
令和２年度 議会事業取組評価（広報部会所掌分） 
 

広報部会取組事項 

１ 情報発信及び情報提供方法の検討 

 ⑴ ケーブルテレビ番組「委員会レポート」の放送 

 ⑵ 市議会ホームページの充実 

２ 議会だよりの発行 

 ⑴ 議会だよりの発行 

 ⑵ 議会だよりのリニューアル 

３ ステップアップ市民会議からの提言に基づく取組み 

 ⑴ 松本市議会こどもだよりの発行 

４ その他広報部会の所掌事項に関する検討 

 ⑴ 市のイベントを活用した市議会のＰＲ 

 ⑵ 市議会の広報活動に対する第三者による検証 

 

１ 情報発信及び情報提供方法の検討 

  ⑴ ケーブルテレビ番組「委員会レポート」の放送（前年度継続事業） 

 実施の概要・成果 課題・今後の取組み 

 ア 放送時期等 

 ・常任委員長等が定例会の議案審査の内

容等をお知らせするもの 

 ・令和２年度は６月、９月、12、２月定

例会後の４回放送 

イ 放送後は市議会ホームページでも動

画を公開 

ウ 出演者等詳細は別紙のとおり 

エ 成果 

  わかりやすい表現に努め、充実した番

組となった。 

 

 

 

 

・令和３年度放送予定 ４回 

・番組の周知 

・視聴者からの感想等、内容の客観的検

証 

・専門家からの意見を参考に放送内容を

検討 



 ⑵ 市議会ホームページの充実（前年度継続事業） 

 実施の概要・成果 課題・今後の取組み 

 ア オンライン配信を含めた委員会等の

映像配信について検討した。 

 (ｱ) 検討事項 

  ・配信方法・撮影方法別の費用対効果

の比較・検討 

  ・現状のホームページの閲覧者数や会

議の傍聴者数の整理 

 (ｲ) 部会での集約 

  ・現時点において、委員会等のオンラ

イン配信は、設備・人員・費用面か

ら課題が多い。 

  ・新庁舎建設を控え、また、新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止のため

の対応(傍聴自粛のお願い)の継続

期間が不透明な状況で、このような

コストをかけることに対して理解

を得るのは難しい。 

・新庁舎建設に合わせた議会独自の映像

配信システムの導入の検討 

・議会の活動をより伝えられるコンテン

ツの検討 

 

２ 議会だよりの発行 

  ⑴ 議会だよりの発行（前年度継続事業） 

 実施の概要・成果 課題・今後の取組み 

 ア 発行実績 

  ４回発行（８月１日、11月１日、２月

１日、５月１日号） 

イ 配布方法等 

 ・町会加入世帯へ広報まつもとと一緒に

全戸配布 

 ・市議会ホームページ、スマートフォン

アプリでも配信 

 ・庁内、市内施設へ配備 

ウ 成人式については、コロナ禍による中

止のため、未配付 

・令和３年度の発行予定 ４回 

・市民が議会活動について理解や関心を

深められる紙面内容の検討 

 



 ⑵ 議会だよりのリニューアル（前年度継続事業） 

 実施の概要・成果 課題・今後の取組み 

 ア 令和３年度リニューアルに向けた見

直し 

 《今年度検討事項》 

 ・ページ数や掲載コンテンツ、レイアウ

トの検討 

・表紙デザインの検討 

・裏表紙の市民インタビューの内容検討 

・令和３年８月１日号からのリニューア

ル後の検証 

 

３ ステップアップ市民会議の提言に基づく取組み 

  ⑴ 松本市議会こどもだよりの発行（前年度継続事業） 

 実施の概要・成果 課題・今後の取組み 

 ア 発行実績 

  創刊号改訂版（５月発行）、第４号（12

月発行） 

イ 内容 

  第４号のテーマは「委員会」とした。 

ウ 配付対象・配付方法 

  市内の小学校５、６年生及び中学生

（特別支援学校等を含む）に学校を通じ

て配付 

エ 成果 

  クイズを取り入れるなど、子どもや若

者に市議会を身近に感じてもらうため

の広報として発信ができた。 

・令和３年度の発行予定 ２回 

・実施効果の検証 

・子どもたちが議会や政治に関心がもて

るようなテーマの選定 

 

