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大阪府八尾市議会 
【八尾市概要】 
 大阪府の中央部東寄りに位置し、西は大阪市に、北は東大阪市に、南は柏原市・松原

市・藤井寺市に、東には生駒山系を境にして奈良県に接している（東経１３５度３６分 

北緯３４度３７分）。大阪市の近郊都市として発展し、人口２０万人を超える都市であ

る。平成３０年４月１日に中核市になり、人口は、大阪府内９位である。 
 

【人口・世帯数・面積】 

人口・世帯数（2019 年 6 月 1 日現在） 

人口 男性 127,602 人 女性 138,947 人 合計 266,549 人 

世帯数 124,883 世帯 

面積  41,72 ㎢ 

 
【議長・副議長】 

議長 越智 妙子 
副議長 奥田 信弘 

 
 やお市議会だよりは、昭和３３年創刊で、年間５回発行している。編集委員会は７人

で、無所属を除く各会派より１名ずつ選出されており、委員長は副議長がされている。

自治振興委員会より、市からの配布物の「大きさを合わせる」「配布物を削減すること」

の要望を受けて平成１１年３月定例会号から合冊で発行している。誌面の見にくさ等の



課題解決に対応するため、専門家に依頼しリニューアルの検討をするほか、作業環境へ

の整備を行うなど、平成２３年１２月定例会号より、リニューアルをし、以降、マイナ

ーチェンジを繰り返している。編集方針は、①「伝える誌面づくりから伝わる誌面づく

りへ」わかりやすい誌面を目指す。②議会に対する興味・関心をもっていただくための

入り口として、議会の他の広報媒体につなぐとともに、会議録検索や映像配信等の媒体

を活用してもらえるような誌面づくりを行う。③議会に興味・関心を持ってもらえる記

事、議会で議決したことが身近な暮らしにつながっていることを伝えるような記事、議

会に関する豆知識の得られる記事、用語の説明・注釈等のある親切な記事づくり等、議

会からの意欲的な情報発信が感じられる誌面づくりを行う。④文字・空間・写真・イラ

スト・図などのバランスがとれた誌面作りを行う、とし、取り組んでいる。また、今年

度の第１４回中核市議会報コンクールにて優秀賞を受賞されている。 
 
 
 

 
           

▲意見交換のようす（八尾市議会） 
 
 
 
 



以下、意見交換より。 
 

【議会だよりについて】 
 
●発行形態・部数等について 
 表紙と裏表紙はフルカラーで、１２ページ～１６ページ（臨時号は４ページ）。発行

部数１０万５千部で、市政だよりとの合冊により、市内全世帯に配布している。点字と

声の市議会だよりも用意している。 
 
●編集・構成について 
・個人の一般質問のページについては、１人につき、Ａ４の４分の１ページとし、質問

項目をひとつに絞ってもらってＱＲコード（映像は２年間公開している）を掲載。議会

だよりは、市民を議会につなぐ役割ととらえている。また、そこに掲載している本人写

真は、そのときそのときの写真を撮っている。なお、見出しを読むだけで、内容が分か

るように考えている。 
・定例会の概要ページでは、写真を大きく取り入れ、見やすさを追求している。 
・委員会の審査概要ページでは、それぞれ各委員会で、作成してもらっている。各委員

会、Ａ４の２分の１ページをスペースとし、内容をひとつに委員会で絞ってもらい、作

成している。 
・一般質問では「である」調で、特集は「ですます」調で書いている。 
・用語解説を多めに入れるよう心掛けている。 
・余白は多少大きくあっても気にしない。 
・イラストと写真の混合はしない。 
・平成２９年９月号から高校生とのコラボ企画を始めた。第１弾として、高校生からい

