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広報特別委員会 
と き 令和３年６月11日（金） 

  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62号の構成について 

◇日 程（案） 

校 了：  ７月12日（月）＊校正〆切・印刷へ 

配 布：  ７月21日（水）＊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 

定例会、臨時会内容等  ２－３ 

審議結果一覧、議案質疑 ４－５ 

常任委員会 QA ６－８ 

一般質問（ 11名）  ９－14 

プレゼントクイズ、市民の声  

９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（なし）  

  

      

 

 

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

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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午後1時 開会 

 

○副委員長（香取憲一君） 定刻となりましたので広報特別委員会を開催いたします。本会議

終了後、お昼休みもそこそこにご参集いただきありがとうございます。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） 改めましてこんにちは。本会議終了後、お疲れのところご参集いた

だきましてありがとうございます。今回第62号の発行につきまして、皆さんのご意見を賜り

ながらいい紙面にしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○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） 改めましてこんにちは。本会議に引き続き広報特別委員会へのご出席

ご苦労様です。昨日の議会活性化に引き続きまして、タブレットで会議を進めるということ

で大変心強く思っております。本日は62号の発行ということで、植木委員長を中心によりよ

い紙面づくりのためにご協議いただきますようよろしくお願いします。 

○副委員長（香取憲一君） ありがとうございました。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。よろしくお願いいたします。 

○委員長（植木弘子君） では早速協議に入ります。62号の発行について、日程は校了が７月

12日の月曜日、翌日13日に印刷開始、行政区等配布が21日水曜日になります。内容に入る前

に、先に次回の日程を決めさせていただきたいと思います。校了が12日ですので、７月１日

から６日の間に開かせていただければ、校了が12日ということなので、時間的な余裕も必要

かなと思いますので、７月１日、２日あたりに開催したいと思いますが、皆さんいかがでし

ょうか。 

○副委員長（香取憲一君） 私は２日の方がいいですね。 

○委員長（植木弘子君） 今、２日という意見が出ましたが、２日に開催でよろしいでしょ

うか。 

〔「はい」の声あり〕 

○委員長（植木弘子君） 午前、午後どちらがいいですか。 

○６番（木村喜一君） できれば午前の方がいいですね。 

○委員長（植木弘子君） 10時でよろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 
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○委員長（植木弘子君） では、次回は７月２日の午前10時に開催いたします。後ほど、開催

通知をメールでいただけるのでしたか。 

○議会事務局（菅澤富美江君） タブレットに登録します。 

○委員長（植木弘子君） はい、タブレットに登録していただけるということで、ご確認をお

願いいたします。では、内容の検討に入ります。まず表紙になります。参考として、平成30

年が小川小運動会、令和元年が牛乳まつり、昨年のこの時期が分散登校が始まったというこ

とでその写真となっています。牛乳まつりにつきましては、今年すでに中止が決定していま

す。全てのイベント等を調べておりませんが、ほぼ中止になっております。そのあたりは難

しいかと思います。あと運動会も子どもと先生だけで開催しているところが多いようです。 

○３番（長津智之君） 今回の一般質問でも７、８人とワクチンの質問が多かったです。市内 

の会場で入れるところでいいと思いますが、許可もらって接種の様子もいいかと思います。 

○委員長（植木弘子君） 今の意見に対しまして皆さんご意見いかがでしょうか。個別という

と病院の先生にもご迷惑かけてしまいますので、集団接種会場の様子を表紙にするというこ

とでよろしいでしょうか。 

〔「賛成」の声あり〕 

○委員長（植木弘子君） では皆さん賛成ということですので、表紙はワクチン接種の様子と

いうことにいたします。３会場のスケジュールを確認していただき、撮影許可と同時に撮影

もお願いできればと思います。では続きまして、２ページ、３ページをお開きください。と

りあず定例会、臨時会の内容を入れると提示していただいていますが、まだ空いているスペ

ースがありますので、今は仮のレイアウトですので、あとで何か加えたいものがあればご意

見をお願いします。よろしくお願いします。続いて４、５ページは審議結果等一覧です。前

回と同じ２ページの見開きで収まるかと思いますので、これはこの形でよろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

○委員長（植木弘子君） 次に６、８ページで各常任委員会Ｑ＆Ａを１ページずつ予定してい

ます。委員会のページについて、現地調査もありませんので、写真の使い方も難しくなるか

と思いますので、それぞれの所属委員会に該当する写真を載せていくしかないかなと思いま

す。とりあえず今のレイアウトは各常任委員会1ページずつで予定しております。次に９ペ

ージ14ページまでが一般質問で11人いますので、お忙しい中恐縮ですが、一般質問をされた

皆さんは原稿を極力早めに事務局に提出いただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。続きまして、15、16ページで市民の声、プレゼントクイズ、９月定例会、編集後記を掲
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載いたします。見ていただいたように空白箇所がありますが、以前、議案の内容の進捗状況

