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１ 視察実施日  

令和元年11月５日（火） 

 

２ 視察先 

宍粟市 

 

３ 視察目的 

 ・議会だよりモニター制度について 

 ・議会だよりの編集について 

 

４ 調査事項 

 ○議会だよりモニター制度について 

・制度概要（予算、実施方法、構成（選出方法）等）について 

・実施に至った経緯・経過 

・成果・課題 

・モニター制度以外で市民の意見を反映させる制度について  

  ○議会だよりの編集について 

   ・編集方針 

   ・議員と事務局職員の役割 

 

５ 参加者 

 広報広聴特別委員会 

 委 員 長 浅田 康子 

  副委員長 東野 敏弘 

  委  員 岡崎 義樹  坂部 武美  村岡 栄紀 

 近藤 文博  吉井 敏恭 

  事 務 局 高瀬  崇 
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宍粟市議会広報モニター制度の概要 

 

目的 

市民の意見を議会広報活動に活かし開かれた議会とするため、議会モニターを設置する。 

平成 29年に宍粟市議会広報モニター設置要綱が施行される。 

平成 29年９月に第１回目の公募をしたが応募はゼロであった。そのため議員が知り合い

などに声をかけて、10人のモニター員でスタート。男女半々で年齢構成は 30代６人、40

代２人、50代２人。 

任期は２年、令和元年９月が２期目の公募となるが、１期目の６人（再任）となる。今年

度定数の 10人にしていくか、モニター制度を実施するかは検討中。 

報酬は無く、年度末に 2,000円の図書券をお礼として渡している。 

開催回数及び役割は、年２回のモニター会議へ出席し、議会だよりに対する意見を述べる

ことである。 

市民の声を聴く機会として、議会報告会やおでかけ市議会を実施している。 

議会だよりの編集は広報広聴常任委員会委員で行っている。 

 

効果 

議会に関心を持ってもらえた。 

 モニター員からの意見で反映できることは次号から取り入れている。 

 （議会だよりを週刊誌のような表紙にしてはどうかとの意見から手にとってもらえるよう、

子どもを中心とした表紙にする等） 

表紙の写真は学校から提供してもらっている。 

その他の意見 

地元の情報や補助金の紹介をしてはどうか。 

写真を多くしてほしい。 

 

質疑・応答 

モニター員に若い人が入っているが会議時間は。 

⇒夜に開催することがある。２時間までとする。 

  年２回メールで意見をもらっている。 
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一般質問が以前の２分の１ページから４分の１ページになった理由は。 

⇒一般質問の詳しい内容は個人の活動報告ですればよい。 

 ⇒委員会活動のページを多くしたいため。 

ＱＲコードが付いているが評判は。 

⇒成果があるとの声はあまりない。 

議会だよりの配布は。 

⇒全戸配布、病院、図書館等。 

年２回のモニター会議は必要か 要綱を設置してモニター制度をする必要は。 

いつまで続けるのか。 

⇒さまざまなことを検討中です。 
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所 感 

浅田 康子 

 

議会だよりモニターを実施されている宍粟市議会広報広聴常任委員会の委員さんにモニ

ター制度について教示いただきました。調査事項としてお尋ねした回答は概要に記載したと

おりです。 

モニターの公募の結果は丹波市と同様に応募はゼロであったということ、２期目のモニタ

ー員を公募すること（１期目のモニター員の再任６人）や、今年度制度の実施をすることは

検討中だということです。 

モニター制度の設置は市民の声を直接聴ける有効な制度であり必要だと思っています。 

モニター員からの意見や提案で成果があったこと、また課題があること等、実際にモニタ

ー制度を採用されている状況を聞くことが出来ました。 

モニター員から出た意見を見ると、今まさに私たち広報広聴特別委員会で議論になってい

るのと同じ内容が多くあります。「西脇市議会だより」の目指すべき方向性やコンセプトを

共有すること、編集のポイントや、より良くするための心がけなど、今まで出来ていなかっ

たことを痛感しています。 

先ずそれらをきちんと決めることだと思います。「議会だより」を手に取って見ていただ

けるようにする、読みやすい紙面にする等、まだまだ我々で出来ることや、しなければなら

ないことがあることが分かりました。 

「議会だよりモニター」の有効性を理解した上で、西脇の広報広聴特別委員会の基盤がし

っかり出来てから、そのうえで議会だよりモニターの設置を実施しても遅くはないのではな

いかと思います。 

 

 

所 感 

                                  東野 敏弘 

 

 宍粟市議会では、平成 29 年８月１日に「宍粟市議会広報モニター設置要綱」を定めまし

た。設置目的は、市民の意見を議会広報活動に活かし開かれた議会とするためで、議会広報

モニターを置くと定めています。 

広報モニターの定数は 10名以下で、任期は２年以内です。報償として、年 2,000円の図

書券が配布されます。交通費等の費用弁償は行われていません。 

 最初の公募では、誰も応募されなかったため、広報広聴常任委員会のメンバーが知人に声
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をかけ、10 名の広報モニターが誕生したそうです。現在、２期目の議会モニターを公募し