ただいた作品や活動写真を表紙に掲載するもの。今年度からは高校の「運動部」へとシ

フトチェンジしている。また、平成３０年３月定例会号では、特集記事で、高校生１０

０人に議会や議員に対するアンケートを行いそれをランキング形式にしたＱ＆Ａを掲

載している。 
 
●その他 
・高校生の皆さんに議会に関心を持ってもらい議会を身近に感じていただくため、また、

高校生の皆さんの意見を議会だよりに反映させてよりよい誌面をつくっていくことを

目的に、編集委員会の議員７名と市内高校生２４名が参加し、「議会の広報について」

をテーマに座談会を開催した。 
・議会の活動は市民に伝わりにくいため、さまざまなツールを利用して少しでも議会の

ことを知っていただき、開かれた議会を継続して実践していこうと、平成３０年９月定



例会から、市議会開会ポスターを制作し、ホームページや市役所庁舎内、駅に掲載し、

市民の皆さんに関心を持ってもらうための取り組みをしている。 
・フェイスブック広告を活用し、各定例会の議会日程をお知らせしたり。ＰＲ動画を流

したりしている。 
 
 
 
和歌山県和歌山市議会 
【和歌山市概要】 
紀伊半島の北西部に位置し、北はみどり豊かな和泉山脈ののどかな山並みに囲まれ、西

は風光明媚な紀淡海峡に面し、紀の川の河口に位置する和歌山県の県都である。（北緯

３４度 ９分 東経１３５度）。江戸時代には御三家のひとつである紀州徳川家が治め

る紀州藩の城下町として栄え、「若山」とも表記されていた。県人口の約４０％が暮ら

しており、平成９年４月１日には、中核市に移行した。 
 
【人口・世帯数・面積】 
人口・世帯数（令和元年 7 月 1 日現在 国勢調査基準人口世帯数） 
人口  男性 167,264 人 女性 188,898 人 合計 356,162 人 
世帯数 155,524 世帯 
面積  208.84 ㎢ 
 

【議長・副議長】 

議長  井上 直樹 

  副議長 松本 哲郎 

 

広報委員会は１２人の議員から成り、平成２９年９月定例会号からは、特集記事に取

り組んでいて、特集作成は、２～３人に分かれ、取材や対談を実施し、誌面を作成して

いる。平成３０年９月定例会号は、中核市議長会議会報コンクールにおいて、審査員特

別賞を受賞した。 
 編集にあたり、「見やすい、読みやすい、親しみのある紙面づくり」を目指し、特に

表紙は紙面の顔となる重要な部分と考え、子どもから大人まで手に取って見てもらえる

ような表紙を目指している。 
 平成２５年９月定例会号から「市議会だより編集委員会（任意）」から「広報委員会

（任意）」に名称を変更し、平成３０年３月には「広報委員会」を設置しており、現在、

広報紙に限らず、さまざまな媒体を通じて、議会を身近にとらえてもらえるような広報

に取り組んでいる。具体的な事例としては、ラジオ放送による定例会の告知、フェイス



ブックなどによる市議会ＰＲ動画、代表質問ダイジェストのテレビ放送などである。 
 平成２９年度には、議会報コンクール受賞市議会や特徴ある市議会へ、３グループに

分かれその取り組みを研修し、先進市の取り組みを研究している。 
 
 
 

 
 
           ▲意見交換の様子（和歌山市議会） 
 

 以下、意見交換より。 
 

【議会だよりについて】 
 
●発行形態・部数等について 
 １４万９千部を年４回発行し、自治会を通じ、全戸配布している。声の市議会だより

も発行している。 
 
●編集・校正について 
・である調、ですます調についてはとくに統一していない。 



・余白も重要な紙面の一部と考え、文字や写真で埋め尽くすことがないようにしている。 
・特集記事は２～３人グループに分かれ、取材や対談を実施し、紙面を作成している。

その時の市で流行っているもの、季節に合わせたものを特集しており、取材は早めに行

っている。 
・表紙は、和歌山市と関係のある方を選んでいる。 
 
●その他 
・議会広報紙に対する市民の声を把握するために、市民モニターとの意見交換会や議会

広報に関するアンケート調査などの取り組みのほか、議会だより専用のメールアドレス

を用意し、市民の声がいつでも聴ける体制をとっている。 
・正副議長、広報委員が中心になって議員みんなで、街頭配布を実施している。 
・定例会の開催案内をラジオ放送を通じて告知 
・定例会の代表質問ダイジェストのテレビ放送。議長・副議長インタビュー、会派紹介・

