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七飯町議会広報広聴特別委員会（第３回） 

 
令和３年４月１６日（金曜日）午後１時３０分開会   

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

○案件 

 １．議会だより(令和３年年５月発行分)の編集について 

 ２．その他 

  ① 七飯町議会広報広聴特別委員会規程の制定について 

  ② 議会中継について 

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

○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３０分 開会 

○長谷川委員長 ただいまから、七飯町議会広報

広聴特別委員会、本日の会議を始めます。 

 上野委員、遅参する予定でおりますのでよろし

くお願いいたします。 

 本日の協議事項は、（１）令和３年５月発行、

来月の議会だよりについてでございます。委員に

は、事務局より事前に配付されておりますので、

目通しは終了しているものと思いますので、項目

ごとに確認していきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 暫時休憩させていただきます。 

午後 １時３１分 休憩 

───────────── 

午後 １時３３分 再開 

○長谷川委員長 休憩前に引き続き、会議を行い

ます。 

 令和３年５月発行の議会だよりについて進めて

まいりたいと思います。 

 資料ありますよね、皆さん、持ってきています

ね。 

 それでは事前に配付しておりますけれども、各

ページに誤字・脱字等がないかの確認をお願いい

たします。文言の追加・修正等がある場合は、当

該ページ何ページの何行目というふうにしておっ

しゃってください。文字数で修正できる範囲内と

なります。 

 要するにこの議会だよりはページ数、役場が発

行している広報側とも調整して１２ページで確定

しておりますので、そのための大幅なレイアウト

変更、ページ数の増減はできませんので、あらか

じめ御了承願いますということでございます。 

 それでは進めてまいります。ページ数では２４

ページになります。何か気がついたことございま

したら。 

 若山委員。 

○若山委員 番号というところで、その他のとこ

ろが番号入っていないのですけれども、これ入れ

ることはできないものなのですか。何か複数の番

号が入るので、ちょっとためらっているのかなと

思うのですけれども、その点についてちょっと確

認お願いします。 

○長谷川委員長 その他というのは、この部分を

指しているのかな。（「はい」と発する声あり）

この部分の番号とおっしゃいましたね。 

 事務局長。 

○広部議会事務局長 ここには議案番号とか載せ

ることになっておりまして、常任委員会報告と

か、ここの空白の部分はもともと番号がない議案

になっていますので、空白となっております。 

 以上でございます。 

○長谷川委員長 若山委員。 

○若山委員 報告何号とか書かれているのがあっ

て、番号あるような気がするのですけれども、従

来から入れていないということで慣例ですか。 

○長谷川委員長 よろしいですか。（「はい」と

発する声あり） 

 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 では、次のページに進みます。

２５ページ、何か気がついたところございます

か。 

 若山委員。 

○若山委員 何行目とか言われてもちょっと困る

のですけれども、議案の中の条例改正の中の七飯

町介護保険条例の一部改正について施行日、施行

日というか、そのあれが令和３年４月１日、公布

の日から施行とかなっていて、一部公布の日から

施行と入れたほうが分かりやすいのかなと思うの

と、七飯町指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準等を定める条例の一部改正につ

いては、これよく見たら４月１日からの施行なの

ですけれども、一部は１０月からの施行となって

いて、そこは正確に入れる必要があるのではない

かなというふうに感じました。 

 それと、補正予算の項目の中で、コロナ対策と

いうことで追加補正の理由があるのですけれど

も、除排雪対策費も入っていたと思うので、これ

も文章を入れたほうがいいのかなというふうに思

いました。 

 それと、あと第１回定例会で可決された新型コ

ロナウイルス感染対策事業ということで、表が

載っているのですけれども、合計金額を入れるの

と、あと二つ目の事業にはパンフレット設置事業
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ですね。ＰＣＲ検査については４月、５月分なの

