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川柳委員長

議会総務課長

川柳委員長

【開会＝午前９時５８分】

ただいまから広報広聴委員会を開催いたします。

本日は、前回の議会での編集についての議題といたします。

前回協議結果によるレイアウト等について、事務局から印刷業

者への発注経過についてご報告をお願いいたします。

前回の広報広聴委員会での各委員の意見を踏まえ、順次報告

いたします。また、本日７月１４日は校了前チェックとなり、

明らかな誤りを指摘する段階になりますのでよろしくお願い

します。

１ページ目、表紙につきましては、新濃尾大橋の写真となり

ます。昨日の産業建設委員会の現地視察で撮影したもので、だ

よりの見本とは別に示させていただいております。後ほど表紙

の写真と写真のタイトルについて協議をお願いいたします。

２ページについては５月臨時会の概要と市議会構成、５月臨

時会の議案の審議結果となります。

３ページについては６月定例会の概要とピックアップとし

て、６月定例会に上げられた議案から取り上げた記事の掲載と

質疑、請願の審査、陳情・要望を掲載し、ライブ中継等のお知

らせを掲載します。前回の委員会より議会Ｆａｃｅｂｏｏｋペ

ージのＱＲコードを入れております。また、質疑の給食費の減

額の部分につきましては、本会議の音声を確認し、そのままの

記載としております。

４ページから９ページにかけては、一般質問を掲載していま

す。会議録の反訳過程などを参照しながら、事務局にて若干の

校正をかけております。

最後に１０ページ目になりますが、６月定例会の審議結果と

賛否一覧、表彰、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル開設等の案内を掲

載します。

校了に向けた経過については以上となります。

ありがとうございました。それではページごとに見ていくこ

とにいたします。最初に表紙の写真、皆さんのお手元にありま

すように、前回の提案で新濃尾大橋について、昨日、産業建設

委員会の方で視察がありましたので、建設関係者しか入れない

ところから撮ったのがこのアングルです。後方奥に見えるの

が、名古屋駅前のビル群も、よく天気が良くて見えることがで

きました。今愛知県側からは順次、岐阜県側からも「せり出し」

と言って、できた橋を中央に送り出していくという作業で 1
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原委員

