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１ 立ち上げ経緯と付議内容 

平成 30 年 12 月 25 日、多様な広報手段の調査や市民が議会や市政に関心を持つよう広報

広聴活動の推進及び充実を図ることを目的とし広報広聴特別委員会を設置。 

調査項目の中に、以下３点付議される。 

① 議会モニター制度の運営実施について 

② 議会報告会（高校生との意見交換会を含む）の開催について 

③ 議会広報誌発行（調査・研究を含む）について 

 

２ 委員会活動 

開催日 内  容 

平成 30年 12 月 25日(火) 広報広聴特別委員会立ち上げ（８名の委員が決まる） 

委員長 田中 陽三、副委員長 林 節子、岸本 隆雄、 

笹井 琢、田邉 学、中本 和行、仲山 哲男、畠堀 計之 

平成 31年  1月 8 日(火) 広報広聴特別委員会開催 

・「第４回 高校生との意見交換会について」 

・「光市議会モニター募集について」 

平成 31年  1 月 15 日(火) 広報広聴特別委員会開催 

・「第４回 高校生との意見交換会について」 

・「光市議会モニター募集について」 

平成 31年  2月 8 日(金) 『第４回 高校生との意見交換会』リハーサル 

平成 31年  2月 9 日(土) 『第４回 高校生との意見交換会』を開催 

高校生の主張テーマ「光市の人口、どうしたら増える？」 

※議事録（要点筆記）をホームページに公開 

平成 31年  2 月 20 日(水) 『第４回 高校生との意見交換会』全体反省会開催 

平成 31年  2 月 26 日(火) 

 

 

広報広聴特別委員会開催 

・「議会モニターについて」 

・「多様な広報広聴活動の充実について」 

・「年間スケジュールについて」 

平成 31年  2 月 27 日(水) 『光市議会記者会見』開催 

・「議会モニターの募集について」 

・「記者との意見交換会」 

平成 31年  3 月 13 日(水) 広報広聴特別委員会開催 

・「議会モニターについて」 

・「多様な広報広聴活動の充実について」 

・「年間スケジュールについて」 

平成 31年  3 月 22 日(金) 広報広聴特別委員会を開催 

・「議会モニターの委嘱状交付式及び説明会について」 

・「議会報告会について」 

平成 31年  4 月 11 日(木) 広報広聴特別委員会開催 

・「議会モニターの委嘱状交付式及び説明会について」 

・「議会報告会について」 

「広報広聴特別委員会の活動報告」 
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平成 31年  4 月 17 日(水) 『議会モニターの委嘱状交付式及び研修会』リハーサル 

・委員会としての意見の取りまとめを行う。 

令和元年  5 月 7日(火) 『議会モニターの委嘱状交付式及び研修会』開催 

・17名の議会モニターに委嘱(公募 11名＋団体推薦 6名) 

・研修会（議会モニターの役割り・光市議会について） 

令和元年  5 月 20日(月) 広報広聴特別委員会開催 

・「議会モニターからの意見・提言書の取り扱いについて」 

・「議会モニターの会議傍聴の受付フリーパスについて」 

・「議会モニターとの意見交換会について」 

令和元年  7 月 12日(金) 『議会モニター意見交換会』開催 

・8 名の議会モニターに参加をいただき広報広聴特別委員

会との意見交換会を行う。 

令和元年  7 月 22日(月) 広報広聴特別委員会協議会開催 

・「議会モニターからの意見・提言について」 

令和元年  8 月 19日(月) 広報広聴特別委員会協議会開催 

・「議会報告会について」 

令和元年  8 月 20日(火) 『議会モニター意見交換会』開催 

・12 名の議会モニターに参加をいただき広報広聴特別委員

会との意見交換会を行う。 

令和元年  9 月 2日(月) 広報広聴特別委員会開催 

・「第 11回光市議会報告会・意見交換会について」 

令和元年  9 月 18日(水) 広報広聴特別委員会開催 

・「第 11回光市議会報告会・意見交換会について」 

令和元年 10月 1日(水) 広報広聴特別委員会開催 

・「第 11回光市議会報告会・意見交換会について」 

・「高校生との意見交換会について」 

令和元年 11月 8日(金) 『第 11回 光市議会報告会・意見交換会』リハーサル 

令和元年 11月 11日(金) 広報広聴特別委員会開催 

・「市議会モニターからの提言について」 

・「高校生との意見交換会について」 

・「議会広報誌について」 

・「議会報告会について」 

令和元年 11月 

       12日(火) 