で、はっきり４月、５月分と入れたほうがいいの

ではないかなというふうに思います。 

 それと、事業継続給付金を支給となっています

けれども、これ議案では給付なので、給付にした

ほうがいいのかなというふうに思います。 

 それと、一番最後の会計年度任用職員を採用す

ると、これは５人というふうなあれがあるので、

人数を入れたほうがいいのかなという気がしま

す。 

 それとあわせて、もしスケジュール、隙間があ

るのであればこれの原資ですね、国からの交付金

だとか、あるいは基金の取崩しだとか、それにつ

いてきちっと入れたほうがいいのではないかなと

いうふうに感じました。 

 以上です。 

○長谷川委員長 たくさんあってちょっと追いつ

けなかったのだけれども、暫時休憩いたします。 

午後 １時３９分 休憩 

───────────── 

午後 １時５３分 再開 

○長谷川委員長 休憩前に引き続き、会議を行い

ます。 

 若山委員の質問箇所は、いろいろ今、議論しま

したけれども、最後の段階で事務局の修正報告と

して聞いてまいります。 

 次のページに移ります。２６ページ、何か気が

ついたところございましたら。 

 暫時休憩いたします。 

午後 １時５３分 休憩 

────────────── 

午後 ２時０１分 再開 

○長谷川委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。 

 たしか２６ページを伺ったと思うのですけれど

も、何か気がついたところございましたら。 

 若山委員。 

○若山委員 これ何か要旨を入れるのかなと思っ

たら、全文同じものだったような気がするのです

けれども、これだけ全文というのは何かその理由

というのは、ちょっと説明してほしいのと、文書

の中に主な質疑だとか、町からの回答だとか結論

だとかこういうヘッダーは入ってなかったのです

けれども、これのほうが見やすいのだけれども、

その辺の説明をちょっとしていただきたいなと思

いました。 

○長谷川委員長 暫時休憩します。 

午後 ２時０２分 休憩 

────────────── 

午後 ２時０３分 再開 

○長谷川委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 事務局。 

○広部議会事務局長 この常任委員会の全文載っ

ているところは、これは付託された案件でござい

まして、この案件については省略するというふう

に、前回の委員会では決められておりませんでし

た。後ろのほうの特別委員会とかの部分について

は、要旨を載せるということで以前にいただいて

おりますので、そこは要旨を載せてございます。 

 それから、主な質疑とかちょっと大きくしてい

るのは、見やすくするためにしたことでございま

す。 

 以上でございます。 

○長谷川委員長 ありがとうございます。 

 いかがですか、若山委員。（発言する者あり） 

 ほかに気がついたところございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 なければ次のページに移りま

す。 

 ２７ページ、何か気がついたところございます

か。 

 若山委員。 

○若山委員 すみません。議事録読んでいないの

で、中身のチェックはできないのですけれども、

タイトルについては、質問のヘッダーそのまま入

れないで内容変えても構わないものかどうか。次

の平松さんのＱと田村さんのＱが、当初の一般質

問のタイトルとは違っているのです。これは構わ

ないものなのですか。 

○長谷川委員長 事務局。 

○広部議会事務局長 これは、議員が個人で書い

てくれた原稿のまま載せてございますので、それ

ぞれの一般質問した議員の判断でつくってきた文
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章でございます。 

○長谷川委員長 若山委員。 

○若山委員 それはここにも書いているので、分

かるのですけれども、何々についてとか、何問か

ある質問のどの質問を載せるかはその人のあれな

のですけれども、このタイトルを変えてしまって

も構わないのか、タイトルはそのままなのかなと

いうようなふうにずっと思っていたので、僕の勘

違いかもしれないのですけれども、質問している

内容について何々についてとか、何々の何々につ

いてとかということなのかなと思ったのだけれど

も、それは質問した人が分かりやすいタイトルに

変えても構わないというようなことで捉えていい

のですか。 

○長谷川委員長 事務局長。 

○広部議会事務局長 内容が大きく変わってなけ

れば、短くしてもいいですし、出した人が、任せ

ております。 

○長谷川委員長 よろしいですか。 

 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 なければ、次のページに移りま

す。 

 ２８ページ、何か気がついたところございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 ないようですので、２９ペー

ジ、いかがでしょうか。 

 若山委員。 

○若山委員 真ん中のところの傍聴のところのコ

ロナ対策のあれで「マスクをお願いします」とか

そういう表現だとか、あとオンライン配信がこれ

から始まるかもしれないということで、予告とし

てどこかに、今、こういうのを準備していますと

いうようなことを入れたほうがいいのかなという

ふうに思うのですけれども。 

○長谷川委員長 事務局長。 

○広部議会事務局長 「マスクをお願いします」

ということは入れられるかと思います。あと、オ

ンライン配信の部分は、まだ正確に決まっていま

せんので、そこの部分はちょっと入れられないか

と思います。 

○長谷川委員長 若山委員。 

○若山委員 いつからやるとかは入れないかもし

れないけれども、準備中ですとか、そういうのは

可能なのかなと思うのですけれども、どうでしょ

うか。 

○長谷川委員長 今日の予定も②のところで話し

合っていくというか、その場でもいいかなと思い

ます。（「分かりました」と発する声あり） 

 そうしたらいいですね。この傍聴の御案内のと

ころには、「マスクをしてください」とかとい

う、ということですよね。若山委員、入れたらど

うかと、これ残っています。入れたほうがいいの

ですよね、このことは。マスクのこと。（発言す

る者あり）入りますか。伸ばしてね、文字を伸ば

して。はい、分かりました。ではここのところ。 

 いいですね、ほかの委員も。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 次のページの３０ページはいか