 

４ その他、広報部会の所掌事項に関する検討 

  ⑴ 市のイベントを活用した市議会のＰＲ（前年度継続事業） 

 実施の概要・成果 課題・今後の取組み 

 ・新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、多くの市のイベントが中止。特に検

討を行わなかった。 

・市議会のＰＲができるイベントや参加

のあり方について検討 



 ⑵ 市議会の広報活動に対する第三者による検証（前年度継続事業） 

 実施の概要・成果 課題・今後の取組み 

 ア 第三者評価を行う媒体を広報活動す

べてではなく、対象を絞って実施 

 →今年度は「委員会レポート」について

実施 

イ 評価者及び実施方法 

 ・ 専門家による評価を実施 

・委員会レポートについては、専門家か

らの意見を参考に、放送内容を検討 

・その他の広報活動に対するモニター制

度等について検討 

（評価責任者） 広報部会長 芝山 稔 



 

令和２年度 委員会レポート実施結果 

 

定例会 読合せ・収録 放送日 放送時間 出演者 

６月定例会 

 開会 

 ６月８日（月） 

 閉会 

 ６月 25日（木） 

７月 10日（金） ８月 14日（金） 51分間 ６名 

議会運営委員長（進行） 

議長 

４常任委員長 

９月定例会 

 開会 

 ９月７日（月） 

 閉会 

 ９月 28日（月） 

 

決算特別委員会 

10月 １日（木） 

 ２日（金） 

 ５日（月） 

 ６日（火） 

10月 13日（火） 11月８日(日) 45分間 ７名 

議長（進行） 

４常任委員長 

決算特別委員長 

決算特別副委員長 

１２月定例会 

 開会 

 11月 30日（月） 

 閉会 

 12月 17日（木） 

１月 12日（火） ２月 11日（木） 51分間 ８名 

副議長（進行） 

４常任委員長 

４常任副委員長 

３部会長 

２月定例会 

 開会 

 ２月 24日（水） 

 閉会 

 ３月 19日（金） 

３月 30日（火） ５月２日(日) 54分間 13名 

議長（進行） 

４常任委員長 

４常任副委員長（副分科会長） 

予算特別委員長 

３特別委員長 

（別紙） 

番組内容【松本市議会委員会レポート～令和２年９月定例会～】 

１ 総括説明（議長）3分 

２ 主な議案の説明、感想（委員長）18分（進行 2分+＠4分×4人） 

３ Ｒ元決算審査について（決算正副委員長による対話形式）22分 

４ 総括説明（議長） 2分 

番組内容【松本市議会委員会レポート～令和２年１２月定例会～】 

１ 総括説明（副議長）3分 

２ 主な議案の説明、感想（委員長）18分（進行 2分+＠4分×4人） 

３ 常任委員会の活動内容、感想（副委員長）14分（進行 2分+＠3分×4人） 

４ 部会の活動内容、感想（部会長）14分（進行 2分+＠4分×3人） 

５ 総括説明（副議長） 2分 

番組内容【松本市議会委員会レポート～令和３年２月定例会～】 

１ 総括説明（議長）3分 

２ 主な議案の説明、感想（委員長）18分（進行 2分+＠4分×4人） 

３ 当初予算審査報告（副委員（分科会）長）17分（5分+＠3分×4人） 

４ 特別委員会の協議内容等（特別委員長）14分（進行 2分+＠4分×3人） 

５ 総括説明（議長）2分 

番組内容【松本市議会委員会レポート～令和２年６月定例会～】 

１ 総括説明（議会運営委員長）3分 

２ 新型コロナウイルス感染症に対する市議会の対応について（議長）10分 

３ 主な議案の説明、感想（委員長）18分（進行 2分+＠4分×4人） 

４ 令和元年度政策提言について（委員長）16分（進行 2分＠4分×4人） 

５ 総括説明（議会運営委員長） 2分 