議員紹介、代表者インタビューなども放送している。 
・平成３０年度から、市議会ＰＲ動画を制作し、フェイスブック、デジタルサイネージ、

議会中継の休憩中動画等に活用。「わかやま市議会クイズ」「わかやま市議会ってどんな

ところ」「高校生との意見交換会」「市議会だより街頭配布」など、市民に議会に興味を

持ってもらえるよう取り組んでいる。最大の目的は「議会があることを知ってもらうこ

と」。 
 
６ 視察を終えて 

今年研修させていただいた両議会は、会報コンクールで優秀賞等の表彰を受けている

だけに、議会だよりの改革には常に工夫を凝らし、積極的に取り組んでいる。さらなる

目標は、いかに手に取ってもらえるか、分かりやすく読みやすいか、親しみをもってい

ただけるか、努力を惜しまない様子が非常に強く感じられた。 
また、議会を身近に感じてもらうために、市民との繋がりの場を開催し、その様子を

議会だよりの特集として掲載している。広報委員会ということで、様々な媒体も利用し

て、議会の行事等をお知らせしている。 
我が三豊市広報委員会として、市民に議会という組織を、身近に感じていただくため

に、今後の課題が見えてきたように感じられた。市民の中に直接入って行って、議会を

理解していただく、また議会だよりを改革していくのはもちろん、ホームページ、ポス

ター、メディア等を利用して市民にさらなる積極的なお知らせ・行動を起こすことが必

要である。  
今回の研修を通じて、議会広報のさらなる向上のための手段を勉強させていただいた。

今後の計画にしっかりと取り入れていきたい。 
 



 
 

 
 

▲やお市議会だよりと和歌山市議会だより 
 
 
７ 各委員の所感（別紙のとおり） 



議会広報委員会行政視察研修 所感 

 委員名 市川 洋介          

 
【 八尾市議会 】（８月８日） 
 
全国の議会だよりにおける令和元年度の優秀賞で八尾市の議会だよりは表彰され

ている。 
表紙、記事内容においても洗練されており市民に開かれた議会としての誌面作りで

ある。 
基本コンセプトは「伝える誌面」から「伝わる誌面」作りとして、分かりやすい誌

面を目指し、議会に対する興味、関心を持っていただくための入り口として議会のほ

かに広報媒体につなぐとともに会議録検索や映像配信等の媒体を活用してもらえる

ような誌面を心がけている。 
 
・興味、関心をもっていただける記事 
・議会で議決したことが身近な暮らしに繋がっていることを伝える記事 
・議会に関する豆知識がある記事 
・用語の説明、注釈がある親切な記事 
・議会の意欲的な情報発信が感じられる記事 
 