がでしょうか。 

 若山委員。 

○若山委員 上段の経済産業常任委員会の報告の

中の写真の本町１号線とかと載っているのですけ

れども、報告書を読んだら、本町１号線とか個別

名称は全然出てないのですけれども、この写真は

ちょっと何か、計画には入っているのかも知れな

いのですけれども、ちょっと唐突な感じを受けた

のですけれども、その辺は、この写真を入れると

いうのは大事なものなのでしょうか。 

○長谷川委員長 事務局長。 

○広部議会事務局長 ちょっと写真があったほう

が見やすいかなと思って入れたのですけれども、

その第１１次の計画の中では１号線のこと、整備

がありましたので、この写真を載せたのですけれ

ども、もしここでそういうコメントないほうがい

いというのであれば削りますし、お任せいたしま

す。 

○長谷川委員長 ほかの委員、どう思われます

か。 

 副委員長。 

○上野副委員長 この５か年計画、１１次の計画
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の中に入っているのであればいいのではないかと

思うのです。というのは、こういう写真が入った

ほうが見やすいという感じがしますので、こうい

う道路の修正をするのだなというふうな感じが分

かるというふうに思いますので、スペースが十分

取れるのであれば、そういう写真を載せて見やす

い画面にしていったほうがいいかなと、私は思っ

ています。 

○長谷川委員長 ほかの委員、何かこの部分。経

済産業常任委員会報告書のところ、報告事項のと

こ。意見。いいですか。 

○池田委員 ほかに載せる文章がたくさんあるの

であれば、写真撮ってもいいのだろうけれども、

載せる文章ないのであれば、写真で見やすくなる

と思うのだけれども。 

○長谷川委員長 若山委員の話では、文章の中に

本町１号線というのが出ていないからということ

ですよね。 

○若山委員 はい。特にそのコメントがなかった

ので、いろいろ検討はされているのですよね、だ

からここで本町１号線の固有名詞が出るはどうな

のかなとちょっと思っただけ。写真なくてもいい

ことなので。 

○長谷川委員長 皆さんの話を聞いて理解できま

したか、いいなと。（発言する者あり）皆さんが

そうならば、いいということでいいのですよ。

（発言する者あり）挙手してからしゃべってくだ

さい。僕と若山委員の会話というのですか……。

ではよろしいですか。 

 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 次のページ、３１ページに移り

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 ないようですので、次の３２

ページに進みます。 

 若山委員。 

○若山委員 第５次総合計画の報告の中の３段あ

る上段の中の終わりのほうなのですけれども、１

７事業を削除、１４事業を追加しているとあるの

ですけれども、これもしスペース可能であれば１

４事業の内容を報告書には何々何々と入っている

ので、それを入れていただきたいなというふうに

思います。 

○長谷川委員長 事務局長。 

○広部議会事務局長 すみません。ちょっとス

ペースの関係で載せられない感じになりますので

御了承ください。 

○長谷川委員長 若山委員。 

○若山委員 ここ隣１行空いているし、地域公共

交通事業等１４事業を追加したとかという表現だ

と思ったので、それは入れたほうがいいのかなと

いうふうに思ったのですけれども、入りません

か。 

○長谷川委員長 暫時休憩します。 

午後 ２時１４分 休憩 

────────────── 

午後 ２時１６分 再開 

○長谷川委員長 再開いたします。 

 事務局長。 

○広部議会事務局長 今、文字数を数えました

ら、地域公共交通の計画的な運用など１４事業を

追加しているというふうに変えられることになり

ましたので、入れたいと思います。 

○長谷川委員長 若山委員、よろしいですか。

（「ありがとうございます」と発する声あり）。 

 ほかにございますか。３２ページの話をしてお

ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 次、３３ページはいかがでしょ

うか。 

 川村委員、何かなかったですか、何かありまし

たらおっしゃってください。 

○川村委員 ３３ページの下のグラフの文字、も

うちょっと何とかならないかいという話なのです

けれども。何とかなれば何とかしたほうがいいと

おもうのですけれど。何とかならないかなとい

う。 

○長谷川委員長 その何とかというのはもう少し

細かくてということですね。 

○川村委員 コピーみたいな感じだから、どうし

ても小さくなって見づらい部分、これ以上どうし

ようもないのですよね。（「そうしたら追加で…

…」と発する声あり） 
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○長谷川委員長 関連でということだね、戻る。 

