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七飯町議会広報広聴特別委員会（第２回） 

 
令和３年３月１９日（金曜日）午後１時４８分開会   

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

○案件 

 １．今後の日程等について 

 ２．その他 

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

○出席委員（８名） 

   委 員 長   長谷川 生 人      副委員長   上 野 武 彦 

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

   委  員   稲 垣 明 美      委  員   澤 出 明 宏 

   委  員   川 村 主 税      委  員   若 山 雅 行 

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

○欠席委員（０名） 

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

○委員外議員（０名） 

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

○出席説明員（０名） 
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午後１時４８分 開会 

○長谷川委員長 お疲れ様でした。 

 それでは、七飯町議会広報広聴特別委員会の第

２回目を開催いたします。 

 それでは、事務局長、よろしくお願いします。 

○関口議会事務局長 まず、スケジュール的なも

の関係だったのですけれども、議会広報は次号、

５月に発行される予定になります。そのために、

特別委員会を４月の中旬頃、遅くても１９頃まで

に開催していきたいと思います。 

 それが、３箇月おきに、大体４月、７月、１０

月、１月頃、年間４回ですね。そのような形で進

めていく形になります。 

 そのときに、ある程度出来上がったものを検閲

というか、お配りいたしますので、そちらについ

て中に目を通してきていただいて、その委員会で

最終的なチェックをしていただくという形になり

ます。 

 そこで、まず来月の特別委員会開催に当たりま

して、議会広報の編集要領の部分にかかってくる

のですが、それの第３の４番目。第３、記事の内

容の４番目に、付託事件にかかる委員会報告及び

特別委員会の調査報告は、全文掲載を原則とする

が、誌面構成の都合により要旨を掲載することも

あるという形で、今回特別委員会報告が…、

ちょっと多かったのですよ。大体、４，４で８く

らいの数があったものですから、この辺の部分に

ついて、全文掲載ではなく、合わせて要旨掲載を

するということで事務的に進めて良いかというも

のの確認をしていただきたいのが一つですね。取

り急ぎの事項なのですけれども。 

 あともう一つ、今日お示しした二つの部分なの

ですけれども、こちらのほうがまだ議会運営委員

会となっているままのものですから、こちらの改

正をしていただくことになるのですが、こちらの

特別委員会ではなく、議運のほうで全部規則関係

は修正することになっておりますので、その辺を

委員会として、議長のほうに改正の依頼というも

のを出していくことについて承認していただきた

いということで、この二点を確認をお願いいたし

ます。 

○長谷川委員長 ただいま、局長が申し上げまし

た、今回の質問等たくさんあるので、それを全文

載せたほうが良いかということですよね。 

○関口議会事務局長 委員会報告、特別委員会報

告も含めて、その部分を要旨掲載に。事務局とし

てはちょっとスペースを取るので、していきたい

のですが、そちらの進めていくことについて、皆

さんのご意見をいただきたいのです。 

○長谷川委員長 何かございますか。 

 澤出委員。 

○澤出委員 今、事務局で言ったみたいに、要旨

掲載という形でないと、ちょっと分量多すぎて、

あまり分量多くても読む方のほうが大変だし、目

も止まらなくなる可能性もあるので。できれば、

適宜割愛した形の、見てわかる文体でやってもら

えればなと思っています。 

 以上です。 

○長谷川委員長 他にございますか。 

○若山委員 僕は逆に全文掲載をお願いしたいな

と思います。 

 どこを省略するかという、そういう委員会で決

めた内容について我々が編集的なことをするとい

うことは僭越的な感じがありますので、全文掲載

して見てもらうというのが、一番良いのではない

かなと思います。 

 以上です。 

○長谷川委員長 あと、他にございますか。 

 川村委員。 

○川村委員 今、議会活性化のほうでもインター

ネット、また、ホームページの部分で議会活動の

部分をホームページに載せたりとか、そういった

作業もこれから出てくるという中で、なるべくな

ら議会だよりをスマートに、言い方の良い、ただ

省略するというわけではなくて、なるべくスマー

トにして、なおかつ、大体のことはホームページ

なりそっちのほうに載せるという作業のほうに向

けてちょっと絞り込む方向でやっていったほうが

良いのではないかと私は思います。 

○長谷川委員長 他に。 

 今、三者三様と言いますかね。川村委員と澤出

委員は、分量が多いから絞ってというお話しです

けれども。 

 副委員長。 
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○上野副委員長 色々意見出ましたけれどね。 

