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七飯町議会広報広聴特別委員会（第９回） 

 
令和３年１０月１８日（月曜日）午前９時５８分開会   

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

○案件 

 １．議会だより（令和３年１１月発行分）の編集について 

 ２．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 

 ３．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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午前 ９時５８分 開会 

○長谷川委員長 おはようございます。 

 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、その前に、池田委員と川村

委員より遅参の届出がございました。報告しま

す。 

 本日の協議事項は、（１）として令和３年１１

月発行の議会だよりについてです。 

 今回の議会だよりより、４ページ構成となって

おります。委員のお手元に事務局より事前に配布

されておりますので、お目通しは終了していると

思いますので、この後休憩いたします。休憩中に

各項目ごとに確認していきたいと思いますが、ご

異議ございませんか。 

（「異議なし」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、暫時休憩いたします。 

午前 ９時５９分 休憩 

────────────── 

午前１１時１１分 再開 

○長谷川委員長 それでは、休憩前に引き続き再

開いたします。 

 令和３年１１月発行の議会だよりの変更箇所の

確認を行います。 

 事務局長お願いいたします。 

○広部議会事務局長 それでは、まず１ページで

すけれども、ナンバー２１５の下のところに発

行、編集は広報広聴特別委員会という部分を入れ

ます。 

 また、主な内容を削って、今回から４ページに

簡略化した理由などを載せます。その理由は、議

会だよりの下のほうに載せたら良いか、主な内容

を削った一番の下に載せたら良いかは、皆さん、

議会だよりの下のほうがよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○広部議会事務局長 では、そちらのほうに載せ

ます。１ページは以上の変更です。 

 ２ページにいきます。２ページ目は、表を２つ

削るということを前提に考えて、２段目の報告の

判断比率などの比率をもう少しわかりやすく載せ

ます。また、決算の欄に不認定のときの取扱いの

内容を少し入れます。あと、発議案の議会が条例

などを変えたところの内容を載せたいと思いま

す。補正の表は、誌面の内容を考えて載せられた

ら載せる、無理であったら削るという方向で行き

たいと思います。 

 次に、３ページ目にまいります。 

 町長の総括質疑の答弁を簡単に載せます。議会

だよりの見直しのところは１ページ目に先ほど移

行しましたので、議会報告会の開催を中止と議会

からのお知らせをちょっと横に伸ばした形で、記

入の仕方を変更しまして、定例会の出席状況も文

字を小さくします。そのスペースを先ほど言った

町長の答弁の行数に使いたいと思います。 

 ４ページ目は、そのままで終了ということでよ

ろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 ありがとうございました。 

 何か、今の事務局長のお話で漏れたところござ

いませんでしたか。 

 若山委員。 

○若山委員 防災無線のところの枕詞というか、

何か今回こういう形であれしたというか、新たな

防災行政無線を設置することに伴いという言葉を

入れていただければ、少しわかりやすいのかなと

思うので、そこをお願いしたいなと思います。 

○長谷川委員長 ２１ページの。 

○若山委員 ２１ページの条例改正のところの防

災無線の名称及び場所の改正とかというその前の

ところに、議案の概要のあれのところにあった、

新たな防災行政無線を設置することに伴いという

ことで、こういう名称だとか、何とかの改正の行

うというふうにしてもらえればわかりやすいのか

なと思いました。 

○長谷川委員長 局長いかがですか。 

○広部議会事務局長 わかりました。 

○長谷川委員長 わかりました。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 ないようですので、議会だより

の確認は終了いたしました。 

 次に、（２）…。その前に暫時休憩いたしま

す。 
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午前１１時１５分 休憩 

────────────── 

午前１１時２２分 再開 

○長谷川委員長 それでは、休憩前に引き続き再

開いたします。 

 議会だよりの…、終了いたしましたということ

で、終わりました。 

 次に、（２）の令和２年度決算審査特別委員会

に係る録画中継について事務局からお願いしま

す。 

○広部議会事務局長 決算審査特別委員会の録画

配信の編集が終了しました。 

 そこで、委員の皆様に YouTube で配信する方向

でいくのかどうかの協議をお願いいたします。 

 配信すると委員会で決定した場合の今後の流れ

ですが、議員全員の了解をとってから配信を行い

たいので、本日この委員会の委員となっている方

は、ご自分の会派の議員に確認をお願いしたいと

思います。この委員会に会派の方がいないのは、

絆会派と赤松クラブ会派ですので、そこは委員長

と副委員長に確認していただきたいと思います。 

 七飯町議会会議映像等の配信に関する規程の中

では、配信を行う会議は、定例会と臨時会、その

他議長が必要と認めた会議となっておりますの

で、議員全員の了解が得られましたら、この広報

広聴特別委員会の委員長から議会運営委員会へ配

信したいと申入れを行うという流れになります。 

 それでは、皆さんで録画配信について、

YouTube で配信するかどうかの協議をここでお願

いしたいと思います。 

 以上です。 

○長谷川委員長 ありがとうございました。 

 それでは、皆さんにお諮りいたします。決算審

査特別委員会の録画配信の編集が終了したという

ことですけれども、YouTube での配信をするかど

うか、意見をお願いいたします。 

 平松委員。 

○平松委員 こういう用意をしているということ

は、編集の大雑把なところは見られるということ

なのですよね。 

 先に見せていただいて、よろしいでしょうか。

代表的なものでだけでいいのですけれども。その

上で審議させていただきたいと思います。 

（「暫時休憩お願いします」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 暫時休憩します。 

午前１１時２５分 休憩 

────────────── 

午前１１時４３分 再開 

○長谷川委員長 それでは、再開いたします。 

 もう一度お尋ねします。 

 YouTube での配信をするかどうか、ご意見とし

て伺います。 

 よろしいですか。 

（「はい」「異議なし」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、各会派のメンバーにそれぞれ確認を