○澤出委員 ３２ページのところにちょっと遡っ

てしまうのですけれども、２のところの下にも３

３ページのグラフのとおりであると出ているので

すけれども、ここからの連動がなかなか分かりづ

らいので、この３３ページのグラフのとおりドッ

ト大きくするとか、太文字にするとかしないと、

横に唐突に出てきて、何だろうと思ってしまう部

分があるので。公債費比率とかの場合は見だしつ

けるとかしないと、何のグラフか全然分からない

という。 

○長谷川委員長 分かりました。 

 若山委員。 

○若山委員 これ印刷すると、上の線で枠になる

ので、この仲間というのは分かると思うのですけ

れども、ここに線が入ってこうなっているので、

印刷して広げれば、ここにこの土壌の中のものと

なるので、分かりやすくなるのかなというふうに

思うのですけれども、要は実質公債費比率とか、

基金、町債の推移高というのかな、字が小さいの

で、これ印刷したらすっきりきれいなくっきりク

リアに見えるのならまだいいのだけれども、僕ら

のはコピーなのかちょっと読みづらい、字が小さ

いのと読みづらいので、張りつけではなくてここ

だけもっと大きな、ヘッダーだけでも大きなあれ

にしてもらえればなというふうに思うのですけれ

ども、以上です。 

○長谷川委員長 分かりやすい、今の若山委員の

話を、だから川村委員と澤出委員の話を合わせ

て、事務局長、このページ続きが分かりにくいの

ではないかと。字が小さいという、多数ありまし

たけれども、難しいですね。 

 事務局長。 

○広部議会事務局長 先ほど、若山委員が説明し

てくれたように、これ、今ジョイントで止まって

いるのですけれども、実際はこの枠がこうですよ

となっているので、ここが同じ続きですよという

ふうには分かるかなと思いますけれども。あと、

この表の表題がちょっと大きくすることはできる

と思いますので、やってみたいと思います。 

○長谷川委員長 お三方、よろしいですか、今の

説明で。（「はい」と発する声あり）ありがとう

ございます。若山委員も大丈夫ですよね、ここの

ところ。（「はい」と発する声あり） 

 ほかに、３３ページですが、気が付いたところ

ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 次の３４ページをお願いいたし

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 なければ、次に進みます。 

 ３５ページはいかがでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 ないようですね。それでは確認

を終わります。 

 それでは、ただいま御指摘、質問などありまし

た。ありがとうございます。 

 それで事務局長が確認のための、皆さんしっか

り合わせてください。よろしいですか。 

 それでは２５ページの修正など、確認していき

たいと思います。 

 事務局長。 

○広部議会事務局長 それでは、２５ページは上

から２段目、真ん中の七飯町介護保険条例の一部

改正の令和３年４月１日の次の一部公布の日から

施行というふうに変更いたします。 

 次に３段目、１行目令和３年４月１日施行の次

に一部１０月１日から施行をつけます。 

 あと、４段目の真ん中の令和２年度七飯町一般

会計補正予算（第１２号）の健康センター源泉ポ

ンプ入替え工事予備費の追加の文字を削ります。

そして、その次の令和３年度七飯町一般会計補正

予算（第１号）の新型コロナウイルス感染症対策

に関する追加補正の次に除排雪対策費のことも入

れます。 

 次に６番目、発議案のところの決議、括弧の中

をもうちょっと詰めて１行を圧縮します。 

 あと一番最後、補正予算の一番最後の行、接種

事業等のという「等」というのをつけ加えさせて

いただきます。 

 次に、表でございますが、ちょっと確認したい

のですけれども、表の２段目、パンフレット設置

というのはどこに書いていたかというか、どこで

出ていた言葉か分かったら教えてもらいたかった
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のですけれども、何の時に。 

