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七飯町議会広報広聴特別委員会（第１１回） 

 
令和３年１２月９日（木曜日）午後０時５７分開会   

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

○案件 

 １．令和３年第４回定例会に係る録画中継（映像削除箇所）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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午前 ０時５７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、１２月７日から本日まで開

催された令和３年第４回定例会に係る録画中継の

映像削除箇所についてです。 

 今回の定例会の中で、録画中継の編集を行うと

きに、この部分は削除したほうが良いという箇所

があったかを確認したいと思います。 

 それでは、事務局お願いいたします。 

 事務局長。 

○広部議会事務局長 横田議員の一般質問の１問

目、町内各学校のコロナ対策についての横田議員

と学校教育課長が何年何組と発言した関係の部分

が発言取消の承認を得ておりますので、この部分

が削除となります。本日、この特別委員会のあ

と、議会運営委員会が開催されて、映像配信に関

する規程の一部改正などについて承認される予定

でおりますので、それが承認されましたら、この

広報広聴特別委員会の権限で削除できる予定と

なっております。 

 その他の部分は、気が付いた部分はございませ

ん。 

 以上です。 

○長谷川委員長 ありがとうございます。 

 ただいま、事務局が説明があった部分は、削除

してよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 そのほか、委員から意見があり

ませんか。 

 池田委員。 

○池田委員 先ほどの議会の中で上野委員の質問

ありましたよね。議長に、YouTube で流れたのは

仕方ないけれども、議長が言ったのは、全員協議

会の資料をもう一回参照してくださいと言ったの

は、ああいうのは残しておいたほうがいいのです

か。 

（発言する者あり） 

○長谷川委員長 ほかの委員に伺います。どう思

われます。 

 平松委員。 

○平松委員 そういう必要はないと思います。 

○長谷川委員長 削除する必要はないと。 

 ほかにございますか。 

 澤出委員。 

○澤出委員 必要はないと思いますけれども、上

野副委員長の考え方もあるでしょうから。聞いて

みたいですね。ご自分でどう思ったのですか。必

要ないというのであれば、いいですけれども。 

○長谷川委員長 上野副委員長。 

○上野副委員長 私は特別問題ないというふうに

思います。 

○長谷川委員長 それであれば池田委員、よろし

いですか、そのまま配信するということで。 

 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、事務局で編集作業が

終了次第、配信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 それでは、事務局の編集作業が

終了しましたら配信することに決定いたします。 

 次に、協議事項の（２）のその他です。事務局

お願いいたします。 

 事務局長。 

○広部議会事務局長 これから作成に入ります議

会だよりについてです。議会だよりの１ページ

目、２ページ目の記載方法について、前回皆さん

から意見がありましたらお願いしますということ

を言っておりました。これから作成を始めますの

で、今日何かお示しをいただけましたら、それを

反映することはできます。 

 そこで、具体的な変更の案のある方は意見をお

願いします。 

○長谷川委員長 ありがとうございます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 もう一度改めまして、案のある

方は具体的な意見をお願いいたします。 

 若山委員。 

○若山委員 前回も原稿に対して言ったのですけ

れども、１ページ目のこの一覧というのは、２

ページ目のこれとだぶるので、１ページ目のこれ

は全部なしにして、２ページ目のこの内容を膨ら

ませて、２ページにするというような形にしても

らえれば、僕は良いのかなと思います。 
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 委員会の報告とかでもし詰まるようなことがあ

