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§調査対象は
議会広報紙、議会中継、ホームページ
広報委員会、編集委員

§広聴活動と議会活性化も同じ項目に

§広報・広聴・コミュニケーション全体を意識

2



3

媒体

紙・印刷物
（議会）

議会広報紙 会議録 年報・紀要
議会統計

議員名簿
議員紹介

議場案内
傍聴案内

議会誌・史
議員名鑑等

紙・印刷物
（企業等）

折込・ポス
ティング

広告 報道発表・
記者レク

取材・解説
記事

放送・通信 生中継
有線･ネット

編集録画・
録音放送

オンデマン
ド配信

ホームペー
ジ

議員
会派・政党

面談 戸別訪問
（名刺）

街頭宣伝
（ちらし）

集会（パン
フレット）

議会報告

議会事務局
等

議場見学
庁舎見学

研修・視察
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§１ 議会広報はいつから、何のため

§２ 報道としての町村議会広報

§３ 議会広報を住民参加の手段へ

§４ 政務活動を議会広報へ応用

§５ ＳＮＳ･コロナ時代の広報
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§戦後の「民主化」期、GHQの指導ではじめられたのではないか？
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･･･以上が州議会の主な権限及び職務の若干の極めて簡略な概要で

あります。州の行政の全ての部門に関する多くの情報は「州の記

録及び便覧」中に見出せます。これは州によって出版せられた書

物で州行政に関する価値ある最近の事実を載せています。選挙統

計を示し、州政三部門、行政諸部並びに立法諸委員会の総人数並

びに州の殆ど全てのその他の活動が記載されています。町、市及

び区の政治に関する情報を提供します。知事の告示の全文を含ん

でいます。･･･この書物で、あなたは自分の住んでいる町について

興味のある情報を見付けることでしょう。

─内務省地方局『アメリカの民主政治（コネティカット州政治の概要）』、全国町村会、昭和22

年9月15日発行
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報告

§一会計年度の事務の実施状況の報告

§前回定例会以後の町村政の報告

→議会への報告とは、住民に報告すること
→しかし、終わったことの報告で議論するか
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§地方自治実現のための重要な手法

§当時は年６回以上の定例会毎に発行
議案の審議結果を載せるか？

（一般質問は行われていない）

§とはいえ、町村議会事務局は未設置

→町村議会広報は議員の手作りに始まる
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§ 町村発の情報発信が少ない中で「会議の内容」を知らせる

→知らせるべきは会議の内容だけか

→議員を主体とするためには一般質問か？

§ 議会独自の調査報道、解説、資料

→「あれから、どうなった？」

§ 議会の他のメディア（中継、会議録）との役割分担

→会議で発言できない背景、予習・復習、会議録には載せられない「パネル」

§ 会議以外の議会活動の紹介

→収支決算に留まらない政務活動、議長・委員長・議長会・議員連盟の活動
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§ 国会
衆議院・憲政記念館、参議院
国立国会図書館・調査及び立法考査局

§ 都道府県議会

§ 大規模市議会

§ 中小規模市議会
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§ 時々の国政上の課題に関する簡潔な解説シリーズです。ひとつの号にひとつのテーマを取り上げ、原則として10ページ以
内にまとめています。

（2021年）

中小企業の定義―概要と論点―（2021年7月27日発行 1155号） (PDF: 504KB)

コロナ禍における旅客航空会社への支援（2021年7月27日発行 1154号） (PDF: 517KB)

建設発生土をめぐる現状と課題（2021年7月13日発行 1153号） (PDF: 398KB)

沖縄県の米軍施設・区域の返還状況―施政権返還以降の経緯と現状―（2021年7月13日発行 1152号） (PDF: 488KB)

主要国の個人所得税負担率―金融所得課税の在り方をめぐる―考察―（2021年6月15日発行 1151号） (PDF: 643KB)

ポストコロナを見据えた金融政策の修正―日銀の「点検」とその背景―（2021年6月15日発行 1150号） (PDF: 603KB)

中小企業向け税負担軽減措置の在り方（2021年5月27日発行 1149号） (PDF: 455KB)

ミサイル防衛の現状と論点（2021年5月13日発行 1148号） (PDF: 492KB)

ふるさと納税の現状と課題―返礼品競争への対応と残された課題―（2021年4月8日発行 1147号） (PDF: 533KB)

サンマの資源管理と持続的利用（2021年4月8日発行 1146号） (PDF: 601KB)
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§○町長は何何について「○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○」と述
べた。××議員の質問に答えた。

§議会にとってのニュースの価値とは？

§衆議院ホームページ「委員会ニュース」の作成方法

§住民が知りたいことと、議会が知らせたいことの、どち

らを広報すべきか？
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§政治活動の自由は絶対
→『選挙運動早わかり』第１章７「政治活動」32・33頁