 町民に知らせるには、全文であったほうが本来

いいのですけれども、なかなか膨大な資料を町民

が見てくれるかというと、かなり厳しい問題があ

ると思うのですよ。ですから、要旨できちんと町

民が読んでもらえるようなそういった広報誌に改

善をする必要があるというふうには感じていたの

ですよ。もう少し見易く、そして、要旨がはっき

りして、言いたいことが何だということがはっき

り町民にわかるような、そういう広報誌にしてい

く、そういう必要があるのではないかと。そうで

ないとあまりにも膨大な資料をどんと出されて

も、町民は嫌気がさして目も通さないで終わって

しまうということが起こり得るので、そういう改

善の方向を目指しながら、今回は第一弾として、

ある程度の膨大な資料は要約した形で出したほう

がいいのではないかと私は思いますけれど。 

 よろしくお願いします。 

（「賛成」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 平松委員何かお考え。 

○平松委員 ここに書かれている趣旨は、結局、

誌面の構成の都合により要旨を掲載するというの

があるのですけれども。一番問題なのは、その要

旨をどうまとめるかですよね。 

 表現の仕方によっては、全く議会の雰囲気と変

わる表現になってしまう可能性というのも残すわ

けですから。我々のやる仕事が、要旨をどのよう

にまとめるかという仕事が中心になってくると思

うのですよね。この会議でやるということで

しょ。議運でやるのではないですよね。そのため

の特別委員会ですよね。 

 だから、要旨をまとめるということを毎回ここ

でみんなで読んで、それでやっていかないと、事

務局に任せるという話にはなりませんから。それ

が面倒だと言うのであれば全文掲載になるし、要

旨をまとめるのだったら我々のこのテーブルでそ

の文章をまとめ上げるということが必要になると

思いますので。 

 その辺、みなさんちゃんと頭に置いて。今まで

のように何でも事務局頼りというわけにはいきま

せんから。我々できちんと要旨を抽出するという

前提でやっていくのであれば、私は賛成します。 

○長谷川委員長 ありがとうございます。 

 若山委員。 

○若山委員 要旨のほうが数が多そうなのであれ

ですけれども。ホームページでもちろん見ること

はできる可能性もありますけれども。パソコンで

ホームページを見る方がどの程度いるのかも全く

わからない中で、我々が町民に直接伝えられるの

は議会だより。広報に挟んだ議会だよりで、読

む、読まないは、これはしょうがないのだけれど

も。どのようなものか、全文掲載するのは、これ

は我々の義務ではないかなと思います。各委員会

でも、削って、削って最後のところだけを書い

て、それでもちょっと長い文章になっている可能

性もあって、そこを削るというのは、ちょっとど

うなのかなという思いがありますので、全文載せ

るほうがよろしいのではないかなと思います。 

 議会だよりについては、いずれ町民のアンケー

トでも取りまして、どのようなものが良いのかと

いうのを、活性化委員会でも議論していますけれ

ども、そのような方法で必要なのかどうか、どう

いうものが良いのかというのは、やっていけば良

いのかなと思っていますけれども。 

 それまで、全文ありのままを示すということの

ほうが、重要なのかなと僕は思いますので、その

点をちょっと言っておきたいなと思います。 

○長谷川委員長 ちょっと暫時休憩いたします。 

午後１時５９分 休憩 

────────────── 

午後２時００分 再開 

○長谷川委員長 再開いたします。 

 それでは、意見が、文量が多いのである程度要

約をして載せたほうが良いのではないかという意

見と、若山委員の全文を載せるということで意見

が分かれましたけれども、ここで採決していきた

いな思いますけれども。 

 平松委員。 

○平松委員 今ここで採決してしまうと、今後全

部、例えば要旨掲載をするということにいくの

か。それとも、この４番の文章ですけど、これを

このまま生かして、その都度我々が判断をする

と。例えば、今回は文量が少ないから全文掲載で

もいいかなとか、これは要旨にしようとか、毎回
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この会議で判断をしながらやっていくという方法

も一つあるのかなと思うのですけれども。決めて

しまわないでね。それはどうなのでしょうかね。 

 どっちかに決めてしまえば、もう要旨掲載しか

残らないということになりますよね。そうする

と、これ全文掲載を原則とするという文章を逆に

消してしまって、要旨掲載とすると。その代わり

ホームページには全文載せるというやり方に変え

るというふうに今決めちゃうか、それともこれを

残すかという話。 

（発言する者あり） 

○長谷川委員長 ちょっと待ってください。今動

いていますから。平松委員終わった。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 副委員長どうぞ。纏めながら話