安井委員

川柳委員長

日最大２０ｍぐらい送り出しができるように進められており

まして、完成予定はまだ数年後という曖昧な返事をいただいた

のがちょっと気になるところですけれども、着々と工事が進ん

でいる、順調である、問題はないというふうで行われていると

いう様子を捉えましたので、ここに５枚の写真を提案させてい

ただきます。あえて参加した委員の顔だとか、後姿を入れない

写真を出しました。愛知県側の方が早く作っているということ

が気になるところですけど、来年の春には橋がつながるという

ようなことで、結構楽しみな橋になるような気がいたします。

ですから、もしこれが採用されて、副題を書くときには、夢の

ある写真解説をつけてみたいなというふうに思っています。こ

の①②③④⑤、露出はそう変わっていませんけど、後方のビル

群が見えるものとか、ちょっと写真の入射角が違うものを選ん

でみました。個人的にはどれでもいいかなと思うんですが、皆

さんご意見ありましたらお願いいたします。あえて似たような

写真を５つ選んだのは、岐阜県側からせり出したこの鉄骨の構

造物ですが、右上の方にある、これが映るか映らないかという

ことが、どっちがいいかなと思ったので選んでみました。この

表紙のレイアウトにそのままポンと入れるとせり出した部分

はこの８月１日号というので消えてしまうかもしれませんか

ら、ちょっと場所を移動するか、そのまま採用するかわかりま

せんが。

昨日なんかは天気も良くて青空がとても良い風景になって

いまして、名古屋の方のビル群も見えるということで、とても

素晴らしいと思います。あと、一番進捗状況わかるのが３番だ

と感じましたので、私自身は３番がいいかなというふうに思い

ました。

見させていただいたときに２番３番がすごく目に浮かんだ

のですが、ずっと見ていると、やはり羽島側の堤防が写ってい

るというのがいいかなというふうに見ている間に思えてきま

した。

何か決定的にどれがいいという話ではないと思うので、これ

に時間使うのはもうやめにして、今の２番か３番かという話

で。羽島市の大地が少し写ってるのがいいか、名古屋のビル群

が見えるのがいいか。２番を選ぶと、一番広角で撮っているの

で見えないこともない。この撮影者の意図としては、本当にこ

のビル群がこんな手前から見えると思いませんでした。それは

ちょっと意識して撮りました。
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川柳委員長

川柳委員長

川柳委員長

川柳委員長

川柳委員長

川柳委員長

原委員

今から１２３４５と言っていきますので一番手が挙がった

ものを選んでいきます。５番暗く見えますけど、コントラスト

を上げただけで、雲をよく見えるようにしただけの話なので、

全体を明るくすれば一緒だと思いますので、あと、せり出した

やつを一番よく映るようにしたのが５番の意図です。

多数決でいきましょう。１番の方。

（挙手なし）

２番の方。

（挙手２人）

３番の方。

（挙手３人）

４番の方。

（挙手なし）

５番の方。

（挙手なし）

３番にいたします。皆さんご協力ありがとうございました。

３番で進めていただきますようお願いいたします。

挿入するレイアウトに関してはデザインをお任せしますの

でお願いいたします。

では続いて、１ページ目、内容とかはこれよろしいでしょう

か。

（特になし）

それでは次まいります。次に２ページから３ページまでの５

月臨時会の概要から陳情・要望までについて、何かお気づきの

点がありましたらご意見を願います。

３ページの前回お話させていだきましたインボイス制度の

関係なんですけど、議案書の提案理由の中に、下水道使用料の

改正及び消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）と
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川柳委員長

川柳委員長

議会総務課長

川柳委員長

川柳委員長

川柳委員長

議会総務課長

川柳委員長

川柳委員長

いうふうに記載されていますので、こちらの文面も下水道使用

料の適正化と消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制

度）にした方がより丁寧だと思います。以上です。

議案書に書いてあればそれの採用もいけると思いますので、

その方向でよろしいですか。私もそれでいいと思っています。

インボイスのカタカナを括弧にするということですね。そのよ

うでよろしいでしょうか。

（異議なし）

そのように進めます。あと他２ページ、３ページ目ございま

すか。前回のこれ、ＱＲコードはこのページは関係ないですも

んね。

ＦａｃｅｂｏｏｋのＱＲコードを。

ＦａｃｅｂｏｏｋにもＱＲコードが入ったということで、改

善されました。よろしいでしょうか。２ページ、３ページは。

（特になし）

次に４ページから９ページの一般質問、これについて、前回

は何も意見ございませんでしたけれども、今回はいかがでしょ

うか。

（特になし）

９ページまでＯＫということで、次に１０ページ、一番最後

のページ、６月定例会審議結果について何かお気づきの点ござ

いますでしょうか。ＱＲコードも入りました。

細かいことですけど、花村議員さんのこの在籍１５年表彰の

花村さんの名前と苗字の空き具合というのは、これは何か。

２文字今空いていますけど、１文字にするということで。

そうしましょうか。最終ページもよろしいでしょうか。

（特になし）

ご意見ないようですのでこのように進めさせていただきま
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議会総務課長