       14日(木) 

       22日(金) 

『第 11回光市議会報告会・意見交換会』開催 

室積コミュニティセンター、周防コミュニティセンター 

浅江コミュニティセンター、大和コミュニティセンター 

チャイルドハウスひなたぼっこ（公募） 

※寄せられた質問と回答をホームページに公開 

令和元年 11月 22日(水) 『第 11回 市議会報告会・意見交換会』全体反省会開催 

令和元年 11月 22日(水) 広報広聴特別委員会開催 

・「高校生との意見交換会について」 

・「議会広報誌について」 
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・「議会モニターからの意見・提言について」 

令和元年 12月 9日(月） 広報広聴特別委員会開催 

・「高校生との意見交換会について」 

・「議会報告会での質問への対応について」 

・「議会モニターについて」 

・「議会広報誌について」 

令和元年 12月 18日(水） 広報広聴特別委員会開催 

・「高校生との意見交換会について」 

・「議会報告会での質問への対応について」 

・「議会モニターについて」 

・「議会広報誌について」 

令和元年 12月 23日(月） 広報広聴特別委員会開催 

・「議会モニタースピーチについて」 

令和２年  １月 14日(火) 広報広聴特別委員会開催 

・「高校生との意見交換会について」 

・「議会モニターについて」 

・「議会報告会の回答について」 

・「議会基本条例の検証について」 

令和２年  １月 27日(火) 広報広聴特別委員会開催 

・「高校生との意見交換会について」 

・「議会モニターについて」 

・「議会報告会の回答について」 

・「議会報告会要綱の見直しについて」 

令和２年  2 月 7日(金) 『第５回 高校生との意見交換会』リハーサル 

令和２年  2 月 8日(土) 『第５回 高校生との意見交換会』開催 

高校生の主張テーマ「私の一票がつくる光の未来」 

※議事録（要点筆記）をホームページに公開 

令和２年  2 月 10日(火) 広報広聴特別委員会開催 

・「議会広報誌について」 

令和２年  2 月 27日(木) 広報広聴特別委員会開催 

・「議会広報誌について」 

・「高校生との意見交換会の反省」 

令和２年  3 月 13日(金) 『議会モニタースピーチ＆意見交換会』開催 

・14 名のモニターが参加し、その中で 3 名のモニターがス

ピーチ 

令和２年  3 月 21日(土） しゅうなんＦＭに出演 

・「議会モニター制度に取り組み、1年を振り返って」 

 議会モニターの徳山大学生と議長、副議長、広報広聴特

別委員会委員長、副委員長が出演。 

令和２年  3 月 23日(月) 広報広聴特別委員会開催 

・「議会広報誌について」 
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令和２年  3 月 24日(火) 『光市議会記者会見』開催 

・「光市議会の取り組み紹介」 

 議会モニター制度を開始し 1年間を総括して 

 政務活動費の見直しについて 

令和２年  4 月 6日(月) 広報広聴特別委員会開催 

・「議会広報誌について」 

・「議会モニターについて」 

・「議会報告会について」 

令和２年  4 月 14日(月) 広報広聴特別委員会開催 

・「議会広報誌について」 

・「市議会モニターについて」 

・「議会報告会の開催について」 

令和２年  4 月 19日(火) 広報広聴特別委員会開催 

・「市議会モニターについて」 

・「議会報告会について」 

・「議会広報誌について」 

令和２年  5 月 19日(火) 広報広聴特別委員会開催 

・「市議会モニターについて」 

・「市議会報告会について」 

・「議会広報誌について」 

・「議会報告会実施要綱改正案について」 

令和２年  5 月 29日(金) 『光市議会記者会見』開催 

・「新型コロナウイルス感染症対策に係る市議会の取り組み

について」 

令和２年  5 月 27日(水) 広報広聴特別委員会開催 

・「令和元年モニター意見・提言の振り返りについて」 

・「議会広報誌について」 

・「動画配信について」 

令和２年  7 月 1日(水) 広報広聴特別委員会開催 

・「動画配信について」 

・「議会広報誌について」 

・「議会モニターとの意見交換会について」 

令和２年  7 月 13日(月) 広報広聴特別委員会協議会開催 

・「議会モニターとの意見交換会について」 

・「市議会報告会について」 

・「議会広報誌について」 

令和２年  7 月 27日(月) 『議会モニターとの意見交換会』開催 

・ 9 名の議会モニターに参加をいただき広報広聴特別委員

会との意見交換会を行う。 

令和２年  8 月 18日(火) 広報広聴特別委員会協議会開催 

・「議会モニターとの意見交換会について」 
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・「動画の録画配信について」 