お願いしたいと思います。さっき事務局長が説明

しました。その結果を、同じことを僕繰り返して

いるのです。今週末までに事務局に電話で連絡を

お願いいたします。確認した上で良いですよとい

うことで。 

 続けます。全員の了解が得られた場合は、来週

の月曜日に議会運営委員会の予定となっておりま

すので、私から、委員長から議会運営委員会へ決

算審査特別委員会の会議を配信したいと申入れを

したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 次に（３）その他についてでご

ざいます。 

 事務局長お願いします。 

○広部議会事務局長 議会だよりの簡素化につい

てですが、この広報広聴特別委員会に付託される

以前は、議会活性化特別委員会で協議されており

ました。その議会活性化特別委員会での決定事項

の中に、議会だよりが簡素化したことにより、パ

ソコンなどのネット環境が苦手な住民のための対

応として、公共施設などに紙媒体で閲覧用として

議案書、議決一覧表、一般質問通告書、委員会報

告書などを綴ったファイルを設置することが決定

しております。 

 そこで、設置する公共施設はどこが良いか協議

していただきたいと思います。事務局の案として

は、役場１階ロビー、大中山出張所、大沼出張

所、七飯町の文化センター、大中山コモンの５箇
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所を考えておりますが、その他意見がありました

らお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○長谷川委員長 ありがとうございました。 

 議会だよりの簡素化に伴い、紙媒体で議会の内

容を公共施設に設置することについては、この広

報広聴特別委員会に付託される以前の議会活性化

特別委員会で協議され、決定されております。 

 設置場所は、役場１階ロビー、大中山出張所、

大沼出張所、七飯町文化センター、大中山コモン

の５箇所でよろしいですか。 

 委員の意見をお願いいたします。 

（「異議なし」「いいです」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 ありがとうございます。 

 次に、その他何かございませんか。 

 平松委員。 

○平松委員 YouTube 再生しますと、議長の声、

質問者、これははっきりするのですが、異議なし

だとかそういう議員の発音がほとんどマイク拾っ

ていないように思うのですけれども、あれもう少

し上げられないでしょうか。議長の進んでいるの

が、何か反応がないまま次に進むという、ちょっ

と聞いていて少し違和感があったので。異議あり

とか異議なしとか、一応マイク向いているのだけ

れども、ほとんど音拾っていないと思うので。も

し、善処できるのでしたら、対応していただきた

いなというお願いです。 

○長谷川委員長 澤出委員。 

○澤出委員 多分マイクシステムのことで取れな

いのであれば、どうしてもという意見であれば、

異議なしの声とかテロップ入れてもらうしかない

のかな。テロップだったら入るよね。ポテンシャ

ルの問題なのですよ、マイクの。そうなると、無

茶ぶりになってしまうので、場合によっては異議

なしのテロップ入れるとか、そういう感じしかな

いのではないですか。 

（発言する者あり） 

○長谷川委員長 委員会が続いておりますので。 

 今のことでありますか。 

 今の局長、テロップでという平松委員の可能で

すか。 

（発言する者あり） 

○長谷川委員長 できますということですね。 

（発言する者あり） 

○長谷川委員長 若山委員。 

○若山委員 マイクが異議なしが拾えないのであ

れば、こちらのほうでテロップをどこで入れるか

も、言ったのか言わないのか確認のしようがない

ので。 

 議事録なんかにも異議なしの声とか、野次の声

とかそういうのを入れるときもあるけれども、わ

からなければ入れようがないと思うので。今のま

までやるしかないのではないかと思うのですけれ

ども。 

 僕は、聞こえたほうがいいけれども、聞こえな

いのであればしょうがないのかなというか、そう

いう感じします。 

○長谷川委員長 暫時休憩します。 

午前１１時５０分 休憩 

────────────── 

午前１１時５３分 再開 

○長谷川委員長 それでは、再開いたします。 

 平松委員のマイクの音が低いからというそのこ

とでテロップを入れてはどうかという話でしたけ

れども、これに対してのご意見伺います。 

 池田委員。 

○池田委員 やはり議場の中でテロップ入れると

いう仕事よりも、議員各自が賛成かのそういう意

思表示というのが大事なので、今後は採決する際

には声を高らかに言ってもらうような努力をして

もらうということでどうでしょうか。 

○長谷川委員長 それで皆さんよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 異議なしということで、声高ら

かに伺いました。ありがとうございます。 

 それでは、次に進みます。 

 次回の委員会は、今後開催される本会議の最終

日に、録画配信についての確認。いいですか、録

画配信の確認と、今日お話をしました、意見出ま

した議会だよりの中の、議会だよりの１ページ

目。この件と…審議結果、それから２ページ目の

目次、平松委員が太くて、こういう話も出ました

けれども。今後どのように進めていったらよい

か、作っていったらよいか、各自で考えていただ
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きたい、ということをテーマにして、進めていき

たいなと思います。 

 それでよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 ありがとうございます。 

 現在のところ、日時は決まっておりませんの

で、決まりましたら案内いたします。今後の日程

ですね、日時が決まっておりませんので、決まり

ましたらご案内いたします。 

 これで七飯町議会広報広聴特別委員会、本日の

会議を閉会したいと思いますけれども、それでよ

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。 

 大変ご苦労様でした。ありがとうございます。 

午前１１時５６分 散会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