議会だよりは、市民と議会のパイプ役であり、議会の活動が市民に伝わることを目

指し、開かれた議会を目指しているようである。 
 
 
 【 和歌山市議会 】（８月９日） 
 
 和歌山市市議会だよりは、平成１８年より発刊されていて、２３年の歴史をもって

いるが、常に変革していっているようで、令和元年に、八尾市議会同様、全国表彰さ

れている。議員が、自ら、いろんなことにチャレンジしていて取材や構成など、たく

さんのことを取り組んでいる。 
 また、議会広報委員会の議員だけでなく、他の議員が参加して、街頭でビラ配りの

ように議会だよりを市民に手渡ししていることやその準備で袋詰めをも議会広報委

員会だけでなく、たくさんの議員も参加して、作業しているようである。 
 また、ラジオ放送により広報活動し、議会中継だけでなくトピックスなども手掛け

ている。 
 テレビ放映は生放送、録画配信しているが、通常は本議会の放送だけでなく、議長

のインタビュー、会派の紹介、議員の紹介、代表者の印、質問者のダイジェスト、市

議会からのお知らせなど、また、企画として議会のＰＲ動画の作成、フェイスブック



ページの作成と投稿、デジタルサイネージなどを実施し、ほとんどの作業を業者委託

せずに自らの手で、議会広報委員会が中心になって、議会全体で取り組んでいる。 
 意見交換会も企画していて、高校生と大人と、中学生とそれぞれ実施していて、こ

れも議会広報委員会が中心となって開催していて、紙面や動画をフェイスブックなど

に投稿、配信されて、若者たちが市議会になにを望んでいるのか、まちづくり、教育、

観光、環境、公共交通について討論し、紙面や投稿に反映されている。 
 三豊市においても市民と議会との接点は、ある意味、議会だよりであり、開かれた

議会を目指すためには、市民とのパイプである議会だよりが議会活性化の礎かもしれ

ないと和歌山市議会広報委員会の研修で感じた。 
 和歌山市議会広報委員会のように議員ひとりひとりが、自分たちの手で、議会全体

を巻き込んで作り上げていく議会だよりは、魅力的であった。私たち三豊市議会広報

委員会も今回の研修で大変参考になり、勉強させていただいた。 
  
 
 

 ※所感の提出については、メールまたは USB 等によるデータで事務局に提出ください。 



議会広報委員会行政視察研修 所感 

 委員名 石井 勢三           

【令和元年 8 月 8 日（木）～ 9 日（金）】 
 
大阪府八尾市（議会だよりについて）【8 月 8 日 13：00 ～ 15：00】 
やお市議会だよりは、令和元年 7 月 30 日実施の第 14 回中核市議会報コンクール

において、優秀賞を受賞されている。議会だより編集委員会は、7 名で構成。年 5 回

発行、市政だよりと合冊（平成 11 年 3 月定例会号より）、定例会翌月の 20 日発行。

基本は、Ａ4、12～16 ページ、白上質紙、再生紙、表紙と裏面はフルカラーで、他は、

2 色。発行部数は、105000 部。配布は、担当課が委託契約を行っている。 
 やお市議会だよりの基本方針は、 
  「伝える誌面づくりから伝わる誌面づくりへ」分かりやすい誌面を目指す。 
  議会に対する興味・関心を持っていただくための入り口として、議会の他の広

報媒体につなぐとともに、会議録検索や映像配信等の媒体を活用してもらえる

ような誌面作りを行う 
  議会に興味・関心を持ってもらえるような記事、議会で議決したことが身近な

暮らしにつながっていることを伝えるような記事、議会に関する豆知識の得ら

れる記事、用語の説明・注釈等のある親切な記事づくり等、議会からの意欲的

な情報発信が感じられる誌面作りを行う。 
  文字・空間・写真・イラスト・図などのバランスがとれた誌面づくりを行う。 
研修を受けて、やお議会だよりの一番の大きな印象は、高校生とのコラボ企画だ。

未来を担う高校生との意見交換会は、内容として興味をひくのと同時に演出にも驚か

された。我が三豊市の議会だよりには、企画特集というのがなく、今後の課題として

非常に参考になった。ぜひとも、取り上げていきたいと感じた。また、表紙において

も、親しみを感じ、手に取ってみたいという感覚にとらわれた。各ページの色使い、

空間、余白等に配慮がされている。議会だより製作におおいに参考になった。 
 
和歌山県和歌山市（議会だよりについて）【8 月 9 日 10：00 ～ 12：00】 
広報委員会は 12 名、事務局（議事調査課 調査広報班）3 人。年 4 回、12 ページ

