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広報特別委員会 
と き 令和３年１月７日（木） 

  ところ ３階 議会委員会室 

 

１ 開 会 

２ 委員長あいさつ 

３ 議 長あいさつ 

４ 協議事項 

① 第60号の構成について 

◇日 程（案） 

校 了：        1月13日（水）＊校正〆切・印刷へ 

配 布：        1月21日（木）＊行政区等へ 

 

◇内 容（案）：構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②その他 

 

 

 

 

５ 閉  会 

掲載内容 ページ 

表紙写真 表紙 

新年あいさつ /定例会、臨時会内容  ２－３ 

第４回定例会審議結果等一覧  ４－５ 

常任委員会 Q&A、特別委員会紹介等  ６－８ 

一般質問（ 11名）  ９－14 

プレゼントクイズ、市民の声  

12月定例会の予定、編集後記   
15－16 
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出席議員（７名）  

  

   １番 戸 田 見 良 君      ２番 香 取 憲 一 君（副委員長）    

   ３番 長 津 智 之 君          ４番 島 田 清一郎  君    

６番 木 村 喜 一 君     ７番 植 木  弘 子  君（委員長） 

９番 幡 谷 好 文 君     １７番 笹  目 雄 一  君（議 長） 

 

欠席議員（１名）  

  

      ４番 島 田 清一郎  君    

 

 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

議会事務局職員出席者 

   次長  菊 田 裕 子 

書記  菅 澤 富美江 
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午前10時00分 開会 

 

○副委員長（香取憲一君） 皆さまおはようございます。明けましておめでとうざいます。旧

年中は広報委員の皆さまにも大変お世話になりました。本年もどうぞよろしくお願い申し上

げます。まず植木委員長あいさつよろしくお願いします。 

○委員長（植木弘子君） 改めましておはようざございます。本年もよろしくお願いいたしま

す。新年明け早々、お忙しいなかお集りいただきありがとうございます。今日は中身がかな

りしっかりとできていますので、皆さまのチェック、協議していただきまして、いい広報紙

にしていきたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いします。お世話になります。 

○副委員長（香取憲一君） ありがとうございました。続きまして笹目議長からごあいさつを

お願いいたします。 

○議長（笹目雄一君） 皆さんおめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。

本日は新年早々広報校特別委員会にご参集賜りまして誠にありがとうございます。本日は第

60号の発行についてということで、皆さま方に協議していただくわけですが、植木委員長を

中心に慎重なるご審議をお願い申し上げまして、あいさつに代えます。 

○副委員長（香取憲一君） ありがとうございました。それでは、早速協議の方に入りたいと

思います。協議の進行は植木委員長にお願いします。 

○委員長（植木弘子君） 早速協議に入ります。表紙を見ていただいて、決めていきたいと思

います。今回、成人式前の委員会ですので、初日の出の写真、この中で決めさせていただい

てよろしいでしょうか。あとは成人式の日に写真を撮っていただくような形になります。今

回提示していただいる写真の中から決めさせていただいてよろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

 では、１番がいい方。３人。２番の方。３番の方。３人。１と３に分かれました。どちらも

霞ケ浦の初日の出ですが。 

○１番（戸田見良君） ３を選んだ理由としては、小美玉市でこういうところがあるんだな

って思うし、位置もよくて行ってみたくなるよう気持ちになったので、３を選びました。 

○６番（木村喜一君） 私も最初は３がすばらしいなと思ったのですが、仮設の鳥居だと聞

いたので、現地に行ってなかったらね。であれば、消去法ですが、１は１で素晴らしいか

ら、小鳥が飛んでいるのもいいなと思い、水面が澄んでいて綺麗だから、そういった意味

で１番を選ばせていただきました。 
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○９番（幡谷好文君） ３は私が携帯で撮ったものなので、画像がよくなくて。１番は一眼 

