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広報特別委員会 
と き 令和３年９月９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 協議事項 

① 第63号の構成について 

◇日 程（案） 

校 了：  10月13日（水）＊校正〆切・印刷へ 

配 布：  10月21日（木）＊行政区等へ 

 

◇内 容（案）：構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②その他 

 

 

 

 

４ 閉  会 

 

掲載内容 ページ 

表紙写真 表紙 

定例会内容等  ２－３ 

決算特別委員会内容 ４－５ 

審議結果一覧、議案質疑 ６－７ 

議会の動き  ８－９ 

常任委員会 Q＆ A、特別委員会  10－12 

一般質問（ 11名）  13－18 

プレゼントクイズ、市民の声  

12月定例会の予定、編集後記   
19－20 
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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２時46分 開会 

 

○副委員長（香取憲一君） 皆さま本会議一般質問終了後、お疲れのところご参集ありがとう

ございます。ただ今より広報特別委員会を開催いたします。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） 改めましてお疲れ様です。本会議終了後にお集りいただきましてあ

りがとうございます。今回第63号の紙面作りにつきまして、構成及び内容について皆さまと

審議していきたいと思いますので、忌憚ないご意見いただきながらいい紙面にしていきたい

と思いますので、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。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。はじめに日程の確認です。今回の63号の

校了が10月13日の水曜日、翌日14日に印刷開始、区長便を通して21日に配布となります。 

 これに合わせまして、次回の委員会日程を決めさせていただきます。日程案で５日から８日

とありますが、校了が13日ですので、できれば週の前の方に開かせていただきたいと思いま

す。５日か６日あたりでいかがですか。 

○６番（木村喜一君） ５日でお願いします。 

○委員長（植木弘子君） 皆さんいかがですか。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、５日の火曜日午前10時でいかがでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

○委員長（植木弘子君） それでは早速内容につきまして、協議を進めていきたいと思います。

始めに、表紙です。令和２年が玉里小最後の運動会、令和元年が霞ケ浦湖岸のコスモスと筑

波山、平成30年が希望ヶ丘のコスモスでした。なかなかコロナ禍でイベント等が中止になっ

ていますので、表紙に使える写真を撮るのが難しい状況ではありますが、皆さまの方からご

意見をいただきたいと思いますので、お願いします。 

○副委員長（香取憲一君） コロナで学校が休校しているなかで、学童で朝から子ども達を預

かってタブレットで勉強していると思います。預かりの場所でそういった勉強している様子

もいいんじゃないかなと思います。一案です。 

○委員長（植木弘子君） 他に何かありましたらお願いします。 
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○１番（戸田見良君） 最近、自転車でサイクリングしている人も堤防におりまして、そうい

う写真もいいのかなと思います。 

○委員長（植木弘子君） はい、ありがとうございます。普段堤防を走っている方で、アポが

取れて、その方がモデルになっていただけたら一番いいのかなと思います。あとはそれ以外

だとランダムの時間帯に霞ケ浦で待機して、撮影して、掲載許可を取る手法になってきます

よね。構造的には、いい写真になるのかなと想像できますので、いいご意見をいただきまし

た。ありがとうございます。あと、どうですか。この２つで進めるという形でよろしいでし

ょうか。 

○６番（木村喜一君） 戸田委員の言うサイクリングの写真もいいと思うけど、市報にも半年

前くらいに使ったよね。親子で霞ケ浦で。サイクリングもいいと思うけど、次の号でもいい

と思うし、今リアルなのはタブレットの方かなという気はするけどね。 

○委員長（植木弘子君） 木村委員からそういうご意見をいただきましたが、いかがでしょう

か。学童、あとは自宅でリモート授業を受けられない低学年のお子さんたちの預かりを学校

サイドでもやっていますので、あと民間での預かりとか取材に協力いただけるようでしたら、

様子を撮影させていただくという、今回は絞って、そういう形でよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長（植木弘子君） では、そういう形で進めていきたいと思います。保育園関係の写真、

戸田委員、撮影大丈夫でしょうか。事務局はもし学校サイドでOKなところがあればあたって

いただくようなことでお願いしたいと思います。 

○４番（島田清一郎君） 写真は事務局にお願いした方がいいかと思います。戸田さん、ここ

で委員やってて、園に撮影に行くのもどうかなと思うので、事務局に任せた方がいいかと思

います。 

○委員長（植木弘子君） はい、わかりました。では、アポはお願いできればと思います。実

際、現場に行くのは事務局にお願いします。表紙の写真はそういうことで進めていきたいと

思いますのでお願いします。今回は、決算関係もありますが、ページ割りについて、事務局

から説明をお願いします。 

○議会事務局（菅澤富美江君） ２ページ、３ページは、今回の定例会内容とともに、決算関

係の状況、例年この時期に決算の表やグラフなどを掲載していますので、そのあたりを掲載

してはいかがかなと思っています。それから、４ページ、５ページは昨年のものを見ていた

だくとわかりますとおり、見開きで決算特別委員会の内容を掲載していますので、審査の際
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に出た回答やご意見を載せられればいいのかなと思います。 

○委員長（植木弘子君） はい、ありがとうございます。前年の参考に見ていただいています

が、このような形で円グラフ等を活用して、簡潔に見やすくなっておりますので前回同様の

構成で載せるということで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、２ページ、３ページはそのような形でお願いします。４ペー