してください。 

○上野副委員長 今、要約するかどうかというふ

うな事務局のほうから提案があったのは、今回に

限って、今回こういう状況だからお願いしますと

いう形の提案なのですよ。今後どうするかという

のは、私が先ほど述べましたように、この委員会

で今後この広報の町民への伝え方に改革という

か、より皆さんに親しんでもらえるように改革と

かそういう方向もあるのではないかということで

の私の意見だったのですよ。 

 今回のこの要約というのは、今回に限った発言

なのですよ。今後もずっとするということで事務

局から提案されたものではないのですよ。そのこ

とを踏まえて、委員長のほうで今回の判断をどう

しますかという進め方をしていただければなと。 

○長谷川委員長 ５月の発行に向けて今回だけと

いうことで。 

 事務局長。 

○関口議会事務局長 今回、特別委員会の報告は

３月で最終というものがありましたので、そちら

の部分は毎回出てくるものではないので。今回に

限りということでの先ほど副委員長言ったような

形での、皆さんのご意見をいただきたいというこ

とで。 

○長谷川委員長 そしたら、今の、わかります

か。 

 今回の発行に向けてということで。 

 暫時休憩します。 

午後２時０４分 休憩 

────────────── 

午後２時１７分 再開 

○長谷川委員長 再開いたします。 

 意見がおおよそ二つに分かれておりますので、

皆さんに伺いますけれども、私皆さんの意見聞い

て５月に向けての発行ということでそんなに時間

がないものですから、今回は、全文掲載という話

もありましたけれども、容量の問題もあります

し、そういう要旨として、進めていってはどうか

というふうに考えますけれども。よろしいです

か。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 よろしいですか。 

 若山委員よろしいですか。 

（発言する者あり） 

○長谷川委員長 採決いたします。 

 まず最初、若山委員のおっしゃるとおり全文掲

載でお願いしますというほうについては、採決い

たします。 

 挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

○長谷川委員長 若山委員。 

 ありがとうございます。 

 要旨掲載ということで進めていくということ

で、その方の挙手のほうをお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

○長谷川委員長 多数で、進めていきたいと思い

ます。 

 それからもう一点は、ここのところの議会運営

委員会が行うというところの条文を変えていくと

いうことかな。 

（発言する者あり） 

○長谷川委員長 このことについて、どう思いま

すか。 

○澤出委員 プロセスだけの問題なので、それは

問題なくやらなければならないことだと思ってい

ます。 

○長谷川委員長 ほかにございますか。 

（「なし」「ありません」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 それでは、そのように進めてま
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いります。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 ありがとうございます。 

 暫時休憩いたします。 

午後２時２０分 休憩 

────────────── 

午後２時２８分 再開 

○長谷川委員長 再開いたします。 

 それでは、内容については、これまでの議会だ

よりを作っていただいて、そして、皆さんと検討

しながら進めていくと。若干の修正などございま

しょうけれども、そして、回を重ねるごとにより

良いものを作っていきたいということを頭のどこ

かに入れていただいて、進んでいくということで

よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 ありがとうございます。 

 ほかに何かございますか。 

 若山委員。 

○若山委員 議会のオンライン配信まだ設備が

整ってないかもしれないですけれども、その時に

このような要領とか規程とかいるというのが議長

の考え方だったのですけれども、それをいつまで

どういうふうに作るかというスケジュール感とい

うか、ちょっと次回でも構わないですけれども、

その辺のところをちょっと聞いていただきたいな

というふうに思います。 

○長谷川委員長 議長の考え方と言いますと、議

運で発表した編集材料ということで、議運で出し

てくれたのですよ。このことですね、今後の進め

方のことですね。 

 局長、今若山委員のお話しは、ネット配信した

ときの対策…。 

○関口議会事務局長 これからネット配信してい

くに当たって、要綱とか要領とかというものが必

要になってきますので、その辺必要なものとか、

次のときにある程度他のところでこういうもの

作っているとかというものを出すものは出してい

きたいと思うのですけれども、そういうのでいか

がでしょうか。 

 それでもって作るのは結局議運のほうになりま

すので、ある程度こっちで揉んで、それから議運

にお願いするという形の方向でいかがでしょう

か。 

○長谷川委員長 よろしいですか。 

 ほかにございますか 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 それでは、本日の委員会を終了

いたします。お疲れ様でした。 

午後２時３１分 散会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