・「高校生との意見交換会について」 

令和２年  9 月 18日(金)  

令和２年 10月 6日(火) 『議会モニターとの意見交換会』開催 

・９名の議会モニターにご参加いただき全議員との意見交

換会を行う。 

令和２年 10月 9日(金) 年間活動報告書を作成し、本会議場で委員長報告を行う。 

 

３ まとめ 

① 議会モニター制度の運営実施について 

 〇令和元年度モニターは、団体推薦 6名、公募 11名の合計 17名でスタート。 

 〇初めての取り組みの中、意見交換会を年度中 4回行うが、手法について改善を求めるモ

ニターの声あり 

・議員全員との意見交換会の開催→令和 2 年度から定例議会会期中に全議員との意見交

換会開催を決める。 

・小集団の茶話会的な意見交換会の開催→それぞれが議員と実施、令和 2 年度にも実施。 

 〇令和元年度意見・提言書は、第 101号まで提出される→年間の振り返りを行い、広報広

聴特別委員会担当分 50件中、改善 15件、検討中 9件、その他聞き置きとし、ホームペ

ージ上にも公開。 

 〇令和２年度からモニターからの意見・提言書にスピーディーに対応するため、提出のつ

ど、事務局、委員長、副委員長で振り分け案も添えて議長決済の後、委員会に検討を依

頼することとする。 

 〇令和２年度は、団体推薦 5名、公募 11名の 16名でスタート（新規 3名） 

 〇新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、委嘱式、6月議会意見交換会は中止。 

 〇7 月 27 日に、新規の議会モニターの研修、顔合わせも目的とした広報広聴特別委員会

とのテーマを設定しない座談会的な意見交換会を行う。（3グループに分けて実施） 

 ※要点を委員長報告としてまとめたものをホームページに公開。 

 〇議会モニター制度を始めたことにより議会の傍聴者数、議会報告会の参加人数も増加し

た。 
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② 議会報告会（高校生との意見交換会を含む）の開催について 

〇平成 31年 2月 9日（土）『第 4回 高校生との意見交換会』を開催。 

・市内各高校の代表 21名の参加（光高校 7名、光丘高校 7名、聖光高校 7名）  

・平成 30 年 12 月 25 日に広報広聴特別委員会が立ち上がり、すぐに協議をスタートし、

高校生の主張テーマを「光市の人口、どうしたら増える？」とした。 

 ・高校側からも生徒の貴重な体験の場となっていることから、開催を望まれている。 

 ※議事録（要点筆記）を光市議会ホームページに公開 

〇令和元年 11月『第 11回 光市議会報告会＆意見交換会』を開催。 

 ・光市議会報告会実施要綱第 2 条 2 項で「原則として 6 月議会終了後から 9 月議会が始

まるまでに行う。」となっているが、新しくスタートした議会モニター制度の取り組み

を優先するため 11月開催とした。 

・開催場所は、市内を東西南北 4地区に分けた各コミュニティセンターと、団体公募を行

ったところ、不登校支援を行っている「NPO 法人チャイルドハウスひなたぼっこ」から

応募をいただき初の団体との開催を行った。 

※議会報告会で寄せられた質問と回答を光市議会ホームページに公開 

〇令和 2年 2月 8日（土）『第 5回 高校生との意見交換会』を開催。 

 ・市内各高校の代表 21名の参加（光高校 7名、光丘高校 7名、聖光高校 7名） 

 ・高校生の主張テーマは、市長・市議会議員選挙を迎える年でもあることから「私の一票

がつくる光の未来」とした。 

 ※議事録（要点筆記）を光市議会ホームページに公開 

 〇令和 2年度『第 12回 光市議会報告会＆意見交換会』については、新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため中止とした。 

 〇『第 6 回 高校生との意見交換会』については、改選を迎える中、相手方がいることか

ら開催日時、テーマについては現広報広聴特別委員会で決めることとし、令和 3年 2月

6日（土）13時から開催、テーマは「あなたの一票で明日の天気は変えられません。で

も、あなたの一票でまちを変えることはできます。」とした。 
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③ 議会広報紙発行（調査・研究を含む）について 