レフとかで撮っているんでしょうから、やっぱり画質が綺麗ですよね。 

○副委員長（香取憲一君） 終わったら本当に引き上げられてしまうんですよね。 

○９番（幡谷好文君） そうなんですよ。１番はやっぱりよく撮れていますよ。 

○３番（長津智之君） 普段からあればいいけど仮設だからね。 

○委員長（植木弘子君） 先入観がないようにあえて名前は申し上げませんでしたが、改め

て１と３のどちらかで選びたいと思います。１番がいい方。はい、ありがとうございます。

では、表紙は１番に決まりました。あと表紙の「謹賀新年」と「あけましておめでとうござ

います」の言葉が重なりますので、修正をお願いします。写真の説明も入れた方がいいかと

思いますので、そのような文言を入れる形でよろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

○副委員長（香取憲一君） 確か前回の広報委員委員会で記念号だからという話が出て、60号

を強調したりした方がいいですか。 

○委員長（植木弘子君） 今ご意見がありましたが、いかがですか。 

○６番（木村喜一君） 長津委員が編集後記に書いてくれてるから。プレゼントクイズで60に

ちなんだ問題で使えるような話があった気がするので、それに因んでいろいろプレゼントで

きるわけでもないので、表紙で強調しなくてもいいと思うけど。 

○委員長（植木弘子君） 今のご意見に対していかがでしょうか。事務局で今回のプレゼント

でプラスするというのはどうですか。 

○議会事務局（菅澤富美江君） 今年度は当選者へのプレゼントとして商品券をすでに購入し

ていますし、プラスは厳しいかと思います。木村委員のご意見にありましたように、クイズ

に60を絡めて出題するというのは可能です。 

○委員長（植木弘子君） はい、わかりました。では紙面のなかでできることでお願いします。 

○６番（木村喜一君） たびたびすみません。いい写真なんだけど、夕日だと勘違いされても

仕方ないから、用意していただいたこの写真を小さくして例えば下に貼り付けとか、そうす

れば謹賀新年とかもいらないんじゃないかな。 

○委員長（植木弘子君） 貼り付けるのは可能ですか。事務局お願いします。 

○議会事務局（菅澤富美江君） 例えば２番のサイズを小さくして貼り付けるということです

よね。可能だと思います。 

○６番（木村喜一君） そう。枯草みたいなところに載せてしまうとかね。 
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○委員長（植木弘子君） 写真に写真を重ねるのは可能ですか。 

○議会事務局（菅澤富美江君） 印刷業者に話してみますが、可能だと思います。 

○委員長（植木弘子君） そのようなご意見がありましたが、皆さん、いかがでしょうか。 

○９番（幡谷好文君） いいんじゃないですか。 

○委員長（植木弘子君） では、表紙はそのように進めていただきたいと思います。次に２ペ

ージに移ります。いかがでしょうか。 

○１番（戸田見良君） 内容はいいと思いますが、市民の皆さまにおかれましてはの次は下の

行にスライドさせた方が読みやすいかと思います。 

○委員長（植木弘子君） わかりました。事務局で修正をお願いします。他にございませんか。

他になければ３ページに移ります。これ完成品ではないので今後修正する個所をお伝えして

おきます。文部科学省のQRコードについて差し替えます。議案に関してはこのまま太字にし

ていただいて、他の文字は太さを統一したいと思います。その他何かありましたらお願いし

ます。こちらの写真は事務局で何か素材ありますか。 

○議会事務局（菅澤富美江君） 文章中にあります携帯型呼出機、こちらすでに購入済のよ

うですので、市民の方も目にすると思いますので、こちらを掲載しようと思っていますが、

いかがですか。 

○委員長（植木弘子君） わかりました。委員の皆さんで何か素材ありますか。ないようで

したら、事務局で用意していただく写真でお願いします。その他３ページで何かあります

か。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長（植木弘子君） では４ページと５ページの審議結果に移ります。追加議案の102号

が抜けていましたので入れてもらいます。何かありますか。ないようでしたら、次の常任

委員会QAのページに移ります。今回、現場確認に行ってないので、特に写真はないのです

が、お手持ちに写真素材があれば入れることは可能です。７ページの四角のなかには、QR

コードを入れてもらいます。 

○１番（戸田見良君） ６ページの上の文面は12月でいいんですよね。 

○委員長（植木弘子君） はい、そちらについては訂正いたします。 

○９番（幡谷好文君） 空白の部分に何か素材があるわけではないのですか。 

○議会事務局（菅澤富美江君） 今のところ素材はありませんが、ネット等でダウンロード 

できると思います。 
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○９番（幡谷好文君） であれば、ゆったりとした記載でいいんじゃないですか。 