（2 月定例会号は 16 ページ）、発行部数は、149,000 部。配布は自治会配布、未加入

世帯のうち希望者は、委託業者より配布、また、議員による街頭配布もおこなってい

る。わかやま市議会だよりも、中核市議長会 議会報コンクール審査員特別賞を受賞

している。 
平成 29 年 11 月、市民に親しみのある議会広報を目指すために、各委員が市民モ

ニターを選出して、市民モニターの方々と意見交換を行っている。また、広報広聴課

が実施しているインターネットモニター制度を活用して、議会広報について、市民の

認知度や意見を調査。その中での市民の現状、これからの議会だよりのあり方を掴ん



だような説明を受けた。 
議会の PR として、各定例会の開催案内についてはラジオ放送、フェイスブック広

告を活用。また、情報発信は、市議会 PR 動画（事務局制作）、ホームページ、市議

会公式フェイスブック等により積極的に行っている。わかやま市議会だよりも、前日

のやお市議会だより同様、特集を企画している。高校生との意見交換会を行った企画

は、若い層の意見としてやはり、議会だよりづくりの参考になったとのことだった。

政治に関心のない人にとっても、一つのきっかけをつくる機会を与えているようであ

る。 
表紙は、誌面の顔となる重要な部分と考え、子どもから大人まで手に取って見ても

らえるような表紙を目指している。斬新なイメージと感じた。表紙写真は、特集記事

の撮影も含め、委託業者が取材等に同行し撮影しているが、担当委員又は、事務局職

員も撮影している。また、特集記事の担当委員が選定し、広報委員会で決定している。

「見やすい、読みやすい、親しみのある誌面作り」を考え、常に向上の意識を強く感

じられた。すごく、参考となり、ぜひ三豊市に活かしていきたと思われた。 
 
 
 

 ※所感の提出については、メールまたは USB 等によるデータで事務局に提出ください。 



議会広報委員会行政視察研修 所感 

 委員名 岩田 秀樹        

【令和元年 8月 8日(木）～9日（金）) 

 

（大阪府八尾市議会） 

・タブロイド版単独発行から「市政だより」との合体へ 

・H29 年開かれた議会づくりへ市内高校（公立 4校、私立 1校）とコラボ企画開始 

・定例会の概要、これまでは文章であった、「イラスト・写真」を入れて分かりやすく 

・個人質問は、写真・QR コードを入れる 

・委員会の審議、1件に絞り審査概要を QR コードを使って見ることができる紙面 

・表題を変える、字体を変えたり、SNS で発信、連載まんが導入、新しい発想が出にくい、

1つでも実現したいとすすめている。 

・議会改革の取り組みは、順次進められている。 

・地域の高校・大学との連携を重視している。 

 

（和歌山県和歌山県議会） 

・H29 年から広報委員会の改革を行う（H７年より広報委員 12 名、全議員 38 名） 

・テレビ放送によるインビューの実施 

・PR 動画の作成、議会中継の休憩中の画面活用 

・フェイスブックによる情報発信、市議会からのお知らせ 

・HP に情報発信 

・高校生との意見交換会 

・市民モニターとの意見交換会、今後の議会広報のありかた 

・ジュニア会議、議会を使用して 3年に 1回開催している 

・アンケートの実施（市長部局広聴広報課）インターネットモニター制度の活用 

・市議会広報委員会要綱の作成 

FB 運用方針、FB 運用マニュアルを作成している。 

・市民モニター制度を採用している。（委員 1人が１人をつれてくる） 

・議会だより専用のメールアドレスを用意している。 

・「である」「ですます」の統一はしていない。 

・ジュニア議会は教育委員会が毎年実施（生徒が多いので、２部制をとっている） 

・声の市議会だよりを市広報とともに年４回作成している 

 

（感想） 

・計画的な取り組みと、大胆な発想による実行が必要ではないか。 

・委員会の協議を、予定調和でなく進めることも必要ではないか。 

 

 ※所感の提出については、メールまたは USB 等によるデータで事務局に提出ください。 



議会広報委員会行政視察研修 所感 

 委員名       込山 文吉 

  
令和元年 8 月 8 日（木）～9 日（金） 
議会広報・議会だよりについて 
 
【八尾市議会】 
平成 30 年度より中核市へ移行した中核都市 
令和元年度中核都市議会報コンクールで優秀賞を受賞した。 
若い人が手に取り、興味を持ち、読んでもらえるような工夫に取り組む。 
「市議会×高校生プロジェクト」と題して、市内 5 校の高校生とのコラボ企画をす

