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〔午前 １０時１５分 開会〕 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    開会の宣告  

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 それでは、ただいまより議会広報特別委員会を開会いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

２ 事件  牧之原市議会だより「かけはし」第61号について 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 きょうは事件として、かけはしの第61号についてということで、ページの構成の決定について、

進めてまいります。 

 では、最初に事務局より説明をお願いいたします。 

 事務局。 

○事務局書記（本杉周平君） 

 すみません、本会議が終わったところ、お疲れのところ申しわけありません。広報特別委員会

ということで、よろしくお願いいたします。 

 今、委員長のほうからお話がありましたとおり、きょうは、前回の委員会の中で協議いただき

ましたページ構成の案につきまして、決定のほうをいただきたく、協議のほうをお願いしたいと

いうふうに思っております。 

 資料につきましては、二つ用意してございますが、横判のものと、縦判のものという形になっ

ております。 

 まず、横判のほうになりますが、こちらがページ割の案ということになっております。一番右

側、61号が今度皆様に編集いただくほうになります。 

 ざっと上から説明させていただきます。写真、相良中学校につきましては、先日、教頭先生の

ほうにお願いをしておりまして、年明けにはいただけるということで、了解のほうを得ていると

ころであります。 

 変えたところといたしますと、11月定例会の報告を、前回の案では２ページ、３ページ、４ペ

ージの合計３ページ分取っていたんですけれども、委員長報告等を聞いておりますと、質疑も多

かったですし、初日に討論があったり、総括質疑もあったりということがありましたので、少し

多めに４ページということでふやさせていただきました。また、その下の補正予算連合審査会に

つきましても、次の資料が補正予算連合審査会の質疑内容になりますけれども、質疑の数とする

と、それなりにあったものですから、もしあれでしたら、この合計５ページの中でうまくやれれ

ばなというふうに考えているところであります。 

 この案の中の、７ページから18ページまでについては、前回お出しした資料と変更はございま

せん。11月臨時会がありまして、議案一覧があって、その後、10人の方の一般質問の記事が載る
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という形になっております。 

 19ページになりますけれども、こちらは前回の委員会の中で少し案として出していただきまし

たとおり、１月にあります議員研修の記事と、今回の定例会の中で条例改正がありましたが、ご

めんなさい、ちょっと漢字が間違っていましたが、選挙公営制度の改正ということで、そちらの

ほうについて入れたらどうかとご意見がございましたので、今ここに入れているというところで

あります。 

 また、裏紙ですけれども、裏紙につきましても、前回の委員会の中で案としていただきました

けれども、少し前に皆さんにとっていただきました、コロナ差別防止の動画、それとあと、きょ

うシトラスリボンをつけてということもやっていただきましたので、その辺のことをまとめてと

いうことでどうかなというふうに書かせていただいているところであります。 

 そして、編集後記については、前回と変わりはございませんが、吉田委員のほうにお願いした

いというところで考えているところであります。 

 ちょっと簡単になりますけれども、61号のページ割案につきましては、以上ということになり

ますので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 今、説明がありましたけれども、どうでしょうか、おおむねこのページ割でということでよろ

しいですかね。 

 平口委員。 

○（平口朋彦君） 

 19ページなんですけど、選挙公営を入れるって前回話をしたんですけど、今回、議員研修が県

の暮らし環境部の方と、あと笛吹市、リニア実験線を見に行くので、そこを上下で使って１ペー

ジにしちゃって、この選挙公営はとっておいてもいいのかなと。タイミング的には、今回条例が

可決されたので、タイミング的にはいいんだけど、いってみれば、１回、２回おくらせても、昨

年11月の定例会で可決された選挙公営についてといって、コラム的にできるので、ネタがあると

きには、わざわざネタを圧縮して議員研修を半ページにしなくても、勉強会と議員派遣と、上下

で１ページ分でいいのかなとは思うんですけど。 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 ありがとうございます。ただ、日程的に、山梨県と笛吹市は２月４日なので、最終、２月５日

がもう。 

○（平口朋彦君） 

 １月18日のほうはできるんだけど、２月のものは間に合わないのか。 

 そうか、じゃあやっぱり入れたほうがいい。 

○（藤野 守君） 

 研修と視察は、本当は１回でもいいんだけど。それがいいんだけど、日程的に。 
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○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 平口委員。 