§議員・会派等の後援会だよりも自由
→政務活動費を使用する場合の条例規定

§公職選挙法の考え方「金がかからないのなら良い」との間

§議会が作成した情報を後援会だよりに転用する際の手続と
ルール「著作権」

16



§著作権
著作者人格権 公表権・氏名表示権・同一性保持権
著作物の内容を自分の意に反して無断で改変されない

著作権（財産権）他人に無断で利用されない権利

§著作物の利用は著作権者の許諾が原則

§自由に使える例外は著作権法（＋国際条約）に規定
内部資料のための複製、引用
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§ 著作権法 第４０条（政治上の演説等の利用）
[1]公開の場で行われた政治上の演説や陳述，裁判での公開の陳述は，ある一人の著作

者のものを編集して利用する場合を除き，方法を問わず利用できる。
[2]議会における演説等は，報道のために新聞等への掲載，放送等により利用すること

ができる。同様の目的であれば，翻訳もできる。

§ 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合，すなわち引用を行う場合，一般的には，
以下の事項に注意しなければなりません。

（1）他人の著作物を引用する必然性があること。
（2）かぎ括弧をつけるなど，自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
（3）自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること（自分の著作物が主
体）。

（4）出所の明示がなされていること。（第48条）
以上引用 文化庁HP

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.h
tml 18



§ Q2：どんなものを納めなければならないのですか？

A2：頒布の目的で相当程度の部数が作成された資料（図書、雑誌、新聞、CD-ROMなど）は、すべ

て納本の対象です。議会資料や、民間調査研究機関に委託して作成した調査報告書、執務参考資料

などのいわゆる’内部資料’も対象となります。また、地方公共団体の諸機関等が自ら発行した出版物

と並んで、地方公共団体の諸機関等のために発行された出版物＊も納本の対象となります。

ただし、機密扱いのもの（部内資料として作成された名簿類も含む）、簡易なもの（書式、ひな型、

1枚もののチラシ、カレンダー等）は納本の対象ではありません。

§ 納本部数 町村の諸機関 ２部

§ 国立国会図書館ＨＰ https://www.ndl.go.jp/jp/collect/deposit/qa03.html

§ ＩＳＳＮ（国際標準逐次刊行物番号）登録・表示もお忘れなく！ 19

https://www.ndl.go.jp/jp/collect/deposit/qa03.html


これまで「著作権」という考えで会議録を扱ってき
たか？

会議録に「転載禁止」は考えにくいが、氏名表示や
同一性保持（内容の無断改変）は議論したか？

発行者、発行年月日等の「書誌情報」はあるか？
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§ 議会の諸制度よりも「通則法」の方がずっと新しい

§ 通則法が制定される際、先行している個別法が改正されるとは限らない

（旧）著作権法1899（明治32）年 ←市制町村制1888年

（現）著作権法1970（昭和45）年 ←地方自治法1947年

※個人情報保護制度、情報公開制度なども同様
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他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合，すなわち引用を行う場合，一般的
には，以下の事項に注意しなければなりません。

（1）他人の著作物を引用する必然性があること。

（2）かぎ括弧をつけるなど，自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

（3）自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること（自分の著作物が
主体）。

（4）出所の明示がなされていること。（著作権法第48条）

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_ji
yu.html
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§ 引用 「誰々はAだと言っている」

←実際には「Aではなくて、Bではないかと言った」

学生のレポートなどでもときどきありますが･･･

§ 引用の形をとらずに「私はこう思う」

←他人のアイデアを使うときには了解か表示がなければ盗用！

学術の世界では厳しく罰せられます。

23



§ １件目は，インターネット上の誹謗中傷対策についてです。

近時，インターネット上の誹謗中傷が社会問題化していることを契機と

して，誹謗中傷に対する非難が高まるとともに，こうした行為を抑止すべ

きとの国民の意識も高まっています。

こうしたことに鑑みると，公然と人を侮辱する侮辱罪について，厳正に

対処すべき犯罪であることを示し，抑止することが必要であると考えられ

ます。そこで，早急に侮辱罪の法定刑を改正する必要があると思われるこ

とから，９月１６日に開催予定の法制審議会に諮問することとしました。
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その内容は，「拘留又は科料」とされている法定刑を「１年以下の懲役
若しくは禁錮若しくは３０万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とする
ことについて御意見を承りたいというものです。法制審議会において，充

実した議論が行われることを期待しています。

○公職選挙法第11条

次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。

二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

三 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者

（刑の執行猶予中の者を除く。）
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また，法務省の人権擁護機関では，インターネット上の誹謗中傷に関す

