、あと、簡素化してコンパクト、イン

パクトのあるものにしてほしいということを重視

して、これもぜひ一緒に加えていただいて、広報

広聴特別委員会のほうに申告してほしいという話

がありましたけれども、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 それも加えさせていただきますの

で、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、今申し上げましたことについては、

再度確認させていただきますけれども、年４回発

行、函館市議会だよりを参考、紙媒体を公共施設

に配布する。また、読みやすく字を大きくする。

また、一般質問、ＱＲコードをつけて、簡素化し

て、ホームページで分かるようにする。今ありま

したように、行政用語、議会用語の解説、また、

コンパクト、インパクトの重視。この項目につい

て、この委員会で決議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 異議なしということで、このこと

につきまして、広報広聴特別委員会のほうに移行

させていただきまして、議論させていただきたい

と思いますけれども、よろしくお願いしたいと思

います。 

 それでは、とりあえず議会活性化委員会での議

会だよりの議論については終了したいと思います

けれども、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 異議なしということで、活性化委

員会での議会だよりの審議については、これを

もって終了させて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。 

 暫時休憩します。 

午前１１時４０分 休憩 

───────────── 

午前１１時４３分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き、会議を再開い

たします。 

 今、休憩中の中でお話がありましたように、次

回の議員定数また報酬についての資料要求の中

で、各委員の方から八雲町の議員報酬上げており

ますけれども、その経過、削減との関係その資料

があったらいただきたいということでしたので、

委員会のほうで取り揃え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。 

 次回の日程ですけれども、これは正副委員長の

ほうで決めさせていただくということで御了解い

ただきましたので、議論をしてなるべく皆さんに

は早めにご報告を申しあげたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 以上をもちまして、本日の会議は、これで終了

したいと思います。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、本日の会議は

これで終わります。 
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 御苦労さまでした。 

午前１１時４３分 散会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


