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議会広聴広報特別委員会調査結果報告書 

 陸前高田市議会会議規則第１１０条の規定により、次のとおり議会広聴広報特別委

員会の調査結果を下記のとおり報告します。 

記 

１ 付託調査事件  市議会だよりの編集発行及び議会報告会の企画運営等、議会の

広聴広報全般に係る諸調査について 

２ 調 査 結 果  別紙のとおり 



１ 

（別紙） 

議会広聴広報特別委員会調査結果報告 

 

１ 付託調査事件  市議会だよりの編集発行及び議会報告会の企画運営等、議会の

広聴広報全般に係る諸調査について 

２ 委員会構成  委員長 藤倉泰治、副委員長 松田信之 

          委 員 伊勢純、鵜浦昌也、菅野定、佐々木一義、大坂俊、 

菅原悟、大坪涼子、清水幸男、菅野広紀、佐藤信一 

菅野稔、佐竹強、及川修一、小松眞、千田勝治 

（議長 伊藤明彦） 

３ 調査結果 

 ⑴ 調査活動の経過概要（詳細は別記） 

本委員会は、市議会だよりの編集発行及び議会報告会の企画運営等、議会の広

聴広報全般を調査するため、平成２５年第３回定例会において委員１７名をもっ

て設置され、委員長に藤倉泰治委員、副委員長に松田信之委員をそれぞれ互選後、

議会報告会の開催及び企画運営等、議会の広聴に関する諸調査のための広聴小委

員会（委員１０名）及び市議会だより編集発行及び議会ホームページの発信等、

議会の広報に関する諸調査のための広報小委員会（委員６名）を設置するととも

に、委員会内に、正副委員長のほか理事３名による理事会を設置した。 

また、付託事件である「市議会だよりの編集発行及び議会報告会の企画運営等、

議会の広聴広報全般に係る諸調査について」を調査議題とし、任期中の継続調査

事件として議長に対して申し出を行った。 

この間、それぞれの小委員会で調査を行うとともに、本委員会も、付託事件調

査を行った。特に、議会報告会の際に、市民から寄せられた意見・提言を市政に

反映させるため、意見・提言を調査分析するとともに、議長に対して報告し、市

長へ申入書として提出をした。 

 ⑵ 主な調査内容及び調査結果 

  ア 広聴小委員会 

陸前高田市議会基本条例に基づき、平成２５年１１月（特定６団体、参加者

６５人）、平成２６年５月（市内１１か所及び住田町、参加者１６５人）、平成
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２６年１１月（特定６団体、参加者８１人）及び平成２７年５月（市内１１か

所及び住田町、参加者１９７人）の４回にわたり、特定テーマや地区別テーマ

を設けて、議会報告会を開催した。この報告会の際に、住民からいただいた意

見・提言を委員会内で調査・研究し、市長へ申し入れする項目、常任委員会等

で調査する項目等に分類・精査し、その都度、委員長に対して報告をした。 

イ 広報小委員会 

市議会だより（第８６号～第９３号）の編集、校正作業（計３４回）を行っ

た。 

    市議会だよりの発行は、議員手づくりを基本として取組み、概ね１４ページ

で年４回、計８回発行し、市内全戸及び住田町仮設住宅に配布した。また、議

会報告会開催結果、委員会活動報告、復興の動きなど、議会活動等について掲

載した。 

    議案審議や請願等の採決の際、賛否が分かれた時は議員個々の賛否を掲載、

また、賛成討論及び反対討論の両方があった時は討論の内容を掲載した。 

⑶ 今後の調査検討課題（引継事項） 

ア 広聴小委員会 

・ 議会報告会で、住民からいただいた意見等をもとに市当局に対して申入書

を提出するなどの活動を行ったが、申入書の提出だけではなく、申し入れし

た項目について、緊急性が高い項目等が次年度の予算編成等にどう反映され

たかを含め、継続した調査を検討する必要がある。 

・ 申し入れする項目を含め、常任委員会で検討するとした項目については、

十分に調査研究し、政策提言につなげることも検討する必要がある。 

・ この間、年２回の議会報告会を継続して開催してきたが、参加者が少ない

こと、また、会場によっては特定の参加者のみが発言を行うなどの場面が見

られることから、開催手法については、今後さらなる検討が必要である。 

・ 小委員会のなかで、報告会の資料等を調整し、特別委員会に諮っているが、

資料作成にかかわっている委員は３名ほどであり、広報小委員会と併せて、

付託調査項目や構成人数を検討する必要がある。 

イ 広報小委員会 

・ 市議会だよりについて、表紙と裏表紙のカラー化、一般質問の記事は各議員
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のスペースを増やすなど、読みやすいレイアウトを検討する必要がある。 

