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議 長  品 川 義 則 様 

 

  広報広聴常任委員会 

   委員長  牧 薗 綾 子  

 

 

行 政 視 察 報 告 

 

  本委員会は、行政視察を行いましたので、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 視察日程 

   平成 30年１月 24日（水）～１月 25日（木） 

  

２ 視察先・目的 

  （１）広島県神石高原町 

    ・議会広報編集について 

  （２）岡山県美咲町 

    ・議会広報編集について 

     

 

 ３ 視察内容 

   別紙報告書のとおり 

 

４ 視察参加者 

   委員長    牧 薗 綾 子 

   副委員長   松 石 健 児 

   委 員    木 村 照 夫 

   委 員    桒 野 久 明 

   委 員    末 次   明 

   委 員    大久保 由美子 



広報広聴常任委員会視察研修 （平成２９年度） 

 

１．日  時  平成 30年１月 24日（水）～25日（木） 

２．視 察 先  広島県神石高原町、岡山県美咲町 

３．視察議員  牧薗 綾子（委員長）、松石 健児（副委員長）、木村 照夫、 

桒野 久明、末次 明、大久保 由美子 

 

視察先の神石高原町、美咲町に対しては、議会広報の編集について、編集の体制、

編集方針、写真やレイアウトに関して、事前にこちらからの質問内容をお伝えしてい

ました。 

 

【質問内容】 

①議会だよりを編集するにあたって、注意している点や力を入れている点をご教示 

下さい。 

 ②議会だより作成に際し、何か編集ソフトを使用していますか。 

（イラストレーターなど） 

 ③議会報告会を行っているならば、その内容、参加者数推移などをご教示ください。 

④議会広報の発信は、ホームページや議会だより以外に何かありますか。（SNS等） 

 

※ 今回の視察報告の形式は、共通している日程や質問項目等を各委員提出の 

報告書から省き、内容報告を見やすい形で掲載しております。 

 

４．各委員の所感 

【１月 24日 広島県神石高原町】 

（報告者  牧薗 綾子） 

議会だよりに関して、注意している点や力を入れている点については、見出し・

小見出しを工夫し、内容をわかりやすく伝えるという説明であった。その点は基山

町も意識して編集しているが、使われる文字の大きさのメリハリをもっと出してい

いと感じた。基山町では、一般質問の各議員に与えられた２分の１ページで、現在

の文字数では詰め込みすぎで、読みづらい。手にとって読んでもらうには、質問し

たいくつかの項目を短くまとめるより、一つの項目の文字数を減らして掲載するほ

うがいいと思うという意見もいただいた。次回３月議会の議会だよりでは、文字数

を（現在は、写真スペースも含めて 400 文字）360 文字にして、写真のスペースも

その分大きくして、目に留まる見出しにして興味を持って読んでいただけるように

変えていこうと考えている。 

 

 



（報告者  松石 健児） 

表紙の写真は町民の生き生きとしたものが多く、引き付けられる。全ページカラ

ーだが、配色に工夫があり読みづらさはない。先方から、全ページカラーを強く勧

められる。また、掲載する議会での質疑について、質問した議員名と回答した担当

部局を明記してはどうかとの提案も受けた。地域の団体の紹介ページがあったり、

懸賞付きの議会クイズを掲載し、読者を身近なものにしようとする工夫は参考にな

った。 

  基山町の議会だよりの予算を追加し、全ページカラーにする必要があるかどうか

を検討しても良いが、その前に２色刷りでも読みやすい紙面を作ることに尽力し、

その後に再考してもいいと考える。 

  年１回開催の議会と町民の意見交換会は、４か所の地域で日にちをずらして開催

されているが、基山町の内容とそれほど変わりない。集客の苦労が窺われる。開催

地域を増やすかどうかは、今後の検討課題と考える。 

 

（報告者  木村 照夫） 

議会だよりの製作ポイントとして、報編集の基本方針で町民が議会を身近に感じ

られるように、表紙は「みんなの町議会」と題していた。表紙の写真は、子どもを

主役にすると必ず読者を惹きつける。また、広く町民が理解できる内容にするため、

専門用語をなるべく使わないと説明があった。 

感想として、「議会だより」の本質を教えられた。今まで本当に基山町住民に分

かりやすい広報誌であったのか、小学４年生が内容を読んで果たしてどのくらい理

解ができていたのか疑問が残る。今後は写真を多く取り入れ、住民に読まれ親しみ

のある議会広報の誌面づくりを目指す。写真の重要性を感じた。写真撮影は、１人

の議員（プロカメラマン）が担当で行っている。表情豊かな撮影に感銘を受けた。 

 