ることにより、若い世代が議会に興味・関心を高めるように、表紙に、高校生の美術

作品やクラブ活動の写真を採用している。開かれた議会、読んでもらえる広報誌を目

指して、高校生代表と議会編集委員との座談会を企画し、高校生の意見を取り入れた

誌面造りに反映させている。 議会広報としては、市民の方々に、議会に興味を持っ

ていただくために、定例会前に「議会開会ポスター」を作成し、ホームページ・庁舎

内・駅などに掲示して、PR に努めている。 
※議員数 28 名(議会だより編集委員 7 名)   議会事務局 15 名(編集担当員 3 名) 
多岐に渡る広報活動に取り組み、特に高校生と編集委員会との座談会を開催して得

られた意見を誌面作りに活用する手法は参考になる取り組みである。 
ただし、八尾市議会の広報紙編集委員会は事務局が準備した企画・現行案の承認だ

けのように受け止められた。 
一般質問等の掲載原稿も事務局で作成し、各議員の確認を貰うのも事務局で受け持

っており、編集委員会の関わりをほとんど感じない内容であった。 
そのためか、広報委員会での視察研修で、いろいろな市町を訪問してきたが、説明

員に広報編集委員会委員のいない初めての研修であった。 
 
【和歌山市】 
令和元年度中核都市議会報コンクールに入賞。 
議会広報委員会 12 名 事務局 3 名で広報活動に携わる。 
広報活動として、 

1、 市議会だより 年 4 回発行「見やすい、親しみのある誌面づくり」を目指す。 
2、 ラジオ放送 定例会の開催についての告知 
3、 テレビ放送  2 月定例会での代表質問ダイジェスト版 
4、 市議会 PR 動画  フェイスブック・デジタルサイネージ・議会中継の休憩中動

画等に活用 
5、 フェイスブック広告 



6、 議会ホームページでの発信 
7、 市議会フェイスブックページによる情報発信 
8、 高校生との意見交換 
9、 市民モニターとの意見交換 
10、 ジュニア会議の開催 
11、 議会広報に関するアンケート 
などの取り組みを行なっており、広報活動に積極的な姿勢が伺え大変参考になった視

察であった。 
PR 動画は基本、広報委員会委員が全てに携わっており、広報委員会の意気込みが

伺える。また、広報委員 3〜4 名がグループになり、取材や対談企画を推進している。 
市民モニターは、広報委員の人脈で、1 人がひとりのモニターを連れてくる手法を取

っている。市議会だよりの配布については、基本自治会を通じての配布であるが、駅

前や街頭に立って広報委員が、手渡し配布もしている。 
三豊市が取り組めていないフェイスブックなど、市民への PR を貪欲に行ってお

り、開かれた議会の取り組みは見習うべきことの多い視察であった。 
  
【今回の八尾市議会・和歌山市議会の視察を終えて】 
両市共に中核都市という三豊市よりも規模の大きな市あり、開かれた議会を目指す

議会広報という目的は同じだが、取り組みへの考え方がまるで違う 2 市の視察研修

であった。そのまま参考にできること、できないことがあったが、八尾市議会の「議

会開会ポスター」や和歌山市議会のフェイスブックでの情報発信は取り入れるべく協

議をしていく必要を感じた。また、両市共に取り組んでいる市内高校とのコラボ企画

や、和歌山市議会の市民モニターとの意見交換など、次へのステップとして取り組む

べきと考えた。 

 ※所感の提出については、メールまたは USB 等によるデータで事務局に提出ください。 



議会広報委員会行政視察研修 所感 

 委員名       湯口 新 

  

令和元年 8 月 8 日（木）～9 日（金） 

議会広報・議会だよりについて 

 

【八尾市議会】 

 