川柳委員長

安井委員

川柳委員長

安井委員

川柳委員長

山田委員

川柳委員長

山田委員

川柳委員長

議会総務課課長

補佐

す。

写真のタイトルがまだ。

そうですね。表紙の写真タイトル、撮影者としては「順調に

建設が進む（仮称）新濃尾大橋」というようなことを一つベー

スに皆さんからご意見いただければいいと思います。２行、３

行にしようかというご意見があったら、昨日参加された山田委

員、原委員何か。作業も順調に進んでいるということで、

何年完成というのは。

そこはまだ進んでいるので、一番最初の着工からは少し遅れ

ている前提に、これの理由は技術的なものでもないということ

で。

何年くらいに完成するのですかということをよく聞かれる

ので。

そうですよね。橋がこちらからくっついたら、来年の１月と

か言っていましたから、そしたらあとは早いような気がするん

ですけど。

羽島側からというのを入れたほうがいいのではないか。

見たところですね、撮影場所を入れるということですね。羽

島側から写したということがわかるような文字を入れると。

何年完成というのも入れたいけど。社会情勢で若干延長と

か、そういうのを入れておくと。

例えば何年の開通を目指しとか、そのような言葉が入るとい

いので、その辺確認を取ってみましょうか。例えば令和６年度

の完成を目指しとか、そんなような数字が取れれば、反映して

もいいかなとはっきり言いませんでしたね。

昨日の説明では事業期間を若干延伸するというお話もあり

ましたので、時期を言えれば一番いいんですが、あのニュアン

スでお聞きする限り、あまり書きにくいかというところで、写

真そのものが期待感のある写真ですので、建設が進むといった

ところで、入れていただくのが一番無難かとは、昨日の説明の
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川柳委員長

議会総務課課長

補佐

川柳委員長

議会総務課課長

補佐

柴田委員

原委員

川柳委員長

ニュアンスではそういった印象です。

ごめんなさい、何を入れる。

先ほど委員長言われたように、順調に進むとかそういうよう

な。

何年度とかそういうのはできない。

という形でちょっとお願いできればと。

確かに入れた方がいいんですけど、適当なこと言えないです

し、県の事業なので、基本的には、市道路線のことだったら何

か言えるかもしれないですけど、橋に関してはちょっと、市道

路線も県道を通すというところもやはり適当なことを言って

はだめなので、順調に進んでいますよという程度で収めておけ

ばいいと思います。

先ほど令和６年度が一応当初の計画ということで順調に進

むというふうになると令和６年度完成というふうに受け取ら

れるといけないので、「建設が進む」の方が無難かなと、確か

に安井委員の言う通り、皆さん関心があって私も聞かれること

ありまして、そしたら、順調に進むといったときに、計画通り

進むというふうに思われると、ちょっとそれは慎重に「建設が

進む」の方がいいかなとも感じました。

皆さんのご意見をいただいたのを反映して作りますので、あ

とは私と事務局の方で文字に関してはやります。よろしくお願

いします。

次まいります。意見交換会について議題といたします。意見

交換会ですが、テーマについて、皆さんの方にどんなテーマで

やりましょうというご意見をお聞きしたいと思いますが、例え

ば漠然と羽島の未来についてとか、そうするのか。例えば若い

人を対象にしたテーマでやるから未成年の方にご意見欲しい

とか、また高齢者の意見が欲しいとか、いろんな思いがあると

思うんですけど、今回リアルでできるかどうかはちょっとまだ

わからないところがありますけど、あと場所とか時間ですけ

ど、もしこの会場でやるとするとします。そうすると、役所側

からは平日開庁日にやってほしいということで、例えば他の施

設を使うのであれば土日に開催という、そういう選択もありま
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原委員