（報告者  桒野 久明） 

小雪が舞う厳寒の中、庁舎の会議室で研修を行った。これから２時間余り、帰り

の天候の心配をしながらの研修となった。町の資料説明が終わると、いつもながら

基山町の議員の活発な質問が飛び交った。手渡された町議会誌はタイトルが『みん

なの町議会』と親しみやすいネーミングと各号の表紙の人物の表情が実に良かった。

全ページカラー刷りであるがページを開いて見ると、写真が大きく、色使いやタイ

トルと写真のバランスがよく、雑誌感覚で見ることができた。フルカラーは、色使

いを間違えるとマイナス効果となる危険性もありますが、今回の神石高原町の議会

誌は、読者が中を見たくなるような紙面となっていて、効果は大であると感じまし

た。 

基山町でも編集の際、気を使っている点でもあるが、読み手の気持ちに配慮した

議会だよりとなっていた。『百聞は一見に如かず』とは正にこのことだと痛感し、

今後の編集活動に活かしたい。 

幸い小雪も降りやみアイスバーンではあったが、帰路につくことができた。 



（報告者  末次  明） 

神石高原町は広島県東部の山間地域にあり、面積は基山町の 17倍以上ある。人口

は減少傾向にあり、高齢化も進んでいる。日本全国の地方市町村が抱えている課題

を町議会としてどう解決していくか、議会の広報紙がどのように関わって住民の皆

さんと一緒にまちづくりができるのかを議会広報を通じて学びたいと思う。 

神石高原町では、「住民に読まれる親しみのある議会広報紙」としっかりと位置

付けされている。議会広報紙が議会側からの一方的に「私たちはこのように議会活

動を行っています。」では町民の皆さんに読んでいただけないし、議会、議員を理

解していただけないことを理解されおり、議会広報は町民に議会を知ってもらう重

要なツールとして位置付けされている。 

町民グループ紹介、全ページカラー刷り、議会クイズ、まちの声等の町民が読み

たくなる紙面づくりをされている。基山町議会広報広聴常任委員会としては、町民

の皆さんが「読みたい、それなら簡潔に」を心掛けていきたいと思う。 

 

（報告者  大久保 由美子） 

各ページの最上段に分かりやすく表題を色分けして記載されているので、町民に

丁寧で親切な配慮である。“見出し”の文言、活字の大きさ、カラー化など大変コ

ンパクトにしてインパクトがある。ページ数が基山町議会より多い分、写真の大き

さや掲載数も多い。また、人物の表情が良く、きれいな仕上がりである。議会クイ

ズを出して応募の際に、要望や意見も記入してもらう。要望などは“まちの声”と

して掲載され、議会からの回答やメッセージも記入されており、町民の生の声が議

会に反映している。毎回、地元の団体やグループ紹介が掲載され、それが町民の関

心を呼び、手に取って読んで貰うきっかけとなり、議会だよりが身近な町の情報誌

となる。 

 