○長谷川委員長 若山委員、パンフレットという

言葉、入れていいのではないかという話だけれど

も、どこだったろうという話。 

 若山委員。 

○若山委員 ２段目のだからステッカーの掲示、

パンフレットの冊子。（発言する者あり） 

○長谷川委員長 の気がしたのですよ。そうです

よね。（「ええ」と発する声あり）（発言する者

あり） 

 そうしたら、暫時休憩します。 

午後 ２時２５分 休憩 

────────────── 

午後 ２時２８分 再開 

○長谷川委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 事務局長。 

○広部議会事務局長 では、続きまして表の中の

変更箇所を説明いたします。 

○長谷川委員長 休憩します。 

午後 ２時２９分 休憩 

────────────── 

午後 ２時２９分 再開 

○長谷川委員長 再開いたします。 

 事務局長。 

○広部議会事務局長 失礼いたしました。 

 では、３段目に４月、５月の２か月分というこ

とを明記いたします。あと、この表の一番下に可

能であればもう１段つくりまして、合計欄を入れ

て、原資についても入れられる範囲で、入れられ

ましたら入れたいと思います。このページは終わ

りでございます。 

○長谷川委員長 漏れがないですか、若山委員、

このページ。２５ページ、修正の話ですけれど

も、いいですか。 

○若山委員 はい。 

○長谷川委員長 事務局長、続けてください。 

○広部議会事務局長 続きまして２６ページはな

し、２７ページなし、２８ページなし。２９ペー

ジの真ん中の傍聴のところに「マスクの着用や」

という言葉を入れたいと思います。次、３０ペー

ジなし、３１ページなし。３２ページは、第５次

総合計画のところの主な活動内容の最後のほうに

なりますけれども、１７事業を削除、地域公共交

通の計画的な運用等１４事業を追加していると変

更いたします。３３ページは、下のグラフの実質

公債費比率など３か所の文字を大きくいたしま

す。 

 次、３４ページ、３５ページはないです。 

 以上でございます。 

○長谷川委員長 ありがとうございます。 

 それでは、ただいま事務局長から修正箇所を報

告させていただきました。これで漏れはないです

か、間違い、確認しましたか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 ありがとうございます。 

 それでは、１番の議会だよりの編集についての

協議をこれで終わらせていただいてよろしいです

か。 

 確認、若山委員。 

○若山委員 広報編集要領を読みますと、審議結

果として、主な質疑と答弁については掲載すると

かというような項目があるのですけれども、今ま

でもずっとそうなので、全然入っていないのです

けれども、これはページの関係なのか、それとも

大した質問ではなかったかなとか、大した答弁で

はないからということなのか、そこのところをど

のように取り扱っていたのか、ちょっと知りたい

のですけれども、そのところだけ教えてくださ

い。 

○長谷川委員長 事務局長。 

○広部議会事務局長 今までこのような形でやっ

てきていましたので、ちょっと慣例でやってし

まっている部分もございます。申し訳ございませ

ん。 

○長谷川委員長 若山委員。 

○若山委員 謝ってもらう必要は特になくて、こ

の取扱いをどうしていたのかなと思っただけなの

で、それならそれで。ページの問題もありますの

で、よろしいです。 

○長谷川委員長 よろしいですか。 

 それでは話を戻して、議会だよりの議案、これ

で終わります。 

 次に移ります。 
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 その他になりますけれども、その他については

事務局長からお願いいたします。 

○広部議会事務局長 それでは、その他について

御説明いたします。 

 お手元に配付しております七飯町議会広報広聴

特別委員会規程を御覧願います。 

 この規程を本日皆様の了解を得ましたら、議会

運営委員会で協議していただき、告示としたいと

思いますので、規程の内容について御説明いたし

ます。 

 まず、規程の制定理由でございます。 

 七飯町議会広報広聴特別委員会については、七

飯町議会委員会条例第４条第１項の規程により設

置された委員会であり、同条例の規程が適用とな

ります。 

 そのため、この規程においては、同条例で規程

されていない所掌事項及び委員の選任方法につい

て明記するため制定するものでございます。 

 第１条は、趣旨といたしまして、この規程は七

飯町議会委員会条例第４条第１項の規定により設

置された七飯町議会広報広聴特別委員会に関し必

要な事項を定めるものとする。 

 第２条は、所掌事項についてでございます。 

 特別委員会の所掌事項は、次に掲げるものとす

る。第１号七飯町議会だよりの編集及び発行に関

すること。第２号議会のホームページに関するこ

と。第３号議会中継に関すること。第４号議会報

告会及び意見交換会に関する調査研究並びに議会

が実施するパブリック・コメント及びアンケート

調査に関すること。第５号前各号に掲げるものの

ほか、議会の広報及び広聴に関すること。 

 第３条は、組織でございます。 

 特別委員会は、議長が指名した委員８名以内を

もって組織する。 

 第４条は、委員についてでございます。 

 委員は、各常任委員会からそれぞれ２名を、議

会運営委員会から２名を推薦する。 

 第２項、前項の規定による推薦された委員に欠

員が生じたときは、当該欠員を生じた委員が推薦

された各常任委員会又は議会運営委員会から補欠

の委員を推薦する。 

 第５条は、補則についてです。 

 この規程に定めるもののほか、特別委員会の運

用に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮った

上で定めるものとする。 

 附則といたしまして、議会運営委員会での決定

の日から施行するものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○長谷川委員長 ありがとうございます。 

 ただいま事務局から説明受けましたことに対し

て、何か質問ございますか。 

 若山委員。 

○若山委員 これ任期とか期間についてのあれは

特にないのですけれども、それについては……。 

○長谷川委員長 それだけでいいですか。（「と

りあえず」と発する声あり） 

 事務局長。 

○広部議会事務局長 この特別委員会、次の改選

の時まで常任委員会とかのメンバーは同じでござ

いますので、次の改選の時までは、とりあえずの

任期ということになります。その後、また特別委

員会このままでいくか、それとも広報広聴は常任

委員会をつくっていくかということを、この特別

委員会の中で今後皆さんとお諮りしたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○長谷川委員長 若山委員、質問どうぞ。 