議会総務課長

川柳委員長

柴田委員

川柳委員長

柴田委員

川柳委員長

すので。

今までの意見交換会の流れをちょっと説明していただける

と。

意見交換会のテーマにつきましては、一番初めの平成３０年

の意見交換会は「読みたくなる議会だより」というテーマでス

トックヤードの方で行いました。２回目が令和元年に行われた

もので、「魅力のあるまちづくり」というテーマで文化センタ

ーで行われました。３回目が昨年、令和３年にオンラインで行

われたもので、「未来の羽島市はこんな姿になっていて欲しい」

をテーマに市議会議員と参加者で意見交換を行いますという

形で開催し、そのときに話し合いの中で何について話すか話し

合われました。

というような、過去３回ありますが。

コロナの関係があるので、今回ハイブリッドでやったらどう

かなと思うんですけど。とりあえず土日のどちらかで、やはり

参加しやすいこと考えて、かつハイブリッドで場所はどこかわ

からないですけど、参加できる方は参加していただいて、参加

できない方はオンラインで入っていただくという。

要するに人数制限をかけて、リアルとオンライン両方でやる

ということですか。柴田委員は土日でやるということ前提か。

じゃないとやっぱり多くの方に、テーマがちょっとまだ決ま

っていないのであれですけど、やはり参加していただきたいと

いうのが一番前提であるので、であればやはり参加しやすいこ

とを考えると、やはりそういった機器に強い方がオンライン使

ったりとか、お忙しい方ももちろん入りやすいというところが

あるので。

となればオンラインが可能な施設で、新庁舎の外ということ

ですね、そこで考える。文化センターでオンラインできたか。

まだ場所は絞らずに、ハイブリッドという意見、これも確かに

この感染状況が本当にどうなるかわからないから、そういう対

策はしておいた方がいいかも、やるという前提で今進んでいま

すので、ハイブリッドどころか完全にオンラインになる恐れも

あるわけですから、またオンラインでやれる施設で土日に使え

るところでやるという前提で話を進めましょうか。
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柴田委員

議会総務課長

柴田委員

川柳委員長

川柳委員長

安井委員

原委員

庁舎は使ってもいいですかという許可が下りれば使えるん

ですか。

先ほどの委員長の話の通り、平日の開庁時にということで担

当からは話を聞いております。

そうなるとここは使えないということですか。

前回議員は職員と同じような立場で、土日の入場も許されて

いましたけれども、一般市民を同一に入れるということに関し

ては、手続き上今のところ難しいということですね。どこか違

う会場を探すということで、土日または祝日開催で進めますが

よろしいでしょうか。

（異議なし）

ご了承いただけるみたいですから市と土日祝開催というこ

とで、新庁舎以外のところでやるという、そこまで決定いたし

ます。

あとはテーマです。テーマをどうしましょう。何かもし皆さ

んに何か提案を出してくださいというご案内がちょっと行っ

ていると思いますけども。一人一人聞いて行きたいと思いま

す。

私はちょうど羽島の未来に向けてという感じのもので考え

たんですが、先ほどお聞きしたら、前回そのような感じ、似て

いるのでしたもんね前回、ちょっとそれしか考えてこなかった

ので。

先日ＮＨＫで特集やっていたときに投票率がすごく高い町

があって、それが町ぐるみでの取り組んでいるというのがあっ

たんですけど、ただこれを市民の方に向けるとちょっととっつ

きにくいというか、限定されてしまうので、これが学生さんた

ちとか、若い人たちに向けてでしたら投票率向上に向けてとい

うのはいいテーマだと思いますけれど、主婦の方とか、いろん

な方、高齢者の方々を対象と考えたときにはちょっと限定的に

なってしまうと思いまして。やっぱり幅広く決めた方がいいか

なというふうに思いますので、住みやすいまちづくりとか、働

きやすいまちづくりとか、育てやすいまちづくりという思いが

していまして、それを平坦に言うと住みやすいまちづくり、そ
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堀委員

