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七飯町議会広報広聴特別委員会（第８回） 

 
令和３年９月２４日（木曜日）午後０時１８分開会   

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

○案件 

 １．令和３年第３回定例会、令和２年度決算審査特別委員会に係る録画中継について 

 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 ０時１８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。 

 本日の協議事項は、前回の委員会のときに録画

配信を開始する前に委員会で不規則発言等、削除

が必要な箇所の確認をしたほうが良いという意見

がありました。 

 そこで、今回から定例会のときは、定例会の最

終日に、また、臨時会のときは、その臨時会が終

了したあとで毎回委員の皆さんと配信について確

認を行いたいと思います。 

 決算審査特別委員会の録画編集については、試

験的に行っておりますので、こちらの確認も併せ

て行います。 

 それでは、今回の第３回定例会と決算審査特別

委員会の配信について、確認箇所を事務局からお

願いいたします。 

 事務局長。 

○広部議会事務局長 それでは、９月７日からの

定例会の本会議の部分では、訂正箇所はなかった

ように思います。決算審査特別委員会の中では、

１箇所ございました。９月１３日総務財政課に対

する質疑中、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金事業の役場庁舎等の窓口パーテー

ション購入に係る契約に対する中島委員の質疑

中、 

      本人の申出により削除することとな

りましたので、その前後関係する部分を削除する

ことになります。 

 それ以外では、削除する発言はなかったと記憶

しております。 

 事務局からは以上です。 

○長谷川委員長 ありがとうございました。 

 局長からの説明ですけれども、何かこのことで

質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 わかっていただけましたか。 

 ただいま、事務局長から確認箇所１件ありまし

た。決算特別委員会の総務財政の審議中、中島委

員の発言で本人の申出があった部分、この部分は

皆さん削除することでよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 その他、削除等がある場合は、

委員の意見をお願いいたします。ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 次に移ります。 

 それでは、事務局で編集が終了次第、定例会の

YouTube 配信は、ライブ配信から録画配信に切り

替えを行うことでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 わかりました。 

 決算審査特別委員会の配信については、作業が

終了しましたら、皆さんと協議したいと思いま

す。今回の特別委員会の配信については、作業、

作業というのは編集作業が終了しましたら、皆さ

んとまた改めて協議したい。よろしいですか。 

 その他ですけれども、次回の委員会は、議会だ

よりの編集について行います。今度は、議会だよ

りの編集について行います。日程ですけれども、

１０月１８日の月曜日１０時から、皆さんの予定

はいかがでしょうか。 

 都合の悪い方いらっしゃいますか。協力できる

ということで、この日開催してよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 ありがとうございます。 

 次回の委員会は、１０月１８日、月曜日１０時

といたします。 

 他にその他についてご意見ございますか。 

 平松委員。 

○平松委員 前にも述べたのですが、結局、一般

質問なんかは、終わって、それで問題がないとい

う判断は当日できると、私は思うのですよ、前に

も言ったのですけれども。今回ここまで、例えば

私の場合は９月７日に一般質問していますけれど

も、今日まで私の部分に区切った配信というのが

できていない。５時間以上ある、その中から例え

ば私の分だ、田村さんの分だって、見たい人が探

してみるという状況が今まで続いていたのです

よ。 

 今日この場で承認されたので、そういう６月に

配信したような形にすぐなるのでしょうけれど、

この期間というのは必要なのかどうかなのですよ

ね。 
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 だから今、特別委員会で修正箇所がというの

は、こういうのはわかるのですけれど。無いとい

う判断を例えば当日だとか、そういうのを確かめ

て次の日だとか配信するとかというふうには皆さ

んは賛成できないのですかね。 

 少なくとも一般質問に関しての見直しとかをし

て、これは削ったほうが良いななんていうことを

各委員は確認とかしたのですかね。ちょっと皆さ

んの意見聞きたい。 

 大概他見れば、もう１日２日経つと、他の議会

はもう配信しているのですよね。問題あるという

判断を即日出来ると思うのですよ。 

○長谷川委員長 事務局長。 

○広部議会事務局長 ９月でしたら決算審査特別

委員会ありますし、３月でしたら予算審査特別委

員会がありまして、本会議が終わった日でも、そ

のあと次の日の準備とかで、実は事務局は結構遅

くまで残っております。次の日の予定をこなすだ

けで結構大変で、編集とか、できる状態ではない

のですね。ですから、すぐにというのはなかなか

今の人数では難しい状態ですので、その辺ご理解

いただきながら、皆さん協議していただきたいと

思います。 

○長谷川委員長 今の事務局長の。 

○平松委員 訂正をしたいと思います。 

 事務局でできる範囲でということを付け足した

いと思います。 

 一応、今回の話というのは、全部終わってやる

という前提で、この委員会最終日に開くというこ

とで話が進んでいたので、その前に準備ができな

いならしょうがないですけれど、できるのであれ

ば出来次第配信してもいいのではないかなと。 

○長谷川委員長 若山委員。 

○若山委員 平松委員の言うこともわかるのです

けれども。要は、まだ６月に始まったばかりで試

行期間の域を脱していないところなので。要は、

議会が終わったあとに速やかに、できるだけ早く

録画配信をするという、そういうルールで事務局

