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平成２４年度議会広報調査特別委員会管外行政視察報告書 

 

１ 視察日時  平成２４年８月２０（月）～平成２４年８月２１日（火） 

【１日目】湖西市 

８月 20日（月）午後１時 30分～午後３時の１時間 30分 

【２日目】袋井市 

８月 21日（火）午前 10時～午前 11時 30分の１時間 30分 

 

２ 視 察 先  静岡県湖西市・袋井市 

 

３ 視察事項  （１）議会だよりの編集・発行について 

        （２）議会映像の配信について 

 

４ 視察目的  議会だよりにおける紙面レイアウトや編集方法などを調査し、

たつの市議会だよりの一層の紙面充実を図る。また、議会映

像の配信方法や配信効果などを調査・検証し、平成 24年５月

に配信を開始した本市議会の録画映像の一層の充実を図ると

ともに、今後の検討課題として、ライブ中継導入に向け一層

の推進を図ることを目的とする。 

 

５ 参 加 者  議会広報調査特別委員会（７名） 

委 員 長 岸野 文信 

副委員長 内匠 勇人 

委    員 三里 茂一 

委  員 畑山 剛一 

委  員 森本 重宣 

委  員 柳生 陽一 

委  員 角田  勝 

《随行》 

議会事務局主査 中野 真吾 

 

６ 視察市出席者 

〔湖西市〕湖西市議会議長 菅本 利雄 

     湖西市議会副議長 牧野 孝二 

     湖西市議会総務教育委員長 豊田 一仁 

     湖西市議会事務局 局長 遠藤 雅俊 

     湖西市議会事務局 次長 山本 光紀 

     湖西市議会事務局 総務議事係長 山本 信治 

     湖西市議会事務局 書記 外山 典靖 

〔袋井市〕袋井市議会広報委員会副委員長 浅田 二郎 

     袋井市議会事務局 局長 松井 信雄 

     袋井市議会事務局 議事調査係 長島 知義 

     袋井市議会事務局 議事調査係 原田 敏明 
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７ 行政視察内容 

【湖西市】 

（１）湖西市議会 菅本議長あいさつ 

（２）岸野議会広報調査特別委員会委員長あいさつ 

（３）湖西市からの調査事項の説明概要 

◎議会だよりの編集・発行について 

① 発行回数  年４回（１月、４月、７月、１０月） 

② 発行日   定例会の翌月末。 

② 発行部数  20,000 部（４色刷り）、平均１０ページ、行政連絡員か

ら自治会長宅へ配送。 

③ 委員会構成 正規の委員会ではない、任意の委員会組織。正副議長と

３常任委員会から各２名ずつ選出。合計８名。 

④ 編集方法  定例会２日目に委員会を開催し、記事の大枠を協議。原

稿は事務局が作成するが、レイアウトやイラストなどは

業者に任せる。その後、委員会の中で印刷業者同席のも

とレイアウト協議を行い、発行までに委員会を５回開催

する。 

⑤ 課  題  見やすい紙面、わかりやすい記事内容の研究。 

◎議会映像の配信について 

① 導入時期  平成 23年３月中継開始。 

② 導入理由  ケーブル TV による市内家庭への中継配信を予定してい

たが、一部地域で配信エリアに含めることができなかっ

たため、その代替措置として、光ケーブル普及推進担当

部局から提案された。 

③ 導入業者  Ustream（ユーストリーム）を使用。無料の動画配信サ

ービス。 

④ 構築費用  機材費（パソコンなど）の初期導入費用は、総額 300,980

円。維持管理費は、通信費年額 73,080円。 

 

【袋井市】 

（１）袋井市議会 浅田広報委員会副委員長あいさつ 

（２）岸野議会広報調査特別委員会委員長あいさつ 

（３）袋井市からの調査事項の説明概要 

◎議会だよりの編集・発行について 

① 発行回数  年５回（定例会４回、臨時会１回） 

② 発行日   定例会（臨時会）の翌月 15日。 

③ 発行部数  30,000部（2色刷り）、平均 12ページ、各自治会長宅へ

配送。 

④ 委員会構成 正規の委員会ではない、任意の委員会組織。各会派から

１名ずつ選出。副議長は委員長を兼務。合計６名。 

⑤ 編集方法  基本的に１定例会で２回開催。改選に伴う臨時会の際は

１回の開催。デザイン変更に伴うコンペや調査報告など

を含めると、年間 10～12回程度委員会を開催する。 

⑥ 課  題  コンペで決定したデザインを使用するため、デザインに
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よっては掲載スペースが小さく、情報量が少ない。また、

全体を通して、校正期間が短い。 

◎議会映像の配信について 

① 導入時期  平成 14年９月中継開始。 

② 導入理由  議運で本会議のテレビ中継について協議。その際、イン

ターネット中継への対応が指摘され、議場の音響設備改

修に伴い、映像設備設置工事を施工。 

③ 導入業者  施工業者は、静岡松下システム㈱。 

④ 構築費用  音響と映像設備一式で工事費総額は 20,307,000円。映像

配信システム一式で設置総額は 6,300,000円。 

 