○（平口朋彦君） 

 勉強した上で、実際の沢枯れ、水枯れのところを見に行きましたって、すごい取り組みが一元

化されていて、市民にも伝わりやすいので、ページを割きたかったんだけど、ちょっとタイミン

グが悪いね。 

 でも、逆に次の２月議会のときに、１月と２月のものをセットで載せることもできるよね。そ

うすれば、特集ページで、その１ページ特集ページで、リニアに対する牧之原市議会の取り組み

ということで、大々的なＰＲにはなるのかなと。 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 藤野委員。 

○（藤野 守君） 

 それか、議会のシリーズで、視察を予定しているよとか、そういう形にして、１回、２回目の

シリーズ的なものにするかどうかということだと思うんだけどさ。 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 次だとあれだもんね、発行されるのは５月ぐらいだもんね。時期的なことも考えないと。 

○（藤野 守君） 

 １回目だけ、研修のところに、研修を予定していますとかって入れておいて、最後に。 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 それはいいかもしれないですね。 

 今、平口委員と藤野委員から意見が出ましたけれども、議員研修に関しては２回に分けると、

シリーズものでという形でやるのも、次また読者に読んでもらうという意味ではいいのかなと思

いますけれども。 

 ここに関しては、そんな感じでやるような形にして、19ページは予定どおり、選挙公営制度と

議員研修、この両方載せるという形でいいですか。 

           〔「異議なし」と言う者あり〕 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 では、予定どおりということでやりましょう。ページ割に関しては、そんな感じでお願いしま

す。 

 事務局。 

○事務局書記（本杉周平君） 

 ありがとうございます。それに付随しまして、もう一つの資料のほうになりますけれども、補

正予算連合審査会の質疑の記事の内容を少し抜粋させていただきました。毎回、これについては

皆様のほうへ、委員長のほうが割り振りというか、していただいて、原稿のほうのご提出をいた

だいているという形になると思います。 
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 何分、17日にやったばかりですから、まだ会議録のほうが間に合っていないので、会議録の送

付が年明けになる可能性はありますけれども、もしあれでしたら、分担ということであれば、ま

たこの場でお願いできればというふうに思いますけれども。 

 あとは、全部載せるかというところも含めて、少しお願いします。 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 これ、ボリューム的には全部載せられるというイメージでいいの。 

○事務局書記（本杉周平君） 

 なので、ページ数を１ページ、11月定例会の報告で合わせて５ページにはしてあるので、載る

かなとは思いますが。 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 場合によっては載らないかもしれない。 

○事務局書記（本杉周平君） 

 可能性もあります。 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 それも踏まえてというところなんですけれども、とりあえず今までどおりということで、割り

振りをするような形でいいですかね。 

           〔「異議なし」と言う者あり〕 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 では、順場で振っていきますので、まず、最初の２－１－９ですね、これ、鈴木長馬委員。２

－２－２、これは鈴木千津子議員のものを平口委員。 

○（平口朋彦君） 

 これ、千津子議員と藤野委員と、お二方同じものでやっているので、この２－２－２全体で私

というふうにしてもらう。ちょうど12なので、一人二つやればいいのかなと。 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 そうしましょう。ここの２－２－２は鈴木千津子議員の分と、藤野委員の分を平口委員という

ことで、お願いします。 

 次、４－１－１ですね、これを原口委員。６－１－３、これを私ですね。６－１－４、これを

藤野委員。７－１－１、これを吉田委員。10－５－４、これを鈴木長馬委員。２－１－８、これ

を原口委員。２－１－８、これを私ですね。 

○（平口朋彦君） 

 手洗器、自動水洗器。 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 さっき二つやってもらったからいいかなと思ったんだけど。 

○（平口朋彦君） 

 いや、やりますよ。これ、千津子議員と藤野委員のものをがっちゃんこして一つの質問にしよ
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うかなと。 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 そうしたら、２－１－８を平口委員ということで、同じく、今の名波議員の分を平口委員にや

ってもらって、２－１－８の鈴木長馬委員のほうを、原口委員。10－１－３を、これは私ですね。

１－２－１、これを藤野委員。最後、１－１－１を吉田委員ということで、お願いいたします。 

 これ、該当する原稿がまたできたら、各議員のほうへ送ってください。 

 事務局。 

○事務局書記（本杉周平君） 

 ありがとうございます。では、補正予算につきましては、今、委員長が言われたとおり、分担

のほうをさせていただきましたので、またよろしくお願いいたします。会議録につきましても、

来次第送らせていただきますので、前回もそうでしたが、１月当初の３回目の広報特別委員会の

ときにはちょっと間に合わないという可能性もございますけれども、ご了解いただければと思い

ます。 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 これ、締切決めなくていい。 

○事務局書記（本杉周平君） 

 いつ来るかちょっとわからないのであれなんですけど、例えば自分のほうで送らせていただい

て二日後とか、そんな感じでも大丈夫ですか。 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 そんな感じでメールに。 