たところ、再任の方を含め６名の応募があったそうです。今後、継続して実施するかどうか

も含め、検討中ということでした。 

 10名の広報モニターは、男女５名ずつで、32 歳～54歳で、子育て世代の方が多いようで

した。これまで２回、夜に議会モニター会議を持ち、意見を聞かせてもらったとのことでし

た。さらに、メールで意見募集をおこなっています。 

広報モニターの意見には、「表紙が大切（子どもの写真は良い）」「表紙に目次ができない

か」「文字を大きく」「市民に分かりやすく手に取ってもらえるものに」等が出され、議会だ

よりに取り入れられるものはすぐに採用して実行されたそうです。意見を出された広報モニ

ターの方もすぐに実行されて喜ばれたとのことでした。ただ、できないことも多く、今後の

検討課題にされています。 

 広報モニターの方に、議会改革についての意見を聞かせていただく機会も持たれたそうで

す。 

 西脇市議会では、議会だよりについて、議会と語ろう会の開催時に、アンケート調査を行

っています。さらに読みやすい議会だよりにしていくために、議会だよりモニター制度の採

用も一つの方法だと考えますが、丹波市議会や宍粟市議会の取組を見ると、もう少し慎重に

すべきだと考えます。 

  

 

所 感 

村岡 栄紀 

 

宍粟市議会広報広聴常任委員会では、広報モニター設置要綱を定めて「議会だよりモニタ

ー」をスタートされました。そして、その要綱に基づいてモニターとなる人を公募されまし

たが、残念ながら応募はなく、委員１人につき２名のノルマを課して、10 名を集められた

ということです。応募がないというのは、前回視察した丹波市も同様であり、これを勘案す

ると本市においても公募しても応募がないということは十分に考えられます。また、宍粟市、

丹波市ともに若い人の声を聴きたいという点は共通であり（丹波市は高校生）、そのあたり

は本市でモニターを実施する際の参考になります。 

宍粟市は「議会だよりモニター」を、議会改革の一環として捉えておられ、出来るだけ市

民の声を反映しようとされている姿勢は、非常に参考になりますが、本市において「議会だ

よりモニター」を実施する場合に、まず考えなければならないのが、議会だよりそのものの

クオリティを上げることが最優先なのか、市民の声を反映することが最優先なのか、そして、

議会だよりを誰に読んでもらいたいのか、こういった点をしっかりと明確にすることです。 

私の考えとしては、読み親しまれる広報誌にするために、第一にやらなければならないの

が、ターゲットの選定、誰に読んでもらいたいのかを明確にすることです。それがなければ

何も始まりません。次に、議員たちの手でこれからも作るのならば、広報誌やニュースレタ

ーなどに関する専門家の指導を受けることです。これまでに一度だけ研修を受けましたが、
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まだまだ我流でやっているというのか、記事の内容を埋め込むのに精一杯で、読んでもらう

ための工夫は、レイアウトを縦書きから横書きに変更した以外は、何もやっていないのが現

状です。 

しかも、議員という属性からか、やたらに説明したがる癖があり、結果として文字ばかり

で読みにくいものになってしまっています。いわゆる自己満足、井の中の蛙大海を知らずと

いった感じでしょうか。読み親しまれる広報誌にするためには「見せ方」や「余白の美」と

いったレイアウトや、「核」となるコンテンツ等に関しては、しっかりと専門家等の指導を

受け、最低限の知識を持つことが必要だと考えます。 

そして、ここまでの準備が出来た時点で、ようやく市民の声を反映する「議会だよりモニ

ター」としてのスタートが切れるのではないでしょうか。この順番を間違えると、モニター

制度を実施しても上手くいかないと思います。市民の声を反映した、読み親しまれる広報誌

を目指す上で、「議会だよりモニター」は非常にいい取組だと思いますので、しっかりと基

礎を固めてから実施することを望みます。 

 

 

所 感 

 坂部 武美 

 