などを掲載したこともありましたので、そういったことにも使えますし、それ以外に皆さん

からいいアイディアがあればお願いしたいと思います。 

○９番（幡谷好文君） 15ページ上半分は議会活性化委員会で使わせていただいていいでしょ

うか。 

○委員長（植木弘子君） はい、それは大丈夫です。最後のページに議会報告会中止のお知ら

せがありますが、それも一緒のページにしますか。 

○９番（幡谷好文君） どちらでも結構です。 

○委員長（植木弘子君） はい。 

○９番（幡谷好文君） ２分の１ページあれば、議会報告会の中止の件は載せられますし、ひ

とつの案です。 

○６番（木村喜一君） 最終ページの永年勤続のこともいいのですが、昨日活性化で話した会

派のことなんかどうするのかな。 

○９番（幡谷好文君） 会派のことについては議会報告書資料に掲載しようというお話いただ

きましたが、こちらで載せるのであれば、どちらにも載っていても議会の報告なので私はい

いと思います。広報紙のこのスペースにタブレット、会派の件、議会報告会の中止のことに

ついても、十分入れられるかと思います。ただ、会派ごとの氏名や詳細は議会活性化委員会

の報告のところには載せませんので、そちらについては議会報告会の資料には載せようと思

っています。以上です。 

○委員長（植木弘子君） 確認ですが、会派がこういう形でできているということをこういう

紙面を使って掲載してもよろしいのでしょうか。 

○９番（幡谷好文君） 通常、広報資料に会派の記事や顔写真など他の自治体でも掲載してい

ますので、全く問題ないはずです。 

○委員長（植木弘子君） はい、わかりました。 

○副委員長（香取憲一君） 昨日、議会報告会の資料について、何か問い合わせとかあったん

ですかと活性化委員会で冒頭質問させていただきましたが、ほとんど見てもらえない現状と

のお話でした。そういう現状であれば、会派の詳細についてはこちらに重複して載せてもい

いのでないかと私は思います。 

○９番（幡谷好文君） そういうご意見であれば、この２分の１ページの方は会派のことを中

心に細かく載せて、最終ページは議会報告会の中止や余白があればタブレットの様子などを
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掲載できればと思います。 

○委員長（植木弘子君） 今の幡谷委員のご意見に対して何かございますか。会派の詳細とな

りますと、半分だけではスペースが足りないのかなと思いますので、１ページ確保した方が

いいのなと思いますが、どうですか。 

○９番（幡谷好文君） とれるの。 

○議会事務局（菅澤富美江君） 紙面の組み替えが必要になるかと思いますが、あがってきた

内容をもとにたたき台を作りまして、次回見ていただければと思います。 

○委員長（植木弘子君） はい、ではそういった内容を盛り込んで作成していただき、次回形

ができた段階で内容を確認いただければと思います。 

○３番（長津智之君） 総務常任委員会から産業経済委員会まで３ページありますが、今回の

議案を見ると１つの委員会で1ページは大変だと思いますので、それよりはコロナワクチン

やコロナ対策、議会の支援対策などを掲載した方がいいのなって思います。皆さんどうでし

ょうか。 

○９番（幡谷好文君） 昨日の活性化委員会や先ほど副委員長から話がありましたように、議

会報告資料の閲覧数は極端に少ないんですよね。広報紙の方が目を通す方が大多数ですので、

コロナ対策の記事もこちらメインでもちろん報告会の方も載せますがこちらにも載せてあげ

た方がいいのかなと思います。 

○１番（戸田見良君） 今回総務常任委員会も２件ですので、できればそのような形でお願い

したいと思います。 

○委員長（植木弘子君） 他に何か皆さんからありますか。では次に市民の声を選ばせていた

だきたいと思います。少しお時間取りますので、選んでください。市民の声、６件くらい掲

載できそうですか。 

○議会事務局（菅澤富美江君） はい。 

○委員長（植木弘子君） お決まりの方から発言ください。 

○４番（島田清一郎君） 16番お願いします。 

○９番（幡谷好文君） 18番。 

○３番（長津智之君） 12番。 

○１番（戸田見良君） ２番。 

○副委員長（香取憲一君） ４番。 

○６番（木村喜一君） 22番。 
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○委員長（植木弘子君） では、２番、４番、12番、16番、18番、22番に決まりましたので、

よろしくお願いします。続いてプレゼントクイズの抽選に入ります。 

○委員長（植木弘子君） では引いていただいた番号を順番に言っていただいてもいいです

か。応募者も増えてきましたので、2,000円の効果もあるのかなと思います。 

○１番（戸田見良君） 23番、25番。 

○４番（島田清一郎君） ３番、７番。 

○９番（幡谷好文君） 26番、12番。 

○３番（長津智之君） 29番、13番。 

○６番（木村喜一君） ５番、６番。 

○委員長（植木弘子君） 以上の方が当選となります。 

○６番（木村喜一君） コロナ接種いいかと思いますが、コロナ一色で疲れちゃいますね。

下の方に何か季節写真でもあるといいような気もします。 

○委員長（植木弘子君） 写真はフリー素材でもとれると思いますので、まずは表紙用の写

真を撮っていただいて次回それも含めて検討でしょうか。よろしいですか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長（植木弘子君） はい、ありがとうございます。その他、皆さんから何かあります

か。最終チェックは、副委員長と事務局とで確認させていただいてもよろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

○委員長（植木弘子君） では今日の議題を終わらせていただきます。副委員長に戻します。 

 

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

 

◎閉会の宣告 

○副委員長（香取憲一君） 本会議に引き継きましてお疲れ様でした。これをもちまして広

報特別委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 

午後１時30分 散会 

 