○事務局書記（本杉周平君） 

 書かせていただいてということでよろしいですか。 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 事務局からメールが届き次第、それから二日後ぐらいということで、一応締切を入れてもらう

ということで、お願いします。 

○事務局書記（本杉周平君） 

 それとあと、特集記事ということで、全部で三つですか、議員研修と選挙公営と、あとコロナ

の関係のものになると思うんですけど、その辺の原稿というのは、どうしましょうという言い方

もあれなんですけれども、分担というのは。こちらでということなら、案はつくりますけれども。 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 藤野委員。 

○（藤野 守君） 

 議員研修なんかは議運の関係でやっていないかな。 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 これは、議員研修は議運の委員長に。 
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 平口委員。 

○（平口朋彦君） 

 選挙公営、半ページ、私担当します。 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 ありがとうございます。では、そこは平口委員で。 

 コロナ差別とシトラウスリボンは、これは同じでセットという形で、事務局のほうでまとめて

もらっていい。 

○事務局書記（本杉周平君） 

 わかりました。 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 あとはいいかな。 

 事務局。 

○事務局書記（本杉周平君） 

 ありがとうございます。議運研修のほうは議運の委員長へということで、これはあれですか、

委員長のほうからもちょっと一言言ってもらってということですか。 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 私が言います。 

○事務局書記（本杉周平君） 

 わかりました。じゃあ、選挙公営につきましては、申しわけありませんが、平口委員、お願い

します。コロナの関係は事務局のほうで少しつくらせていただこうというふうに思いますので、

よろしくお願いします。 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 詳しい、文字数とか何かあったら言ってね。 

○事務局書記（本杉周平君） 

 文字数、そうですね。相談しながら、させてもらいます。 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 ページ割はそんな感じでいいですか。 

           〔「異議なし」と言う者あり〕 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 ページ構成の決定についてということでは、これでよしとさせていただきます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

３ その他   

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 ３番、その他で何かありますでしょうか。 

 事務局。 
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○事務局書記（本杉周平君） 

 それこそ、前回の委員会の中で最後に、少し市民からのご意見がということで、穴をちょっと

なくしたほうがというようなことを少しお話しさせていただいて、その後、広報の中でいただい

た意見をその方へお電話しました。 

 結果、じゃあわかりましたよということでありましたので、一応そういう回答があったので、

この場でご報告というか、させていただければというふうに思いますので、お願いします。 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 そのほか、皆さんほうからはいかがでしょうか。 

 平口委員。 

○（平口朋彦君） 

 前回の９月定例会のときに聞けばよかったんですけど、決算審査があって、各部課から監査委

員に説明をして、それで審査してもらったと思うんだけど、毎年毎年事務局についてもご意見を

いただいていると思うんだけど、議会事務局に。それで、何年か前に、広報に名指しというか、

広報ピンポイントでご意見いただいたんだけど、今回はそういった議会事務局マターで監査委員

から直接いただいたご意見とかはなかったのか。広報でなければ別にいいんだけど。 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 事務局。 

○事務局書記（本杉周平君） 

 ありがとうございます。自分がお聞きしている限り、特に広報についてはご指摘はなかったか

なというふうに思います。 

 そのほかのことでは、多少ご質問というか、あったとは聞いていますけれども、この場の話で

は特にはなかったかなというふうに把握しています。 

○議会広報特別委員長（濵﨑一輝君） 

 あと、ほかはよろしいですか。 

 私のほうからですけれども、この間、議会だよりの作成方針に関して皆さんで話し合って、無

断欠席時の取り扱いや、そういった部分に関して取りまとめてもらったものを、私と副委員長の

原口委員と一緒に議長と副議長のところに説明に行ってきました。 

 これに関してどういう形でどういう形で報告したらいいかというところも踏まえて、ちょっと

議運のほうで検討させてもらうということだったものですから、それによってということで、１

月に、こういうものをつくりましたよと報告するような形になるかと思いますけれども、若干内

容が変われば、またその都度ご説明します。 

 一応、そんな状況です。 

 それでは、特になければ、これで議会広報特別委員会を閉会いたします。どうもお疲れさまで

した。 

〔午前 １０時３３分 閉会〕 