○若山委員 あと議員の任期も２年しかないから

あれなのですけれども、要はここには触れないけ

れども、今後の取扱いについて考えていくという

ことを持っていますよということであれですか、

分かりました。 

 以上です。 

○長谷川委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 それでは、七飯町議会広報広聴

特別委員会規程を事務局長の説明した案のとお

り、議会運営委員会に提出したいと思いますが、

それでよろしいですね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 ありがとうございます。 

 次に、広報広聴特別委員会において、議会中継

に関することを協議していくことになっておりま

す。お手元に配付の議会のインターネット配信に
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向けたスケジュール、素案を御覧願います。 

 ６月定例会からスタートするためには、配信に

関する規程の整備と運用面での検討が必要となり

ます。それらの素案ができましたら、５月中旬に

議員全員協議会で協議し、その後、議会運営委員

会で規程の整備を行った後スタートとなりますの

で、これから配信に関する規程と運用方法等の素

案を作成するための協議を行いたいと思います。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ２時４１分 休憩 

────────────── 

午後 ２時５１分 再開 

○長谷川委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 先ほど、私、最後に読んだページが古いのが混

じっていまして大変失礼いたしました。 

 それでは続けます。 

 中継映像、ＹｏｕＴｕｂｅ配信に関して、運用

面での検討事項に移ります。 

 まず一つ目でございますけれども、配信は定例

会と臨時会の本会議のみとする。これでよろしい

でしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 これ原稿、皆さん、行っている

のでしょうか、行っていない、分かりました。あ

りがとうございます。異議なしね。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 それから、６月開催の第２回定

例会からスタートする。よろしいですね。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 規程の整備が間に合わなければ

９月スタートとなる。これは本当にやむを得ない

場合ですけれども、よろしいですね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 次に移ります。 

 しばらくの期間は生中継、ライブ中継のみでス

タートし、議会だより・ホームページ・ＹｏｕＴ

ｕｂｅチャンネル、この三つの連携が取れ、運用

がスムーズに行えるようになったら事務局で編集

を行い、録画中継もスタートする。そういう将来

の流れですけれども、それでよろしいですか。 

○平松委員 要するにアーカイブの話ですよね、

中継の部分、中継の録画でしょう。それは大体い

つからをめどにするということなのですか。 

○長谷川委員長 めどは、この先にちょっと、ま

だ続きますから。めど、めどが出ますか。 

 事務局長。 

○広部議会事務局長 まず６月は生中継のみで、

１２月にめどがつくかどうかちょっと。ちょっと

休憩お願いします。 

○長谷川委員長 暫時休憩いたします。 

午後 ２時５４分 休憩 

────────────── 

午後 ３時０１分 再開 

○長谷川委員長 引き続き、再開いたします。 

 それでは確認します。三つ目の確認事項なので

すけれども、運用がスムーズに行われるように

なったら、事務局で編集を行い、録画中継もス

タートをする。これでよろしいですね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 次、移ります。 

 中継映像の編集方法です。一般質問は個人ごと

につくる。それから、その日の配信は午前・午後

の２本とする。それから、中継映像の配信期間は

おおむね２年間とする。分かりました。三つ言い

ましたけれども。 

○平松委員 午前・午後の説明ちょっと。 

○長谷川委員長 事務局長、２番目の午前・午後

の２本とするというとこ。 

○広部議会事務局長 チャンネルをずっと流すの

ではなく、午前の２時間を大体一つのチャンネ

ル、午後の２時間を一つのチャンネル、第１日目

は２本。そのほかにちょっと編集できたら、個人

ごとにもつくりますけれども、二日目、三日目、

四日目とかもそれぞれ午前・午後、午前・午後と

いうふうに区切ってアップしたいと思っていま

す。（「それライブなのね」と発する声あり） 

○広部議会事務局長 録画です。録画。 

○長谷川委員長 いいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 次、進めます。よろしいです

ね。 

 免責についてでございますけれども、議会は映

像を利用したこと又は映像の情報を使用したこと
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に起因する損害の発生については、一切責任は負

わないことの確認。 

 よろしいですか。議会は負わないと。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 次、移ります。議員の発言につ