れば、少し寄せるということで余裕を持つという

形でいいのかなというふうに考えます。 

 この審議結果というのですか、マル、バツ含め

てこのあれというのは、特にだぶっているのでい

らないのかなというふうに考えます。 

 以上です。 

○長谷川委員長 ただいまの若山委員の話してい

るのわかりますよね。 

 １ページ目と２ページ目のこの部分ですよね。 

（発言する者あり） 

○長谷川委員長 こっちのほうを充実というか、

膨らませてということで。 

 事務局長。 

○広部議会事務局長 前回もそこの部分出まし

て、それで、どのように変えたら良いかというの

を皆さんお示しくださいというふうにお願いして

おりまして、今それをどういうふうに変えたら良

いのですかというこちらからの教えてくださいと

いうあれなのです。 

○長谷川委員長 そうしましたら、若山委員、何

か手書きか何かで。 

○若山委員 審議結果と言う一覧表を全部削除し

て、次のページのやつを順次こう送っていって、

余裕のある項目については、議案の内容だとか、

発言内容だとかを追加していくような形をとれば

いいのではないかなと思います。 

 それは、そのレイアウト、そのときの今回の議

題だとか、承認案件だとか何とかによって変わる

のですけれども。今回の場合、意見書案だとか

色々何かありますので、どこまで載せるかという

のは、このページ、２ページで議案の内容を詳し

くという形で。１ページ目のこの一覧のところを

全部削除してしまって、ここのところからが審議

して決まったことをいきなりスタートしていけば

２行くらいになるのですかね、いけばいいのかな

というふうに考えています。 

○長谷川委員長 今の若山委員の、事務局。 

○広部議会事務局長 質問してよろしいでしょう

か。 

 ここの審議結果の表を全部削除して、こちら

の、この決まったことを、内容を膨らませるとい

うことですか。 

○長谷川委員長 若山委員。 

○若山委員 これをそのままここに載せていっ

て、余白があるならその内容についてできるだけ

詳しく追加するし、もし議案が１つしかなくて、

載せる必要がないのであれば、色々な別なレイア

ウトなり、写真なりで埋めればいいのかなという

ふうに考えています。一覧は特にいらないのでは

ないかと。一覧を見易いという考え方の人があれ

ば、一覧性があるのでね。これを見れば、この中

でマル付いているのをこっちで見るとかという人

もいるかもしれないので、そういうような要望が

あれば残したほうがいいのかもしれないけれど

も、ページが減ったものですからね。これは削除

して、ここのところのページに審議して決まった

ことということで条例制定だとか承認だとか何と

か入れて、詳しくするなり、字を大きくするなり

していけば、この２ページに収めればいいのかな

というふうに考えています。 

 今回も一般質問６人出て、１ページで収まると

いうことなので、ここはもう動かせないですよ

ね。委員会の活動についても、今回は民生だけな

ので一つですよね。だから、ちょっと余裕はある

のかなとは思うのですけれども。補正の大きな

色々な取り上げる項目があると思うので。コロナ

対策だとか、原油の高騰による何とかだとか。そ

ういうのをどんどん説明として追加していけば、

いいのかなというふうに考えます。その辺のとこ

ろは、事務局のほうで色々やっていただければ。 

○長谷川委員長 ある程度お任せするということ

で。 

 つまり、これは残しておかなければならないか

ら、ＱＲコード。これをどこかに入れたとして、 

では、削除するかといったら、そんなにそんなに

スペースが取れるものでもないし、難しいところ

なのですけれども。他の委員の方、若山委員の

話、おおよそイメージわいていますよね。そのと

おりで進めてよろしいですかね。 

 平松委員。 

○平松委員 前回その説明受けていますけれど

も、私は今までどおりの形のほうがしばらく良い

と思います。 
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○長谷川委員長 このまま残して。しばらく。 

○平松委員 だぶっているというのは確かにだ

ぶっているのですけれど。見慣れているので、今

すぐまだ直さないで、一覧は一覧。こっちで読む

のは読むで、私は結構だと思います。 

○長谷川委員長 さて、割れました。 

 暫時休憩いたします。 

午後 １時 ７分 休憩 

────────────── 

午後 １時３３分 再開 

○長谷川委員長 引き続き再開いたします。 

 これまでの意見ありがとうございます。皆さん

の意見を聞きました。 

 それで、次回は前回と同じように４ページで進

めてよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 先ほど、私言いましたけれど

も、もう一回改めまして、その次回のために皆さ

んそれぞれ皆さんの意見がありましたけれど、も

う少し考えていきましょう。言葉になってなかっ

たけれども、前向きに考えていきましょうという

こと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 ありがとうございます。 

 次に、そのほかに何かございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 なし。ありがとうございます。 

 それでは、次回の委員会の日程のお話をしま

す。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 来年、令和４年１月１７日、月

曜日ではどうでしょうか。 

 １月１７日月曜日１０時からということだね。 

 一応、次回のことを決めておかないと。決めな

いと次回がないから。 

（発言する者あり） 

○長谷川委員長 いいですか。 

 それでは、次回は、令和４年１月１７日月曜日

１０時からでございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 以上をもちまして、本日の会議は終了してよろ

しいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 それでは、大変ご苦労様でし

た。 

 委員会を終了いたします。 

午後 １時３５分 散会 
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