に負担がない範囲で、全部終わったあとにアップ

するということでとりあえず進めていいのかなと

思います。 

 体力が少しついてきて、やれるようになってき

たら、６月とか１２月だとわりと早くできるかも

しれないので、そういうときには早く上げても別

に構わないと思うのですけれども。事務局の体力

を、さぼってやっているわけではなくて、忙しく

てしょうがない状況ですので。だから、終わって

からできるだけ速やかに、１週間とか１０日とか

そういう範囲内でアップするということで僕は

しょうがないのかなと思います。ただ、今後出来

るだけ早くという町民のニーズだとか何かがもし

あったら、そういうのも踏まえて人数を増やすと

か、何か色々なものを考えて、次のステップを踏

めばいいのかなと思いますので、とりあえず今の

体制でいいのかなというふうに思います。 

 以上です。 

○長谷川委員長 非常にわかりやすいお話でし

た。それで、最初平松委員、すぐにと言ったもの

だから、私も聞いたときにあれと思ったのだけれ

ども、やっぱりそこのところを理解してもらえれ

ば、若山委員の意見に…。 

○平松委員 ちょっと違うのですよ。 

○長谷川委員長 ちょっと違う。そのちょっとを

もう少し、もう一回皆さんに。 

○平松委員 若山委員の今の話というのは、議会

が終わってという条件が付いています。私は、準

備が出来次第ということがちょっと違うのです。

だから、今回みたいこういう長丁場であって、

ずっとできないのであれば、それはしょうがない

です。どこかで出来るのであったら流してもらい

たいという話です。 

○長谷川委員長 だから、速やかにというのはそ

ういうものを含めているのではない。 

○平松委員 終了してから速やかにというのが違

う。例えば、開催中でも準備がもし余裕ができた

らそれは流してもらいたい。 

○長谷川委員長 わかりました。 

 他に意見。池田委員。 

○池田委員 私も若山委員と同じで、職員にあま

りウエイトをかけさせたくないというのもありま

すけれども、そのほかに YouTube で流しています

から。見たい人はそれを見てくれて、あと、修正

あったのは終わってから、また何回も回るもので

すから。それを早く、早くと、今回みたいな長丁
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場で、すごく事務局大変だと。まだまだスタッフ

がたくさんいて、あれだったら言いますけれど

も。まだ本当にやって日が浅いですからね。もう

ちょっと慣れてから早急にというほうが、やはり

先ほども議会の中で言ったように、やっぱり過重

労働みたいものが、その場所に凄く集中している

ような、七飯町の役場の中で見えますのでね。

せっかくああいうふうな討議が終わったあとです

ので。やはり事務局の体力、いい言葉だと思うの

ですけど、体力があるのであれば、随時変えて

いってもらえればいいだろうし、事務局案で変え

ていってもらえればいいだろうし。私はそんな感

じで、若山委員と同じでそんな感じです。 

○長谷川委員長 わかりました。ほかにございま

すか。 

 川村委員。 

○川村委員 今皆さん、池田委員、また、若山委

員言ったように、今まだ始まったばかりといった

部分もあるので。ライブ配信自体は、多分残って

いるのだよね。だから、見たい人はライブ配信を

しばらく見ていただいて、準備が整った時点で録

画についてまた流すという形で。まだ始まったば

かりなので、その辺ちょっともう少し温かく見

守っていただければと思います。 

○長谷川委員長 ほかにございませんか。 

 副委員長。 

○上野副委員長 色々意見が出ていまして、一般

質問についてどうするかというのと、それから長

丁場の決算についてどうするかという意見もある

と思うのですけれども…。 

○池田委員 すいません、決算関係ないですよ。 

○長谷川委員長 平松委員のことに対しての。 

（発言する者あり） 

○長谷川委員長 本会議の一般質問についてのや

り取りで…。 

○上野副委員長 そういうことで言えば、一般質

問に関して特に問題なくて、送信しても良いとい

う判断でしたら、できると思うのですけれども。

事務局にその配信をする、しないについて、相当

時間的な手間がかかるのかどうか、その辺につい

てちょっともう少しわかるように説明いただきた

いなと思いますけれども。 

（発言する者あり） 

○長谷川委員長 ちょっと待って。 

 澤出委員、ちょっと待ってください。 

 上野委員、先に事務局の聞く。 

○上野副委員長 ちょっと、私のあれが間違って

いるのかどうかちょっと確認していただきたい。 

○長谷川委員長 確認する。 

 そうしたら、澤出委員。 

○澤出委員 結局、ライブ状態のやつは流れっぱ

なしになっているので、それを編集するかという

ところなので。それがあくまでも事務局が出せる

労力がどうかの部分だと思うのですよ。だから、

見ようと思えばいつでも見れている状態だから。

だらだら流れているのを、僕の認識では、例え

ば、平松委員であれば平松委員のところにすぐぱ

んといけるように編集かけたやつをアーカイブと

いって、別に何月何日やった議会のダイジェスト

版ですよということで、流す作業をやっている話

であって。議会やっている間もライブで流れてい

るし、それに関して全面録画されちゃっているか

ら、一部の休憩は除いて。それを見れるのはいつ

でも見れるでしょう、今そういう状態なので。

ちょっと論点ずれちゃっているなという話で、と

いうことです。 

○長谷川委員長 いいですか、上野委員。 

（「いいです、わかりました」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 話をちょっと戻して、これまで

の平松委員の考えと、ちょっと時間と労力を考え

て速やかにお任せするという若山委員の意見でし

たね。皆さんどうでしょうか、このことについ

て。いいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 平松委員。 

（「仕方ないですね」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 今後そのように進めてまいりた

いと思います。事務局長よろしいですか。 

 それでは、ほかにないですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 なければ本日の委員会を終了し

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

 終了します。お疲れ様でした。 

午後 ０時３３分 散会 