・ 先進地への視察については、大変参考になっていることから、県内及び日帰

りでも視察を継続する必要がある。 

・ 読みやすい紙面づくりを目的として、専門家を招へいし、レイアウトや印刷

等の専門技術の研修を行う必要がある。 

  ・ 市民が分かりやすい記事編集を行い、より多くの市民に議会だよりを見てい

ただき、議会活動をお知らせする必要がある。 

  ・ メディアの多様化により、議会の情報発信についても検討する必要があり、

議会活動のお知らせや市民から多くの意見・提言等を頂くため、議会ホームペ

ージの充実について検討するとともに、議会中継などの映像配信についても検

討する必要がある。ただ、小委員会の委員が６名ということもあり、主に市議

会だよりの編集発行に係る調査となった。広聴小委員会とも関係するが、付託

調査項目について、「市議会だよりの編集発行」と「議会ホームページの発信及

び議会の情報発信」と、それぞれ分けて小委員会に付託し、調査することも検

討する必要がある。 

４ まとめ 

議会の広聴広報機能の連携強化を図るため、議会広聴広報特別委員会を設置する

とともに、特別委員会内に理事会及び２つの小委員会を設置し、付託事件調査を行

ってきたが、引き続き、広聴広報を連携強化させた取組みが必要である。 

また、議会報告会の開催手法の検討、市議会だよりの編集機能の強化やＩＣＴを

活用した議会の情報発信等にあたっては、上記の調査結果等を踏まえて、さらなる

充実を図るとともに、取組体制の充実強化を求める。 
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（別記） 

○議会広聴広報特別委員会 

年月日 会議等 調査内容等 

平成２５年 
９月 ６日 

本会議 委員会設置（議長を除く議員１７人で構成） 

〃 委員会 
正副委員長互選、小委員会の設置、 

理事会の設置について、当面の調査予定について 
閉会中の継続審査の申出について 

１０月１１日 委員会 議会報告会の開催について 

１１月 ５日 委員会 
議会報告会報告資料等について、 

報告書の取りまとめについて 

１２月１７日 委員会 議会報告会開催結果の取りまとめについて 

平成２６年 
３月１８日 

委員会 議会報告会の開催について 

４月３０日 委員会 
議会報告会報告資料等について、 

報告書の取りまとめについて 

６月１９日 委員会 議会報告会開催結果の取りまとめについて 

９月２４日 委員会 議会報告会の開催について 

１２月１８日 委員会 議会報告会開催結果の取りまとめについて 

平成２７年 
３月１７日 

委員会 議会報告会の開催について 

４月２７日 委員会 
議会報告会報告資料等について、 

開催結果の取りまとめについて 

７月 １日 委員会 
議会報告会開催結果の取りまとめについて、 

議会広聴広報特別委員会報告について 

７月１７日 委員会 議会広聴広報特別委員会報告について 

○議会広聴広報特別委員会理事会 

年月日 会議等 調査内容等 

平成２５年 
９月６日 

委員会 理事会設置（理事５人で構成） 

平成２５年 
９月１３日 

理事会 
理事会の役割と今後の進め方について、 
広聴小委員会の今後の進め方について、 
広報小委員会の今後の進め方について 

１０月 ２日 理事会 
議会報告会の開催について、 
各小委員会の連携について 

平成２６年 
２月１９日 

理事会 
議会報告会について、広報小委員会研修報告について、 
小委員会の連携について 

平成２７年 

６月 ８日 
理事会 議会広聴広報特別委員会報告について 

７月１０日 理事会 議会広聴広報特別委員会報告について 
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○広聴小委員会 