 平成29年８月に「宍粟市議会広報モニター設置要綱」を制定。市民の意見を議会広報活動

に活かし、開かれた議会とするためモニター10名を募集し、魅力ある紙面づくりにつなげて

いる。 

 しかし、当初、公募はしたが応募がないため、広報広聴常任委員会の委員がモニターを集

めている。 

 年２回、意見を聞く場を持ち、メールやファックスでも意見を出していただいている。 

 その中から、表紙の「市議会だより」の文字を大きくしたり、表紙写真も幼児から中学生

までの活動を取り上げるなどの意見を取り入れ、まずは、手に取って見ていただける紙面づ

くりに取り組まれていることから、広報モニター設置の効果は伺える。 

 しかし、２期目を募集したが６名しか集まらず、モニター制度そのものの再検討も考えて

いるとのこと。 

 私が「議会だよりについて、市民から評価や意見を聞く場は必要であると考えるが、要綱

を制定してまで、継続的に意見を聞く必要があるのか」と質問したところ、「２年目であり、

まだ検証はしにくいが、モニター制度は再検討を考えている」との答えであった。 

 また、モニターの皆さんには、議会広報だけでなく、議会改革について意見を聞いている

とのこと。 

 このことは、議会広報についてだけ意見を聞いても、毎回、同じような意見が占めている

からであろうと推測する。 

 結論として、議会広報についての意見を聞く場は必要と考えるが、要綱まで制定し、各年

度、意見を聞く必要がないと考える。 
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 なぜなら、市民の意見を聞いて議会広報に活かす内容は、広報広聴特別委員会の各委員が、

どのようにすればより見ていただける、読んでいただける紙面にするかを考えればよいこと

だからである。 

 

 

所 感 

岡崎 義樹 

 

今回は、宍粟市議会で行われている議会だよりモニター制度について、行政視察調査を行

いました。宍粟市議会が丹波市議会と同様に公募をして募集したものの応募者がいなかった

のは、議会に対して関心がなかったのか、応募条件に無理があったのか、無償だが、図書券

だけなので応募がなかったのかは不明です。そこで広報広聴委員自ら声かけをし、できるだ

け議会だよりに関心をもってもらえるように若い方を中心に 10 名選出されたとのことでし

た。 

そして意見抽出などを行うために、メール等を活用され、編集時間を短縮して作業される

など工夫されていました。 

また、議会だよりモニターとして、議員と関わったことで少しは関心をもってもらえたこ

とや、議会に対しても興味を持ってもらえたことはよい方向だと感じました。 

実際に議会だよりモニターと関わる時間は 1.5 時間ほどだと聞いたので、それほど市民に

負担はかかっていないと思います。議員とふれあう時間や市民の声として、議会に対しての

意見や考えを広報広聴を通じて聞き出せるなと思いました。 

現在の宍粟市議会の議会だよりモニターの任期は２年であり、令和元年９月に２期目の公

募をされ、現在６名が応募されていると聞きましたが、年齢層も 30歳代から 50歳代と若年

層なので、モニター制度の成果があったと思います。 

そして議会改革に関心をもったとのご意見もありました。 

今後は、西脇市議会でも、議会だよりモニター制度の応募方法や対象者の基準などの参加

してもらえる方法や手法を検討してはどうかと考えます。 

 

 

 

所 感 

                                  近藤 文博 

 

１． 議会広報モニター設置要綱を設け実施している。 

まず、募集は公募で 10 名以内となっているが公募では全く応募がなくやむな
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く地域別、年齢別、性別などを考慮し議員自らで 10名を選定している。 

第２期は６月に募集するも６名のみのノミネートで、予定数には達しておら

ず、今後のあり方を検討課題としている。 

この様な点から推測するに、西脇市議会で行う場合、公募だけではなく募集

方法を別途検討する必要があると考える。 

 

２． モニター会議２回の実施結果について 

モニター会議により様々な意見が約 30 件上がっており、その中から、例えば

ＱＲコードを表紙につけるなど、既に取り入れたもの、今後の検討課題とし

たもの等々をみると、市民目線が役に立っているともいえる。 

 

３． 議会広報のあり方 

  市民の目に留まり手に取り読んでもらえる議会広報のあり方を同市はこれか  

らも検討するという。 

   

  以上を鑑みると、議会だよりモニター制度を行うとすれば、モニターの人選方法

が大きなポイントと思われる。またその頻度は毎年である必要性がないと思われ

る。 

 

 

所 感 

吉井敏恭 

 

令和元年11月５日、宍粟市議会広報広聴常任委員会が行政視察のため来西された。視察の

終了後、引き続き広報広聴特別委員会の所管事務調査の機会を得た。 

所管事務調査の調査事項は、⑴議会だよりモニター制度について ⑵議会だよりの編集に

ついての２点。 

宍粟市では、平成29年８月に広報モニター設置要綱を公布し、10人を目標にモニターを募

集したが、全く市民の応募がなく、各委員が各々２人に就任をお願いしたとのことである。 

必要に応じて開催されるモニター会議も２回の実績が報告されているのみである。モニタ

ー会議により工夫や検討すべき意見が出されているが、体裁に関するものが大半であった。

当初のモニターが、令和元年８月に任期を迎えるにあたり、活用を再考すべきとの意見（思

い）がある様に受け止めた。 

委員より「要綱を定めてまで広報モニターを募集する必要があったのか」との質問もあっ

たが、西脇市においては、他市にない取組として「議会報告会」を実施している。この機会

を利用して「議会だより」について意見を聴く時間を設ける取組を提案する。 

また、委員会は、編集の目標・条件等の協議を重ね、その結果を明文化して、次に引き継
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ぐべきである。編集会議の回数にも工夫が必要と考える。 