川柳委員長

山田委員

川柳委員長

柴田委員

の中には働きやすい、育てやすい、暮らしやすいというのがあ

るので、私は住みやすいまちづくりについてというテーマで思

っています。

羽島というと、今の未来という、そういうのを目指すという

ところもあるんだけど、今皆さん考えてみえるのは、いろんな

事業等で、羽島の場合ごみとか、病院とかいろいろなところに

市民は関心があると思います。だから、今の住みよいというと

ころにもなるわけですが、もう少しデジタル社会というような

ところもあって、そんなところで世の中というのは非常にコロ

ナなんかのこともあって、非常に変わってきているというとこ

ろで、羽島の活性化を目指してというようなところを入れたら

どうかなというような思いをしております。

羽島の活性化ということですね。

みんな思いは一緒だと思いますが、羽島がとにかく今言われ

たように活性化すればいいんですが、それについてはどういう

ふうにしていくかということきちっと考えないといけないと

思いますし、私が最近思っていますのは、古い町並みというの

も、これも一つの活性化の方法ですし、流山市、あそこが今、

日本で一番人口が増えたまちということで、市長がそういうま

ちづくりのコンサルタントをやっていらっしゃって、どうも市

長に立候補されて当選されてから飛躍的に伸びた街、あの辺は

筑波の関係もあるので何とも言えませんが、ただ若いご夫婦と

いうか、若い層がすごくおって、子供が住みやすいという、そ

ういう都市計画、そういうのをテレビでも何度か見ておるんで

すけど、それで羽島がどういうまちをこれから目指すのかとい

うことも必要でないかなと思うので、ただその意見交換会につ

いては、お題目が活性化するまちづくりなのか、いろいろそれ

はありますが、それを例えば意見交換会でやって、皆さんでや

っていただいたのを今後どう活用するかということも考えな

いといけない。ただやったで終わってしまっているような状況

があるので、やはり前に進むようなことも考えてほしいなと、

そんなことを思います。

流山市を例にした都市計画によって、人口増加と、前進する

にはどうしたらいいかという。

ちょっと高齢者向けな考えかもしれないですけど、コミュニ

ティバスのあり方についてということを議題としてやりたい
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安井委員