議会広報に問題意識を持っている議会では大体どこも同じような方向性での広報の

改善を目指しているように感じるが、大事なのは他の先進自治体の真似をすること

ではなく、自分の議会広報の問題点をハッキリさせた上でどう変えていくかだとい

うことを改めて考えさせられた研修であった。八尾市議会でも「伝えよう」として

紙面づくりをしていたがうまくいかず、視点を「伝える」から「伝わる」紙面づく

りに変えたことにより、より読みやすく伝わる紙面づくりになっていると感じた。

どうしても「伝えよう」とすると情報量や文字数が多くなりがちであるが、「伝わ

る」ことに重きをおくと逆に文字数を減らしたり情報量を減らしたりあいているス

ペースを大切にすることにより、読者の視点で「読みやすい」「理解しやすい」紙

面になる。ただ、文字数や情報量を減らすことは賛否両論出る可能性もあるため、

強い改善の意思や意味を委員会全体で共有し他の議員にも伝える必要がある。 

また手に取ってもらいやすくするために表紙に学生を起用したりミートアンドグリ

ートという形で意見交換会を開催したりとターゲットを学生に絞って交流していく

ことで更に興味ある紙面づくりに成功している。自分たちの意見や考えだけに固執

するのではなく学生や先生など外部の意見を積極的に取り入れることにより議会広

報に広がりができている。三豊市議会広報としてもまずはターゲットを絞るなどし

て外部からも意見を聞いて取り入れることにより、広がりのある広報づくりを進め

ていく必要があると感じた。 

 

【和歌山市議会】 

 

動画や SNS を活用している議会ということで視察に伺ったが、想像以上に積極的に

活用しており羨ましく感じた。また委員自ら楽しんで活動しているようにも感じら

れ、それが動画にも現れているように感じた。委員会が協力して動画を作ったりす

ることで委員会としてのチーム力も強くなっているようだ。少しでも市民に届けよ

う、関心を持ってもらおうと、AI アナウンサーによるラジオ番組などチャレンジ精

神旺盛にいろんなものに挑戦して行動していることが市民に伝わっている。 

「議会があること」を市民に知ってもらうために、当初折り込み広告をしてみたが

効果が薄いためにやめ、その予算をフェイスブック広告にあてたと聞いた。その結



果、フェイスブック広告が費用対効果が高くなったと聞いた。失敗してもめげずに

新しいことにチャレンジすることの大切さも学んだ。市民の意見を聞くため専用の

メールアドレスを所得していたが利用はほとんどないという。しかしいつでも市民

の意見を聞くという姿勢を市民に示す上でも大切であるとはっきり認識しており、

『広報だけでなく公聴（市民の声を聞く）を大事にしていきたい』とはっきり言え

る姿勢は見習うべきだと思った。 

全体的に広報委員会としてなんとか市民と繋がりたいという想いの強さと行動力の

強さを感じ大いに勉強になるとともに刺激を受ける研修となった。 

  

 ※所感の提出については、メールまたは USB 等によるデータで事務局に提出ください。 



議会広報委員会行政視察研修 所感 

 委員名 高木  修           

 

１、大阪府八尾市 

  「議会広報について」 

  ・“伝える紙面づくり”から“伝わる紙面づくり”へ、という 

   ことをコンセプトに、わかりやすい紙面を目指している。 

  ・「市政だより」との合冊発行になっており、２０年続いている。 

  ・高校生とのコラボ企画が実施されている。 

＜所感＞ 

高校生の若い感性も取り入れ、わかりやすい紙面を体現している。 

三豊市も学ぶべきところが多々あった、と感じた。 

 

 

２、和歌山市 

「議会広報について」 

・平成３０年９月号が、中核市議長会議会報コンクールで 

 審査員特別賞を受賞。 

・高校生、市民モニターの皆さんとの意見交換会を積極的に 

 行っている。 

・教育委員会主催の「ジュニア(中学生)議会」もサポート 

 している。 

＜所感＞ 

市民・若者のセンスを取り入れ、フレッシュな紙面になって 

いると思う。 

三豊市議会だよりも頑張っていると認識しているが、井の中の蛙 

にならず、幅広い層からの声を聴きたい。 

 

 