【１月 25日 岡山県美咲町】 

（報告者  牧薗 綾子） 

説明資料の中に、美咲町議会だより編集マニュアルが入っており、基山町でも一

年をめどにこのような形式のマニュアルを作るようにしていたので、作成までの経

緯を尋ねた。基本的な決めごとや原稿は「である調」に直し、統一した文体にする

など、編集会議の細かな内容が編集前と編集後で変わったところを画像で示してお

り、編集者が交代しても編集のレベルが落ちないようにすることを目的にしている。 

ただ、編集会議にかけている時間、一部当たりの単価、広告印刷費が基山町より

多く、特別委員会なので、美咲町で開催している議会報告会での役割が常任委員会

となっている基山町とは違う面があり、このマニュアルがどこまでの内容で作れる

かは、今後の委員会での検討課題になると思っている。しかし、表紙。裏紙面以外

は、２色使いで基山町と同じだが、年４回の回が変わるたびに２色の色をオレンジ、

紫など変えている点は、カラーにできない現在の悩みへの解決の一つになると考え

ている。 



（報告者  松石 健児） 

表紙の写真は人物を中心に大胆な構図が印象的であり、中面の写真もそれぞれ角

に丸みをつけ、ソフトな印象になっている。また、２色刷りの色は毎号、季節ごと

に色を変えており、文字の大きさと相まって読者を飽きさせない分かりやすい紙面

となっていた。我々の議会だよりの文字が小さいとの指摘を受けた。また、編集マ

ニュアルも作成してあり、委員会の構成メンバーが変わっても、一定の編集ルール

が保たれることは参考になった。 

  基山町の議会だよりは写真が補助的なものに感じるが、人物などを多用し、もっ

と写真や写真のキャプションも工夫した構成を考え、文字数の大幅な制限を行うと

共に、文字を大きくして読みやすい紙面に注力することが必要と感じた。年１回開

催の議会と町民の意見交換会は、３か所の地域で日にちをずらして開催されている

が、基山町の内容とそれほど変わりなかった。 

 

（報告者  木村 照夫） 

表紙と裏面はカラー刷りで、その他の項は２色刷りである、２色刷りを発行毎に

色を変えて発行し新鮮である。今後応用していきたい。議会だよりに親しみを持っ

てもらうために、町民参加の編集ページがある。町民に読まれ、親しみのある議会

だよりの発行は、町民の目線となり町民参加型の編集をすべきと感じた。 

 

（報告者  桒野 久明） 

昨日に続く寒波の中、庁舎前で多くの方の出迎えがあった。手渡された美咲町の

議会だよりは、基山町と同じく表裏の表紙はカラーで中ページは２色刷りであった

が、２色刷りに関しては各号色を変えていて、季節や内容で変えることも一案だと

思った。 

また、意見交換では紙面の制約で、執筆者の文章校正や削除は委員長に一任され

ているとのことで、思い切って行っており、見やすい紙面作りを目指していると伺

った。 

 

（報告者  末次  明） 

美咲町は岡山県の中央部の山間地域に位置しており、基山町の10倍以上の面積で

ある。議会広報の編集方針は「見やすく、分かりやすく、簡潔な文章」、「町民参

加ページ」、「写真を上手く使う」、「難しいことを分かり易く」をモットーに編

集されている。 

地方議会・地方議員に住民の皆様の興味と関心を寄せていただかないと、住民の

皆さんに「解り難い、知らないうちに決められている」、「難しい言葉ばかりで町

民本意でない」となってしまう。 

美咲町では、議会広報・議会報告会を重要な議会活動のひとつとして認識されて

おり、その成果として「議会広報コンテスト」で高く評価されている。 

今回視察した両町は共に「私たち議会・議員が何とかしなければ、私たちの町は



ダメになる。」との思いが伝わってくる視察だった。派手さはなく、真面目に取り

組まれているという印象である。 

 

（報告者  大久保 由美子） 

基山町議会と同じく、表紙と最後のページがカラーで他ページは２色刷りである。

しかし、各号で２色刷りを黒とオレンジや黒と紫など、変化を付けて工夫されてい

る。“見出し“の活字が大きく、囲いや円などを使い、見やすく工夫されている。

定例会での主な議案や補正予算の掲載の仕方がめずらしい。また、関連する写真も

紹介されて、なお一層分かりやすい。枚数は 24 ページを確保されているため、一

般質問は１人１ページ、写真も大きく最低２枚は掲載し、一般質問欄の最下部の余

白を利用して、公職選挙法による違反行為の掲載もあった。50 号の特集“創刊 50

号記念”は、６ページも使用されているわりに、趣旨や要点が分かりづらい。 

 

５．まとめ 

予定していた視察研修の日程を脅かす強力な寒波の来襲に、凍てついた道路や高

速道路でも車を揺らす横風に注意しながらというレンタカー移動の視察となりま

した。視察した神石高原町、美咲町とも、議会だよりで賞をとっており、どこにそ

の差があるのかを委員が真剣に説明後に質問をしました。基山町議会だよりも、委

員会メンバーから、必要と考える点は変えていこうということを確認し合いました。 

 

広報広聴常任委員会委員長  牧薗 綾子 
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