いてでございます。 

 地方議員には、議員の免責特権は適用されない

ことから、議会で行う演説・討論・表決の際の発

言には、十分注意を払うことの確認でございま

す。しゃべった後の問題になりますけれども、こ

れでよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 次、移ります。 

 生中継及び録画中継は、正式な会議録とはなら

ないことの確認でございます。(ただし書き)、正

式な会議録は、会議録署名議員のサインがあるも

のになります。今までどおり、議会事務局で閲覧

できますということでございます。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 次、移ります。 

 次の議会広報広聴特別委員会では、映像配信に

関する規程について協議します。次の委員会ね。

その後、５月中旬に議員全員協議会で協議し、規

程・運用方法が確定したら、５月末に議会運営委

員会で規程を協議し、公布されます。５月中旬で

の議員全員協議会でまとまらなかった場合は、９

月からのスタートとなります。ちょっと長いです

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 事務局長、この次のページのＹ

ｏｕＴｕｂｅのホーム画面について、これも進ん

でいいですか。 

○広部議会事務局長 お願いします。 

○長谷川委員長 それでは、全員に他自治体の資

料を配付して、これは配付していますね。では進

めます。 

 ①写真は町内の風景でよいか、議会事務局に任

せてよろしいかということでございます。（発言

する者あり）例として申し上げます。このことは

文書、持っていないですよね。 

 函館市では名勝の写真、概要欄に注意事項の記

載があると。三浦市は議場で議員全員の写真、概

要欄の注意事項はリンク先に記載。利府町は議場

の写真、概要欄に注意事項の記載あり。分かりま

す。概要欄というの。栗山町は議場の写真で文字

記載、概要欄記載なしというふうにして、それぞ

れ参考にしましたけれども、話を戻して写真は町

内の風景でよいか。ＹｏｕＴｕｂｅのホームペー

ジ画面ですよ。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 事務局に任せるということで、

次、移ります。 

 チャンネル名は、北海道七飯町議会でよいか。 

（「いいと思います」と発する声あり） 

○長谷川委員長 よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 次、移ります。 

 概要欄に注意事項を載せる、別紙参考というふ

うにして資料が出ていると思いますけれども、事

務局で他の自治体を参考にして編集してよいかと

いうことですね。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 その他に移ります。 

 町章は必要かということなのですけれども、町

章、町の紋、七飯町の紋章、町章。必要となった

ら、広報広聴特別委員会から議長を通して理事者

へ、補正予算で対応してもらうようにお願いする

と。つまり本会議場の議長の座っている上に、例

えば函館市だったら巴太鼓だかの、巴マークだか

のそれを映りますよね。 

 事務局長。 

○広部議会事務局長 この写真つきの利府町のと

ころを見ていただきたいと思います。利府町です

と、議長席の上に、利府町の町章になりますけれ

ども、こういうふうに町章ついているのですね。

他の自治体へ行くと、結構、議場に議長の上とか

発言席のところとか、ついているのですけれど

も、七飯町はついてなくて、以前も実は４年前の

議員のときにもその辺議論になりまして、こうい

うふうに動画配信とかになったときに、また、み

んなで考えようということがあったのです。それ

で今、動画配信始まりますので、そうしたときに

七飯町の町章がなくていいものなのか、あったほ

うがいいものなのか、その辺ちょっと皆さんで議
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論していただいて、予算がありませんので、もし