８ 視察結果について 

今回の行政視察の結果、湖西市及び袋井市での取組み、実行している事項を

まとめると下記のとおりであり、今後、当委員会での視察事項を検討する中で、

両市の取組み項目を分析し参考にしながら、本市議会広報誌及び議会映像配信

の充実をより一層推進していくものとする。 

（１）湖西市 

《議会だよりの編集・発行について》 

・発行回数は年４回を基本とするが、議会人事がある場合は「議会人事号」を

発行。発行部数は２万部、議会人事号は 2万 800部発行。 

・平成 24 年度から、業者に「原稿記事」だけを渡し、レイアウトやイラスト

など全てを業者に任せている。 

・業者選定においては、印刷見積もりだけでなく、紙面レイアウトなどの提案

をコンペ形式で行い業者を決定している。 

・今年度から一般質問記事の文字数を 600字から 350字に減らし、見やすさ 

 と記事の見栄えを重視。 

・一般記事の原稿は事務局で作成するため、再質問以降は掲載していない。 

・議会だより発行までに５回委員会を開催している。 

【発行までの委員会開催状況（計５回）】 

 開催時期 内  容 

第１回 定例会２日目終了後 記事の大枠の決定 

第２回 定例会最終日の翌日 掲載する議案や質疑の選び出し 

第３回 第２回開催から１週間後 原稿の内容確認 

第４回 第３回開催から３日後 初稿の確認（業者との作業） 

第５回 第４回開催後の翌日以降 再校の確認（業者との作業） 

《議会映像の配信について》 

・当局側からの提案・主導で映像配信を決定。当局による機材購入と低額な通

信費用により導入を決める。 

・導入当時に三重県鳥羽市の放映を参考にしている。 

・庁内放送システムから映像、音声を分配し、キャプチャーを介して映像をパ

ソコンに取り込む。Ustream プロデューサーを起動させ、そのままインター

ネット回線を利用し放映している。 

・配信映像についての市民からの意見や反応はないが、ライブ中継の視聴者は
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１日あたり 100 人程度である。（職員も含む） 

・パソコンや通信などのフリーズや、再生側のパソコンで音量が小さいなどの

苦情を聞くことがあるが、配信側の問題ではない場合が多い。 

 

（２）袋井市 

《議会だよりの作成・発行について》 

・表紙写真のテーマは「市民にあまり知られていない風景」。表紙は、市内の

自然風景写真のみで人物は掲載しない。 

・議会だより作成上の役割分担を次のとおりとしている。 

組  織 役  割 

議会事務局 
レイアウト案作成、一般質問以外の原稿案の作

成、写真撮影・収集、一般質問原稿の確認 

一般質問議員 一般質問の質問・答弁原稿の作成 

広報委員会 原稿案校正（内容・レイアウト・写真選定など） 

・原稿については、会議録等と照らし合わせて間違いがないか確認している。 

・表記は、「新表記辞典」を参考にしている。 

・写真に人物が写っている場合は、事前に掲載許可をとっている。 

・タイムリーな話題を提供するため定例会の翌月 15 日に発行しているが、初

稿を前もって委員に配付できないなど、校正期間の短さが原因の課題も多い。 

（一般質問原稿提出までに反訳粗原稿が間に合わない。定例会最終日の採決や

提出議案などが初稿に反映できないため、第２校のボリュームが大きい。） 

《議会映像の配信について》 

・庁内放送で議会映像を見られるようにする目的で導入。その中でネット配信

を始めた。 

・ライブ中継はそのまま放送しているが、録画映像は、一般質問者ごとにまと

めるなど一部編集している。 

・平成 14 年の配信当初の映像も見られるように残しているが、サーバーの容

量が少なくなれば、順次消していく予定。 

・議場の映像（音響）設備を導入して 10 年、ネット配信設備を更新して２年

半経過しているため、設備自体の経年劣化で改修が必要になっている。 

 

(所感) 

・印刷業者選定において、紙面レイアウトやイラストなどの企画・構成力を選

定基準に設け、コンペ形式で業者を選定している点は、本市における見積も

り入札による選定（価格面のみの選考）と異なり、紙面の充実を目指す方策

のひとつとして、大変参考になった。 

・議会映像の配信については、湖西市の導入が平成 23 年３月であり、効果を

実証できるまでに至っていないが、視聴者数を増やすためには市民の反応を

調査するなど本市としても効果を研究する必要性を感じた。 

・袋井市では表紙写真を自然風景に限定しているため、議会広報誌に統一感が

出ている。 

・一般質問記事の文字数を削減することで、紙面の見やすさや見栄えの良さに

繋げており、記事の情報量とレイアウトの重要性を再認識することができた。 