以上 
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議会広報委員会行政視察研修 所感 

 委員名 近藤 武          

 
【八尾市議会】 
 
八尾市では子供達との関わりあい、学生と対談、高校生と連携等を重視していると

主査の松村氏より説明があった。枝豆、若ごぼう、八尾の枝豆タルトなどの産地であ

る。 
三豊市との相違点は、職員が作成するウェイトが重いということ、ほぼほぼ職員が

作成し広報委員会に了承を得て発行している。伝える紙面作りから伝わる紙面作り

へ、市議会 X 高校生プロジェクトというのも 平成 29 年より取り組んでいるのも面

白い。 
紙面改革の一番は、表紙のマンネリ化ということで地元高校生の元気な写真を前面

に押し出して若者にも読んでもらえるような取り組みをしている。 
議員一般質問の記事はあくまでも動画配信に誘導する入り口に過ぎないというこ

とであり、1 ページに議員 4 人分 4 段とし、手に取りやすい表紙、高校生でも分かり

やすい言葉使うことに気を付けているとのこと。新しい発想が出にくい議会だよりに

なってしまいがちであるが、議会と高校生との会話を設けることによって市議会への

理解、高校生にとっては発言する機会や他校とのコミュニケーションも取れ、先生に

とっても好評であったとのこと。そして、子供が表紙として出るのは、親も見てくれ

る可能性があり、また、スマホアプリのマチイロ、子育て世代の女性の登録が多いこ

とで、保育や女性に関しての情報を流せるツールにもなっている。 
今までの市議会は、議会の活動は市民に伝わりにくかったので、さまざまなツール

を使い、少しでも理解してくれる人を増やすことが必要と考えた。 
個人質問の写真については誘導するため説明文をつけ、イラストより写真を重視し

効果的な余白も必要で、より分かりやすい、より見やすい、伝える紙面作りから伝わ

る紙面作りを目指しているとのこと。 
紙面作りに議員はそんなに深く取り組んでいないが、レイアウト案、ページ数的な

ものを協議している。 
高校生コラボレーションでは、八尾市の高校は公立 4 校私立 1 校、各校 5 名程度

募集、何年生でもよいことになっている。 
表紙の見出しについては、以前は内容をメインに載せていた、今回は野球とコラボ

してみた。人間が理解できる見出しの文字数は 15 文字まで、Yahoo!ではおおむね 13
文字である。基本的にはほとんどの内容が事務局中心に作成している。数案だして選

ぶときは委員会に決定してもらう事などで、議会と事務局との信頼関係と連携がとて

もいい状態である。   
また、これからは高校生だけでなく大学生や中学生、一般企業も考えているそうだ。 
 



 
【和歌山市議会】 
 
広報委員長 西風氏より挨拶があり、事務局 亀岡氏取り組みについて説明をしてい

ただいた。 
広報委員会の予算採りについて、Facebook や SNS 発信についてはやりたいこと

をすべて予算計上していく、また動画も作り、Facebook 広告には特に力を入れてい

る。文だけでなく、惹きつけるために動画もいっしょに載せている点も素晴らしい考

えと思った。 
まず驚いたのは、表紙の奇抜さと、2 ページ目、3 ページ目の特集記事についてで

ある。特集記事テーマの目安的は、季節や列車、犬、コスプレ、観光、旬なものが候

補に挙がっている。また、中核市議長会、議会たよりの賞が取れていなかったのでど

うしても取りたかったとのこと。また、議員自ら議会だよりを袋つめして駅で配布し

ていることである、広報委員会だけでなく、ほかの議員も参加しているとのことであ

った。 
市民モニターが議会だより作りのターニングポイントになった。とにかく、手にと

って開いてもらうことが 1 番重要と考え、表紙のコスプレも反対意見などなかった。 
この研修で学んだ事は、八尾市の取り組みは事務局がメインになって取り組む姿

勢、和歌山市は議員がメインになっての取り組む、自治体によって取り組み姿勢が異

なっている点が新鮮に思えた。 
三豊市の議会だよりの内容は市民が伝わりにくい内容となっているように思える、

まだまだ余白や文字数も多いと思う、議員の一般質問も押し付けで「どうぞ見る人は

見てくださいね」と感じる。まず若い人にも手に取り開いてもらえるように表紙や特

集記事を掲載作るべきだと考える。今回の研修は自分にとって初心にかえれたような

（まだ初心者であるが）気持ちになった。「読みやすい、伝わりやすい、若者にも手

に取りやすい議会だより」を目指すべきであると学んだ。 
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