必要だとなれば、議長を通して町の理事者のほう

にその分、予算つけてほしいというお願いしなけ

ればなりませんので、ちょっと皆さんに協議お願

いしたいなと思って提案していただきました。 

○長谷川委員長 ありがとうございます。 

 どうしますか。 

 池田委員。 

○池田委員 視察に行っても議場の中にはそうい

うのがありますし、インターネットばかりではな

く視察してきた人たちも、とりあえずは議場を見

に来られると思うのですね。ですからマークとい

うか、それはあったほうが、インターネットばか

りではなく体面上あったほうがいいのではないか

なと思っています。 

○長谷川委員長 ありがとうございます。 

 若山委員。 

○若山委員 費用かかるのであれば、今すぐやる

必要はないというふうに考えます。 

 以上です。 

○長谷川委員長 二つに分かれましたけれども、

三つ目の案。 

 平松委員。 

○平松委員 暫定的に型をつけておけばいいので

はないかなと、運用はうまくいくことになったと

きにもう１回また考えたらどうでしょうか。 

○長谷川委員長 暫時休憩いたします。 

午後 ３時１２分 休憩 

────────────── 

午後 ３時１７分 再開 

○長谷川委員長 再開いたします。 

 この件については、町章についてはこの先、休

憩中にちょっと調べて進めてまいりたいと思いま

す。 

 それではＹｏｕＴｕｂｅのホーム画面について

のお話は、これで終わります。 

 それでは、ただいま協議した内容をこれから事

務局で素案を作成し、委員の皆様に配付いたしま

すので、暫時休憩いたします。併せて、今の町章

の話の取材も行います。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ３時１７分 休憩 

────────────── 

午後 ３時３２分 再開 

○長谷川委員長 再開いたします。 

 事務局長のほうから説明、町章も含めてお願い

いたします。 

 事務局長。 

○広部議会事務局長 今、お配りしました見積書

でございます。大体６万６,０００円という見積

もりが出ておりますけれども、このくらいの金額

だったら頼んだほうがよろしいのか、要らないの

か、その辺皆さん御意見お願いします。 

○長谷川委員長 平松委員は、お願いしましょう

と声出してくれたから。 

○平松委員 この程度であれば、町民の負担にも

ならないと思いますので、お願いをしたほうがい

いかなと思います。 

○長谷川委員長 池田委員、どうですか。 

○池田委員 恐らくこれ何年か前からの見積もり

だけれども、多少上がっているだろうと思いま

す。ですけれども、恐らく１０万円以内で終わる

と思うけれども、そのくらいまで延びたとして

も、つけたほうがいいのではないかと思います。 

○長谷川委員長 稲垣委員はどうでしょう。 

○稲垣委員 私もつけたほうがいいと思います。 

○長谷川委員長 澤出委員はいかがですか。 

○澤出委員 もともと町章に関しては、思い入れ

があって作ったものと思いますから、町の成り立

ちとか重要な七飯の象徴でもあると思いますの

で、是非ともつけたほうが良いと思います。 

○長谷川委員長 ありがとうございます。 

 川村委員、どう思われますか。 

○川村委員 私もつけたほうがいいと思うのです

けれども、何か今回の特別委員会の中でその辺の

決定の部分はここでやっていいのかどうか、

ちょっと私も分からない。 

○長谷川委員長 なるほど、では時間が必要とい

うことで。 

○川村委員 ただ、ほかの議員の了解取る必要が

あると思うので、この委員会の中で決定してし

まっていいものなのか。やったほうがいいにはい

いと思うのですけれど。 

○長谷川委員長 分かりました。ほかの議員の意
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見も聞きたいということですよね。 

○川村委員 ここの委員会の中で決定していい案

件なのかどうかというのがちょっと。 

○長谷川委員長 分かりました。 

 若山委員は、さっきと同じ考えでよろしいです

か。 

○若山委員 金額にかかわらず、つけたからっ

て、いい意見が出るわけがないので、いらないと

思います。 

○長谷川委員長 分かりました。 

 副委員長、どう思われます。 

○上野副委員長 つけてもいいのではないかと思

うのですけれども、要するに今、出ていましたよ

うに、これを決めるのはここなのかどうかとい

う、この辺の問題は残っているのではないかとい

うふうに思います。 

○長谷川委員長 私もそう思います。決めるの

は、もう少し皆さんの意見が必要かなと思いま

す。町章については。 

 事務局長。 

○広部議会事務局長 それでは、後日、全員協議

会のほうに皆さんにお諮りして、それから決めた

いと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

○長谷川委員長 はい。 

 それから、事務局長、もう一つの配付された資

料のその件はどうしましょう。 

 事務局長。 

○広部議会事務局長 ただいま先ほど皆さんに協

議していただいた内容で、七飯町議会会議映像等

の配信に関する規程をつくってまいりました。案

をつくってまいりました。これを今日このまま続

いてここでやるか、それともちょっと日を改めて

次にするかということなのですけれども、この案

が確定しましたら、これを全員協議会のほうに

持っていって、皆さんの了解を得てから議運に

持っていって、規程を整備するという形になりま

すので、全員協議会に持っていく前にまず特別委

員会としては、これでいいかどうかを１度、皆さ

んの議決をとりたいと思うのですけれども、それ

を今日このまま続けてやるか、後日にするか、そ

の辺皆さんで確認していただきたいと思います。 

○長谷川委員長 暫時休憩いたします。 

午後 ３時３７分 休憩 

────────────── 

午後 ３時４３分 再開 

○長谷川委員長 再開いたします。 

 ただいま素案を配付していただきました。この

ことについて、先ほどの町章の件と併せて、次回

の委員会で決めてまいりたいと思います。 

 それで次回の委員会は、４月２７日火曜日、１

０時からといたします。よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 一言、私に報告させてくださ

い。 

 昨日、開催されました議会活性化特別委員会が

ありました。そこで協議された議会だより簡素化

の件につきましては、今後、議会活性化特別委員

会委員長より、議会広報広聴特別委員会に決定事

項の申し送りが来ることになっております。広報

広聴特別委員会では、インターネット配信に向け

ての協議を第一に行い、６月定例会から開始でき

るよう進めてまいりたいと考えております。６月

定例会が終わり、インターネット配信が軌道に

乗ってから、広報発行要領と広報編集要領につい

て検討してまいりますので、委員の皆様よろしく

お願いいたします。 

 以上でございます。 

 続けて、これまで七飯町議会広報広聴特別委員

会、本日の会議を閉会といたします。 

 よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 お疲れさまでした。大変御苦労

さまです。 

午後 ３時４５分 散会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