る相談を全国の法務局の窓口や電話，インターネット等で受け付けていま

す。この相談においては，相談者の意向に応じ，違法性を判断した上で，

プロバイダ事業者等に対して投稿の削除を要請しています。

これとともに，削除要請の実効性を更に高めるため，総務省とも連携し，

プロバイダ事業者等との意見交換を通じて，削除要請に対する理解を求め

るなどの取組も進めているところです。

法務省としては，今後とも，インターネット上の誹謗中傷の対策に，

様々な手段を通じ，しっかり取り組んでまいります。
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§ 法令遵守はもちろんですが、「利益相反」、「安全

保障への配慮」など、高い倫理性が期待される議員

活動のためには、知っておいていただきたいことが

あります。

（参考）日本学術振興会「科学の健全な発展のために

──誠実な科学者の心得──」2015年2月

https://www.jsps.go.jp/j-kousei/data/rinri.pdf
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2.5 社会の中で科学者が果たす役割（前掲書13頁）

社会が科学に対して抱く期待が何であるかを科学者自らが理解すること，またそれとは
反対に，科学を社会に理解してもらうことのいずれもが重要です。このため，科学者は市
民との対話と交流に積極的に参加することが求められます。また，社会のさまざまな課題
を解決し，福祉を実現していくために，政策形成に有効な科学的助言をすることも科学者
の使命です。その際，科学者間の合意に基づいた助言ができるよう努力する一方，意見の
相違が存在するときはこれを分かりやすく説明する必要があります。

「科学」を「政治」に、「科学者」を「議員」に置き換えたら？
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§テキストは誰でも読むことができます

§誰でも受講できるe-ラーニング（パソ
コン用のオンライン教材）があり、団
体で申し込むこともできます。

§研究費を受ける研究者は、受講が「義
務」になっています

§修了証書が発行されます
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高知県大川村議会の議員のなり手問題 アンケートで指摘されたこと

議案や予算は難しそうでわからない！

→議会広報で 議案・予算の わかる化と

争点・問題点の具体化を

説明資料を一般住民向けに改善、掲載する

議員それぞれの立場からの解説、異論を提示する

住民や専門家の意見を審議で開陳、議会広報へ

→表紙のアイキャッチャーより、知っている人が書かれているへ
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大川村議会維持対策検討のためのアンケート調査
平成29年7月 高知県ホームページ
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111701/files/2017092100240/file_2017921413555_1.pdf



§ （国の予算・重要法案の公聴会）決定の前提として意見を聞く
→専門的知見の活用
→広聴

§ 決定前の未成熟情報※こそ、広報すべきではないか
→多様な意見を持つ議会だから、多様な住民の意見を受け止められる

→一人の首長が広聴しても、それを決定とするには限界が明らか

※情報公開条例の適用除外

参加のための資料と、参加者からの
フィードバックこそ議会広報では

議場よりも誌上討議が制約が少ない
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§おもしろい

§もうかる

§楽しい・うれしい

→議会広報の情報は？
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§ いままではむしろ避けてきた政務活動の紹介
→使途ではなく、「成果」は議会広報で報告されているか？

§ 政務活動費を措置しない議会でも、議員の政務活動は可能

§ 議会広報でビジネスチャンスをつくる

§ オープンデータ（諸統計、RESASなど）と活用事例

§ 「現」住民にとっての町の再認識

§ ふるさと納税、ふるさと住民票のごあいさつは？

→（例）国勢調査の結果をどう解釈するか、人口動態とどう結び付けるか
専門家に学術的な研究をさせたら、どうすべきかを議論するのが議会

→（例）議長会等の広域の共同活動は住民に知らされているか
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§広報のコンサルティング・ビジネス

→公益社団法人 日本広報協会

§広報専門職（地方メディア記者）の普遍的な存在

§広報担当者の養成 JAMP、JIAM、（一社）日本経営
協会

§自治体広報の参考図書 等々
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§ 「紙」「放送」のマスメディア、ホームページから「個」のSNSの時代
SNS 1：1のやり取りを衆人環視の下で行う

36https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/service/07.html
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§訴えたい相手にふさわしい媒体の選択

§内容は「報告」か、「問題提起」か

§訴えへの反応をどう返すのか

→一人の意見も大事だが、少数意見では。
→議会の多数意見 ≠ 住民の多数意見

§双方向性をもった媒体への反応は
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§議員・首長の広報

→内容の切り分けか、別意見か
§公文書・情報公開が当然の時代の広報の役割

→そもそも論
会議録はきちんと作成・公開されている？

議会自体の役割はどうか？
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V-RESAS 新型コロナウイルス感染症が地域経済に与える影響の可視化 https://v-resas.go.jp
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§ コロナ禍以降の政策の大幅な組み直しの必要

→事実に基づいて行われているか （例）速報性：人口動態調査

→町村の事務だけで住民は守れない

→地域毎に実状は大きく異なる

→縦割りの国の省庁が気がつかない現場・国民

§ 不安をかかえる住民の気持ちは認識されているか
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