年月日 会議等 調査内容等 

平成２５年 
９月 ６日 

委員会 広聴小委員会設置（委員１０人で構成） 

〃 小委員会 
正副小委員長互選、当面の調査予定について、 
閉会中の継続審査の申出について 

９月２５日 小委員会 議会報告会の開催について、今後の進め方について 

１０月２９日 小委員会 
議会報告会の報告・説明資料等について、 

開催結果の取りまとめについて 

１２月 ３日 小委員会 議会報告会開催結果の取りまとめについて 

１２月１２日 小委員会 議会報告会開催結果の取りまとめについて 

平成２６年 
２月１４日 

小委員会 議会報告会の開催について、今後の進め方について 

４月２２日 小委員会 
議会報告会報告資料等について、 

報告書の取りまとめについて 

６月１２日 小委員会 議会報告会開催結果の取りまとめについて 

６月１７日 小委員会 議会報告会開催結果の取りまとめについて 

６月１９日 小委員会 議会報告会開催結果の取りまとめについて 

９月 ９日 小委員会 議会報告会の開催について 

９月１８日 小委員会 議会報告会の開催について 

１２月 ９日 小委員会 議会報告会開催結果の取りまとめについて 

１２月１６日 小委員会 議会報告会開催結果の取りまとめについて 

平成２７年 
３月 ４日 

小委員会 議会報告会の開催について、今後の進め方について 

４月２２日 小委員会 
議会報告会開催結果の取りまとめについて、 

開催結果の取りまとめについて 

６月２４日 小委員会 
議会報告会開催結果の取りまとめについて、 

議会広聴広報特別委員会報告 

７月 １日 小委員会 議会広聴広報特別委員会報告について 
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○広報小委員会 

年月日 会議等 調査内容等 

平成２５年 
９月 ６日 

委員会 広報小委員会設置（委員６人で構成） 

〃 小委員会 
正副小委員長互選、当面の調査予定について、 
閉会中の継続審査の申出について 

９月１２日 小委員会 
陸前高田市議会だよりの編集要領について 

市議会だより第８６号の発行について 

９月２５日 小委員会 市議会だより第８６号の発行について 

１０月 ２日 小委員会 市議会だより第８６号の発行について 

１０月 ９日 小委員会 市議会だより第８６号の発行について 

１０月１６日 小委員会 市議会だより第８６号の発行について 

１０月２３日 小委員会 市議会だより第８６号発行 

１２月 ６日 小委員会 市議会だより第８７号の発行について 

１２月１９日 小委員会 市議会だより第８７号の発行について 

１２月２６日 小委員会 市議会だより第８７号の発行について 

平成２６年 
１月 ７日 

小委員会 市議会だより第８７号の発行について 

１月１５日 小委員会 市議会だより第８７号発行 

１月３０日 
～３１日 

視 察 管外視察研修（岩手県岩泉町議会及び岩手日報社） 

３月 ３日 小委員会 
視察報告書について、議会だより編集要領について、 

市議会だより第８８号の発行について 

３月１０日 小委員会 市議会だより第８８号の発行について 

３月２０日 小委員会 市議会だより第８８号の発行について 

４月 ２日 小委員会 市議会だより第８８号の発行について 

４月 ７日 小委員会 市議会だより第８８号の発行について 

４月１６日 小委員会 市議会だより第８８号発行 

６月 ６日 小委員会 市議会だより第８９号の発行について 

６月１７日 小委員会 市議会だより第８９号の発行について 

７月 ３日 小委員会 市議会だより第８９号の発行について 

７月 ７日 小委員会 市議会だより第８９号の発行について 

７月１６日 小委員会 市議会だより第８９号発行 

９月 ５日 小委員会 市議会だより第９０号の発行について 

９月２４日 小委員会 
市議会だより第９０号の発行について 

管外視察について 
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年月日 会議等 調査内容等 

９月２９日 小委員会 市議会だより第９０号の発行について 

１０月 ３日 小委員会 市議会だより第９０号の発行について 

１０月１５日 小委員会 市議会だより第９０号発行 

１０月１６日 
～１７日 

視 察 
管外視察研修（秋田県横手市議会及び岩手県金ケ崎町
議会） 

１２月 ５日 小委員会 
視察報告書について 

市議会だより第９１号の発行について 

１２月１８日 小委員会 市議会だより第９１号の発行について 

平成２７年 
１月 ６日 

小委員会 市議会だより第９１号の発行について 

１月 ９日 小委員会 市議会だより第９１号の発行について 

１月２１日 小委員会 市議会だより第９１号発行 

２月２５日 小委員会 
市議会だより編集要領について 

市議会だより第９２号の発行について 

３月１７日 小委員会 市議会だより第９２号の発行について 

３月２７日 小委員会 市議会だより第９２号の発行について 

４月 ３日 小委員会 市議会だより第９２号の発行について 

４月１５日 小委員会 市議会だより第９２号発行 

６月１９日 小委員会 
市議会だより第９３号の発行について 
広報小委員会調査結果報告書の取りまとめについて 

７月 １日 小委員会 
市議会だより第９３号の発行について 
広報小委員会調査結果報告書の取りまとめについて 

７月１６日 小委員会 市議会だより第９３号の発行について 

７月３１日 小委員会 市議会だより第９３号の発行について 

８月１２日 小委員会 市議会だより第９３号発行 

 