ジ、５ページは前回も見開きですっきりしてよかったと私自身思っていますが、こちらも前

回と同じようなレイアウトで進めてよろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

○委員長（植木弘子君） 続いて、６ページ７ページは審議内容になります。今回は２ページ

でおさまるかと思います。今、編集中ということで進めていますが、７ページについて、ス

ペースが中途半端に今空いているので、もしかしたら議案質疑があれば掲載することも考え

られますよね。あとは審議内容をずらしての掲載となりますか。 

○議会事務局（菅澤富美江君） まだ賛否の状況がまだわかりませんので、賛否の分かれ方に

よってはスペースが必要となります。 

○委員長（植木弘子君） では、ここの空白についてはとりあえずこのままにしておいた方が

いいですね。次の８ページ、９ページはたたき台を事務局で作っていただきました。前回の

委員会でも運営費削減、コロナ対策、本会議の時間短縮などを特集で大きく知らせていきま

しょうということで、コロナ対策に対する議会の支援を次号で詳しく示していこうというこ

とを受けて、事務局でたたき台を見開きのページで作っていただきました。決定ではありま

せんので、こちらに対してご意見ありましたらいただきたいと思いますのでお願いします。

上の方が主な項目について太字で書かれていまして、下は時系列でわかりやすく示していた

だいています。今までも報告は何度か記載してきましたが、前回の委員会で委員からも、コ

ロナ対策について載せられるのであれば大きく詳しくというご意見がありましたので、この

ようなページを事務局で作っていただきました。私自身も見やすくていいなと思っています。

ベースはこのような形でよろしいですか。 

〔「はい」の声あり〕 

中身についてもっと示した方がいいという内容があれば次回にご意見をいただきたいと思い

ます。ページ割りについてはこのように進めさせていただきます。次に、10ページ、11ペー

ジの見開きで常任委員会の報告、そのあと12ページにつきましては今回オスプレイ等の問題
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もありまして百里基地の特別委員会を何回も開催していますので、とりあえず12ページに内

容をいれたいと思っております。委員長とまだ詳しくお話できていないので、まるまる１ペ

ージ使うかどうかは不明です。または議会活性化の進捗状況などを入れていくかになります

か。 

○９番（幡谷好文君） 基地対策の方で掲載内容がそんなになくて余白になるようでしたら、

活性化でも掲載します。 

○委員長（植木弘子君） わかりました。このページは特別委員会のページですので、百里

基地の委員長に確認させていただいて、それから幡谷委員長にお伝えします。それに合わせ

て事務局で対応をよろしくお願いいたします。続きまして、13ページから一般質問になりま

す。18ページまでで11人埋まる形になります。一般質問をされた方は原稿締切が30日ですの

で、提出をお願いいたします。続きまして、19ページについて、今回空きスペースがありま

す。とりあえずのレイアウトを示していますが、何かご提案がありましたらお願いいたしま

す。ひとつの意見としてお聞きいただきたいと思いますが、市民の声は今回12名くらいなの

で、選ばないで全部載せるというのも１つの意見としてお伝えしておきます。裏表紙と合わ

せて１ページ分の余白となっています。 

○委員長（植木弘子君） 市民の声、決まった方から発表してください。 

○４番（島田清一郎君） ５番。 

○９番（幡谷好文君） ４番。 

○３番（長津智之君） ８番。 

○６番（木村喜一君） ７番。 

○１番（戸田見良君） 11番。 

○副委員長（香取憲一君） ２番。 

○委員長（植木弘子君） わかりました。２番、４番、５番、７番、８番、11番。文字数が多

いですが、入れていただきたいと思います。よろしくお願いします。最後の裏表紙の余白に

つきまして、ご意見お願いします。あと余白ができたときは、審議した議案の進捗状況を載

せるのも案です。 

○９番（幡谷好文君） 19ページのクイズと市民の声を最終ページの上段にすることはレイア

ウトとして可能ですか。 

○議会事務局（菅澤富美江君） 写真がカラーではなくなってしまいますが、移動は可能です。 

○３番（長津智之君） コメントも載せるといいですよね。 
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○９番（幡谷好文君） 興味深い記事になりますよね。ただカラーじゃなくなっちゃうか。 

○委員長（植木弘子君） あとは編集後記だけ残して、定例会の予定を19ページに移動するの

もいいですよね。編集後記だって、最終ページじゃなくてもいいと思います。 

○９番（幡谷好文君） さっきの逆ですね。 

○委員長（植木弘子君） そうすれば、学生さん達の写真もカラーになりますよね。木村委員

いかがですか。 

○６番（木村喜一君） 学生達の記事は最終ページ１ページの方がいいですね。会派発足した

人もいるからそれも載せるんでしょ。 

○委員長（植木弘子君） では最終ページに学生さんとの集合写真やコメントを入れて、最終

ページの下段のものを19ページに入れてしまうとか。 

○９番（幡谷好文君） いいですね。それでさっき出た会派の件は、その一角に記事としてい

れたらいいんじゃないですか。 

○議会事務局（菅澤富美江君） 確認ですが、前号のよう定例会の予定をなかに入れて、裏に

学生さんの写真やコメントを載せるというイメージでよろしいでしょうか。 

○委員長（植木弘子君） はい、そのようにお願いします。編集後記も全部19ページでもいい

と思いますがいかがでしょうか。 

○６番（木村喜一君） 議長室でも集合写真を撮らせてもらいましたが、広報委員とも撮らせ

てもらって、同じ最終ページに編集後記もあった方がいいのかなと思います。 

○委員長（植木弘子君） はい、ありがとうございます。今木村委員から編集後記と編集委員

の名前は最終ページにそのまま残すというご意見ですが、いかがですか。 

〔「いいですよ」の声あり〕 

○委員長（植木弘子君） では、市民の声、クイズ、12月定例会の予定を19ページにおさめて、

その中に今回新しい会派ができていますので、その紹介という紙面の構成ということで、ご

承知おきください。これで全ページまでいきましたので、事務局でそのようによろしくお願

いいたします。その他、皆さんから何かありましたらお願いします。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長（植木弘子君） ではないようですので、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。 

 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 
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◎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３時23分 散会  

 