○委員長（植木弘子君） では、レイアウト修正お願いいたします。あと他にございません

か。なければ８ページに入ります。８ページは議会活性化の内容となっています。これ、

写真の素材は何が入るのかしら、会議風景しかないかな。事務局お願いします。 

○議会事務局（菅澤富美江君） 広報の写真は、今までに発行した表紙の写真を載せようと 

思っています。百里基地対策は今のところ素材がないので、会議写真になるかと思います。 

○委員長（植木弘子君） はい、わかりました。両方、会議風景だと物足りないですよね。

他に何かご意見はございますか。 

○９番（幡谷好文君） 今回、上段に議会活性化特別委員会の内容を掲載させていただいて 

おります。内容はペーパーレス、タブレット導入と会派制、政務活動費について触れてい    

ます。細かくは記載されておりませんので、よろしくお願いいたします。 

○６番（木村喜一君） 内容はいいと思いますが、構成委員の書き方について、統一した方 

がいいかなと思います。今回に限らずですが、例えば、二重丸が委員長、丸が副委員長と

か統一した方がいいかなって思います。 

○委員長（植木弘子君） はい、わかりました。そうですね。そうなると書き方を統一して 

表示してもらいます。６ページの常任委員のところも表記の修正をお願いします。確かに

同じ広報紙のなかですので、見やすいですね。続きまして、９ページから14ページまでは

一般質問になります。それぞれお任せしていますので、修正があれば事務局にお願いした

いと思います。とばして、次に15ページに入ります。今回まではこのような形になります

が、前回お話させていただきましたこのプレゼントクイズ自体そのものを続けていくか、

形を変えるかということと、当選者へのプレゼント品について皆さんからのご意見を賜り

たいと思います。キャトルセゾンが終わってしまいましたが、今年度中に新しい会社が営

業予定ですが、そのあたりも踏まえて皆さまのご意見を賜りたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。クイズ内容は１つ変えてもらって、先ほど言ったように60号という

問題を入れてください。プレゼントクイズは愛読されている方は楽しみにしていただいて

いるということを鑑みますと、継続ということでよろしいですか。 

〔「はい」の声あり〕 

○委員長（植木弘子君） はい、わかりました。では、プレゼントクイズは継続するというこ

とで進めたいと思います。プレゼント内容について検討していただきたいと思います。予算

については事務局からちょっと説明をお願いします。 
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○議会事務局（菅澤富美江君） 予算については、今までどおり１号に関して１万円の予算

を計上しています。ただ、応募する方が毎号毎号同じ方が続いている状況ですので、なるべ

く皆さんに行き届くように、調整が必要かなと感じているところです。あと、人数の関係で

すが、予算では10人で1,000円ということで積算していますが、委員会のなかで人数につい

ても協議いただければと思います。減らすということであれば、それは調整できるかと思い

ます。よろしくお願いします。 

○委員長（植木弘子君） はい、わかりました。その件に関しても皆さまのご意見をお願い

します。プレゼントクイズの１人1,000円は今までもずっとこの形ですか。 

○議会事務局（菊田裕子君） はい、そうです。 

○委員長（植木弘子君） どうですか、皆さん。 

○９番（幡谷好文君） 2,000円くらいにしたいよね。1,000円ではね。 

○３番（長津智之君） 2,000円にすると２人でも行けるし、それで全部おさまるとは思って

ないけど、地域振興も含めて今の時代は必要だよね。 

○９番（幡谷好文君） 年間40,000円のアップだから、検討してもらって。 

○委員長（植木弘子君） 応募する方が重複してきているとの説明が事務局からありました

が、人数はどのようにしますか。 

○３番（長津智之君） 人数を減らしたら意味ないよね。金額も委員会の意見としてあげて

もらって。 

○委員長（植木弘子君） では、事務局に頑張ってもらって、希望は１回に１人2,000円で、

もし１回につき１人1,000円で10,000円であっても、10名は減らさず、人数は減らさないと

いう形でよろしいですか。 

〔「はい」の声あり〕 

○委員長（植木弘子君） プレゼントの内容ですが、今回までは緊急処置で食品公社にご協

力していただきましたが、やはり食事券に戻すような形がいいですか。 

○９番（幡谷好文君） 実際、今年度高齢者や子ども達に配布した食事券などが波及してい

ていいですよね。 

○委員長（植木弘子君） 商品券みたいな形で限定しない方がいいのでしょうけど、やっぱ

り難しいかな。 

○６番（木村喜一君） 幡谷議員言ったように地域振興という意味で地域で使ってもらうの

がいいですよね。公の機関が公の機関を応援しているようではね。 
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○９番（幡谷好文君） 今年度、商工会に協力してもらった協力店とかね。独自にというこ

とは難しいと思うので。 

○３番（長津智之君） これは、広報を使った地域振興策のひとつになると思うんですよ。 

○委員長（植木弘子君） 皆さまに様々なご意見いただきましてありがとうございました。 

そのあたり事務局に対応していただければと思います。それでは、最後のページに移りま 

す。最終日19日から18日変更します。何かありますか。校了が13日ですので、前回同様、 

最後のチェックは委員長、副委員長にやらせていただいてよろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

○委員長（植木弘子君） 他に何かありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長（植木弘子君） ないようですので、以上で進行を終わらせていただきます。 

 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

 

◎閉会の宣告 

○副委員長（香取憲一君） 新年早々ご参集ありがとうございました。これをもちまして、

広報特別委員会を閉会させていただきます。お疲れさまでした。 

 

 

午前10時55分 散会 

 