川柳委員長

南谷議長

なと思います。というのは、今は認知症、２年に１回でしたか、

７５超えると免許の更新があると思うんですけど、それで自主

返納するとか、そういったことが多分これからももっともっと

進んでいく中で、コミュニティバスの重要性というのは今後増

すと思うんです。そういった中で、やはりまだちょっと不便だ

という声が大きい中で、だから自主返納ができないということ

をよく言われるんですけど、じゃあこれからどういった形にし

ていくと、よりこのコミュニティバスを使ったりということを

考えるようになるかというのをみんなで話し合って、意見交換

会ということで、もちろん市民の方からいろいろご意見いただ

けると思うので、それを吸い上げた上で、私達もどうしていく

のが良いんだということを一つとして考えていければいいな

というふうに思ったので、今のやつをまた絞って。

羽島の未来に向けてということを思っていたんですけれど

も、その補足として、安心して子供たちにつなぐために今羽島

市の問題点はというような感じの投げかけもいいのかなとい

うふうに考えておりましたので、とりあえず意見として伝えま

す。

私、委員長として自分も考えてきたのですが、私の意見申し

上げますと、始め食いつきがいいのはごみの出し方とかその辺

かなと思ったんだけど、そうすると、僕はこの意見が言いたい、

これはいけない、やはりいろいろ批判的な意見が出そうで、交

通整理する私としては大変かなと思ったんです。じゃあ何かと

言ったら、市民に一番身近な、今柴田委員が言われたコミュニ

ティバスですよね、本当に将来の羽島の交通網というか、バス

とか何かを考えていくと、やっぱり利用する人の生の声を聞く

のが一番だと思うので、オンデマンドバスにしたらいいとか、

例えば大野町とか、山県市のように名古屋駅の直行バスができ

るとか、いろんなことが最近、バスの大きな動きが近隣自治体

はよく動いているので、羽島のいわゆる交通網のご意見を言う

のはいいかなというふうなことを思って今日聞きましたけど、

これは私の意見として言います。

議長、何かテーマとしてお考えがありましたら。

いろいろ今聞いていますけど、今のコミュニティバスのこと

もいいと思いますし、確かにごみの問題を取り上げると、批判

がいっぱい出てきて大変なことになることはわかるんですけ

ど、聞いてみるのもいいかなと思いました。



11

川柳委員長

後藤副議長

川柳委員長

副議長どうぞ。

令和元年に広報委員長として魅力あるまちづくりというテ

ーマでやらさせていただいた立場から言いますと、アバウトな

テーマを持つと、市民の方の話が広がりすぎてまとまりがつか

なくなるという傾向があります。だから、ポイントを絞って、

今柴田委員の言われたように、コミバスならコミバスに絞ると

いうこと、いわゆる羽島の交通インフラを考えるみたいな感じ

でやっていく、ポイントを絞ったテーマにされた方がいいと思

います。以上です。

確かに今漠然としたテーマで、いろんな意見を持ってくる、

そういうのも理想的ではあるんですけど、何か本当に生活に密

着したことを、普段思っていること、本音を聞きたいようなの

がこういう会の大事なところかなと思うんだけど、ただごみを

やろうかバスやろうか、交通やろうか、あとは水道やろうか、

下水やろうかとか、みんな生活に直結したところがあると思う

んだけど、今交通という意見がちょっと多めに出ているので、

どうでしょうか、交通網、私今６１だけど、７５歳とか８０歳

になったら、車が無ければどうすんだというとき、本当に自分

たちで真剣に考える時代だと思うし、どこかの議長さんは交通

事故を起こされて議長さん辞められて、免許も自主返納された

という、本当にいろいろ自分で運転するのが難しい時代になっ

てきているわけだから、そういうのを確かにテーマにしてもど

うかなと思いますが、要は何かテーマを絞るか、漠然と、例え

ば未来とか住みやすいとか、そういう漠然と言ったらおかしい

けど、そういうふうに何でも言えるような交換会にするか、今

日決めなきゃいけないですか。今皆さんの言われたこと本当に

素晴らしいことだと思うので、ちょっと今日の段階では、この

中からどれにするということではなくて、市民の身近なこと一

つにとって私も言いたいということを引き出してくるのか、あ

るいは羽島の夢、羽島の未来、羽島の住みやすさとか、そうい

う少しふんわりとした中でいろんな意見をもらうのか、どっち

がいいかどうかを次の広報委員会までに皆さん知恵を絞って

いただきたいなというふうに、そういうふうに思います。今日

この場で決まったのは、土日祝にやろうということ、場所につ

いては、ハイブリッドまたはオンラインでやるざるを得ないこ

とになるかもしれないので、オンラインが可能な場所、そして

テーマについては、先ほど言ったように、皆さん意見出たので、

じゃあ私もこれで行ってみようかな、これでいいわというよう

なことを次回またお聞きするということで進めたいというふ
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安井委員