 ・新規事業である議会モニター制度を優先し、令和元年 11月より協議を始める。 

 ・令和 2年 2月より、議会広報紙再発行に向けて各会派のイメージする広報誌の見本を作

成提出いただき、それを基に集中協議を行う。 

 ・「他市が発刊している従来通りのボリュームあるもの」、「再発刊するのだから先進的に

取り組んでいる議会を参考に予算をかけずに新しいものを」、という様々な意見・提案

がある中、いきなり完璧なものを作るよりも、とにかく先ずは試験的に発刊し、そこか

らより良いもの目指していく方向で一旦は合意。 

 ・令和 2 年 4 月 14 日の委員会にて 6 月議会での試験的な議会広報紙は中止とし、9 月議

会での報告を目標に来年度予算要求を踏まえて、発行目的、発行部数等を具体的に詰め

ていくことに方針転換。 

 ・会派への持ち帰りも行いながら協議を進め、それぞれの項目について各会派の意見が出

そろい、合意に向けて協議を進める。 

・令和 2年 7月 1日の委員会にて、コロナ禍で来年度新たに予算を取るのは難しい状況で

あり、今期では結論を出さず、これまでの活動内容をまとめ、改選後に議会広報紙の発

行に向けて進めていくように申し送ることとした。 
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【その他の取り組み】 

① 光市議会記者会見 

 〇西村議長の発案により、議会活動を広く広報するため光市議会記者会見を開催する。 

 ・第 1回を平成 31年 2月 27日開催。 

  テーマは「議会モニター制度のスタートと議会モニターの募集について」とし、記者と

の意見交換会も行う。 

 ・第 2回を令和 2年 3月 24日開催。 

  テーマは「議会モニター制度を開始し 1 年間を総括して」「政務活動費の見直しについ

て」とし、記者との意見交換も行う。 

 ・第 3回を令和 2年 5月 29日開催。 

  テーマは「新型コロナウイルス感染症対策に係る市議会の取り組みについて」とし、記

者との意見交換会も行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 光市議会 Facebook ページの開設 

 〇広報広聴特別委員会の付議事件である「多様な広報手段の調査や市民が議会や市政に関

心を持つよう広報広聴活動の推進を図る」中で、タイムリーで相手に届き拡散されやす

い情報発信方法の 1つとして Facebookの活用を検討し、令和元年 2月 27日の光市議会

記者会見より情報発信を始める。 

 ・議会モニターの募集、議会・委員会の開催案内、高校生との意見交換会、議会報告会＆

意見交換会、視察受け入れ、議長公務などの情報を発信中。 

 ・令和 2年 8月末日時点で、ページに対して約 100件のページへのいいね！が行われてい

る。 

 

③ しゅうなんＦＭへの出演 

 〇議会モニターでもある徳山大学の紙矢教授から徳山大学ラジオにて光市議会モニター

の取り組みを紹介させてほしいとの依頼の下、令和 2 年 3 月 21 日にしゅうなんＦＭに

出演する。（放送時間は約 30分） 

 ・テーマは「議会モニター制度に取り組み、1年を振り返って」 

 ・出演は、議会モニターの徳山大学紙矢教授、学生の岡村さん、竹田さん、議会側は、西

村議長、土橋副議長、広報広聴特別委員会田中委員長、林副委員長。 

 ・サイマル放送で、中国やインドネシアなど世界に配信される。 
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④ 動画配信 

・動画配信については、広報広聴特別委員会の付議事件である「多様な広報手段の調査や

市民が議会や市政に関心を持つよう広報広聴活動の推進を図る」中で課題となっていた。 

さらに、令和２年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、議会傍聴の自粛

に伴う対応が必要になることや、会議の原則公開を担保するため、早急に動画配信を整

備する必要がある。 

・本会議の動画配信については、多額の費用がかかるとされていたが、できるだけ予算を

かけず、事務局負担もなるべく少ない手法を検討した。その結果、庁内放送で使用して

いるアナログデーターをデジタル化する機器を、約２万円で購入し接続させることで、

YouTubeでの配信が可能であることがわかった。 

・広報広聴特別委員会としては、放送すべき内容は、一般質問だけではなく本会議場にお

ける初日の議案上程、最終日の委員長報告、議決も対象とすることを検討している。 

・光市議会 YouTubeチャンネルを立ち上げ、動画の録画配信を実施する方向。 

 

⑤ 議会報告会実施要綱の改正 

広報広聴特別委員会が立ち上がったことから「議会報告会実施要綱」の改正を行った。 

 

⑥ 広報広聴特別委員会の活動報告 

広報広聴特別委員会の活動報告を任期最後である令和２年第５回定例会において議場

で行い、合わせて活動報告書を作成し光市議会ホームページに公開する。 

 

 