川柳委員長

議会総務課長

川柳委員長

議会総務課長

川柳委員長

議会総務課長

川柳委員長

議会総務課長

川柳委員長

議会総務課長

川柳委員長

うに思っていますので、よろしくお願いいたします。

他に意見交換会、これは言いたい、またはこうして欲しい、

ご意見いかがでしょうか。

土日にというのを決定されましたけれども、だいたい何月ぐ

らいの予定かというのを、アバウトでもいいので決めていただ

くと。

前回は秋と決めた。

１０月、１１月ですけど、議会だよりが発行されるのが１１

月１日という形になります。

要するに議会だよりで告知するということですね。

する場合ですと１１月の開催ということです。

１０月から１１月で進められていますので、カレンダーを見

ながら、あとは会場の空き具合。

文化センター、まだオンラインのほうは確認していないんで

すけれど、先ほど電話をしましたら、文化センターが空いてい

るのが１１月ですと、１３、１９、２６で、もし文化センター

を使うのであれば早めに抑えたほうが。

これ何曜日になるのか。

１３が日曜日で１９が土曜日、２６が土曜日です。

これは４０１の想定。

２０１を確認しました。

１３、１９、２６のうち、皆さんもご都合悪いということあ

りますでしょうか。１１月１３日、１９日のどちらかで、あと

オンラインできるか、文化センター２０１でやる場合。そのよ

うに進めていきます。１１月１３日、１９日をちょっと皆さん

ご予定ください。

議長さんも意見、副議長いかがでしょうか。

（特になし）
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川柳委員長

議会総務課課長

補佐

川柳委員長

議会総務課課長

補佐

川柳委員長

議会総務課課長

補佐

川柳委員長

それでは意見交換会についてのご意見を終了いたします。次

回、意見交換会の会議をいつ、１１月を目標としているので、

８月中にやりますか。８月の頭ぐらいにやりたいというふうに

思いますので、半月皆さんお考えください。８月１日の週、１

２３４５、その中で、８月３、４日はいかがでしょうか。駄目、

次の週８月８日午前、午後または９日の午後、この３つの案の

どこかで。

今会議室を確認します。

ちょっとお時間あるうちに、委員長からちょっと皆さんと同

じ認識を持ちたいんですけど、議会だよりにＦａｃｅｂｏｏｋ

がありますけど、この議会のＦａｃｅｂｏｏｋ、これはどうい

うふときに更新されて、どういうニュースが載るんでしょう

か。これ広報委員会で決める話かどうなのか、ちょっと教えて

ください。

当初Ｆａｃｅｂｏｏｋを設けるときに、一応運用要綱を設け

させていただきました。一応市議会として公式ということにな

りますので、定例会など議会に関する情報を掲載します。イベ

ント、市と被るのは市の方がやっていますので、それはちょっ

と除くとして、ただ議会としてこれを公に紹介してもいいんじ

ゃないかと思われるイベントの紹介等もできることにはなっ

ています。先ほど言われた所管は広報広聴委員会の所感事項に

なっておりますので、今の議会だよりと同じような形で、ここ

で協議といいますか、していただいてよろしいかと思います。

例えばこの議会の子供を連れても入れる傍聴室はこんなふ

うですよというような紹介記事を書いてもいいわけですよね。

ここでこういうのを載せたらいいでしょうかと言ってここで

諮ってそういう記事化するということでしょうか。

そういうことで大丈夫です。一応そういうものになっている

ということも含めて、皆さんで確認をしていただいて、こんな

記事を載せたいとかということで決めていただく形で全然大

丈夫かと思います。

だいたい今Ｆａｃｅｂｏｏｋの方の更新の度合いは週１、毎

日、何か新しいのが載っているんですか。
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議会総務課課長

補佐

川柳委員長

議会総務課課長

補佐

川柳委員長

議会総務課長

川柳委員長

今はそういう意味でのルーティーンは実のところできてい

ないので、中心はやはり本会議、定例会関係のホームページの

更新情報とか、会議の日程がわかりましたとか、そういった議

会だより、ホームページとのリンクが中心、今のところは不定

期での更新をしております。

どんどん情報発信するなら、このＦａｃｅｂｏｏｋの方も皆

さんから意見もらって、こんなことを載せたらどうかというよ

うなことは提案すればいいですよね。

そういうことになります。

ちょっと時間があったのでＦａｃｅｂｏｏｋの載せ方につ

いてお聞きしましたけど、皆さんも広報委員ですから、私達も

せっかくある議会のＦａｃｅｂｏｏｋをより活用する、より内

容を良くするということで、また今じゃなくてもいいので、ご

意見をお待ちします。よろしくお願いします。

日にちはいかがでしょうか。

大丈夫でした。

８月８日午前、午後いかがですか。午前でお願いします。次

回開催は８月８日月曜日、午前１０時、そのときにテーマを決

めます。皆さんご意見よろしくお願いします。

それでは、本日の広報広聴委員会はこれで終わります。皆さ

んありがとうございました。

【閉会＝午前１０時５７分】


