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平 成 3 1 年 度 第 １ 回 広 聴 広 報 会 議 記 録 

 

                     広聴広報会議座長 工藤 勝子 

 

１ 日時 

  平成 31年４月 17日(水) 

  午後２時 42分開会、午後３時 16分散会 

２ 場所 

  議会運営委員会室 

３ 出席議員 

  工藤勝子座長、佐々木朋和副座長、阿部盛重議員、城内よしひこ議員、 

ハクセル美穂子議員、工藤誠議員 

４ 事務局職員 

  八重樫事務局次長、嵯峨議事調査課総括課長、佐々木政策調査課長、古川主任主査、 

日向主任主査、藤根主任主査、千葉(順)主任主査、中村主査、小志戸前主査、 

八重樫主査、千葉(亮)主任 

５ 傍聴議員 

高田一郎議員、小西和子議員、小野寺好議員、吉田敬子議員 

６ 一般傍聴者 

  なし 

７ 会議に付した事件 

 (1) 協議事項 

ア 平成 31年度県議会広報に係る業務委託の契約内容について 

イ 平成 31年度広聴広報会議等開催計画(案)について 

ウ 県民と県議会との意見交換会（４・５月実施分）について 

(2) 報告事項 

親子県議会教室開催に係る事前周知について 

(3) その他 

次回の会議日程について 

８ 議事の内容 

○工藤勝子座長 ただいまから、平成 31年度第１回広聴広報会議を開会いたします。 

 会議に入るに先立ち、４月１日付けで事務局の職員に人事異動がありましたので、新任

者を紹介いたします。 

 八重樫浩文議会事務局次長です。 

○八重樫事務局次長 八重樫でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○工藤勝子座長 次に、事務局の広聴広報会議関係新任職員について、八重樫次長から紹

介させます。 

○八重樫事務局次長 それでは、広聴広報会議関係職員を紹介させていただきます。 
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 嵯峨俊幸議事調査課総括課長です。 

 藤根由紀子議事調査課主任主査です。 

千葉順子議事調査課主任主査です。 

 八重樫恵美議事調査課主査です。 

 以上、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○工藤勝子座長 以上で新任職員の紹介を終わります。 

 これより本日の議題に入ります。本日は、お手元に配付しております日程により会議を

行います。 

まず、１、協議事項の（１）平成 31年度県議会広報に係る業務委託の契約内容について

を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

○八重樫事務局次長 それでは、資料１－１をごらん願います。 

 本年度の県議会広報に係る業務委託につきましては、去る３月 26日に応募業者２者によ

る企画コンペを行い、当会議の工藤座長とハクセル議員をはじめ、選考委員６名の皆様に

審査をお願いしたところであります。 

この結果、資料１-１と資料１-３のとおり、株式会社東広社が受託事業者として決定さ

れたところです。当該事業者は、平成 23年度から引き続いての受託となります。 

資料１-１の２契約の内容につきましては、基本的には平成 30 年度と同内容で考えてお

りますが、一部、新たに盛り込まれた要素もありますので、主に新しい部分について御説

明いたします。 

まず、（３）代表質問及びテレビ中継についてですが、今年度は改選期の９月定例会にお

きましても代表質問が行われる予定でありますことから、２月定例会と同様にテレビ中継

を行う予定としております。 

次に、（４）情報誌を活用した広報の制作及び配布については、昨年度は情報誌マシェリ

といわにちリビングに主に女性をターゲットとした議会の広報記事を掲載したところです

が、今年度は、全県を発行エリアとしている情報誌であるアキュートを活用したいと考え

ておりまして、年２回、親子向けに議会の広報記事を掲載しようとするものです。 

次に、（５）若者向け県議会傍聴案内ポスターデザインコンテストの実施については、昨

年度に引き続き、広く若い世代の方々からポスターデザインを公募して、若者向けの県議

会傍聴案内ポスターを定例会ごとに制作いたします。また、デザイン決定に当たりまして

は、コンテスト形式で決定しようとするものです。なお、審査方法につきましても昨年度

と同様、当会議の構成員となっている議員の皆様に選考いただきたいと考えております。

募集については、４月末から１カ月程度行うこととして準備を進めております。 

 資料の裏面をごらんください。 

 （６）親子県議会教室開催広報の作成ですが、12月に開催予定の親子県議会教室への参

加を促すための広報用チラシについて、県内小学校等五、六年生の全生徒分作成しようと

するものです。 

３の協議事項です。３月 26日に実施された企画コンペにおいて、受託業者となりました

東広社から県議会の広報ロゴマークを一新する提案を受けております。この提案の取り扱
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いについて御協議いただきたいと思います。 

 現行のロゴマークについては、資料１-１に記載のもので、平成 26 年度より継続して用

いているものであり、ある程度定着しており、一定の認知度を得ているものと認識してお

ります。 

企画コンペにおいて、新しくロゴマークを提案いただき、提案されたロゴマーク案は、

資料１-２に記載の２案になります。Ａ案は個々が一つになって、前進していくことをイメ

ージしたもの、Ｂ案は岩手を一つにつなぎ県政を築いていくことをイメージしたものとの

ことですが、この提案について、どのように取り扱うかを御協議いただきたいと思います。 

 なお、仮にロゴマークを現行のものから一新し、Ａ案又はＢ案が採用された場合のロゴ

マークの実際の変更のタイミングは、事務局としては５月の最初の営業日である７日から

行うことを考えております。例えば４月発行で５月に各家庭等に配布されるいわて県議会

だよりなどは現行のロゴのままとなり、一斉に切り替わるものではないということを御了

知いただきたいと思います。 

 また、ただいまごらんいただいております業者から提案を受けたロゴマークが記載され

ております資料１-２ですが、デザインの意匠の権利に関わるものでありますので、会議終

了後はお持ち帰りにならず、この場に置いていっていただきたく存じます。 

平成 31年度県議会広報に係る業務委託の契約内容については、以上のとおりです。 

○工藤勝子座長 それでは、協議事項となっております、岩手県議会広報ロゴマークにつ

いての御意見を伺いたいと思います。 

ただいま説明のありましたロゴマークについて、どのようにするか皆様から御意見はあ

りませんか。 

この３つのデザイン、今まで使っていたもの、新しく提案されたものを比較しながら皆

様から御意見をいただきたいと思います。 

○ハクセル美穂子議員 私は変えたらいいのではないかと思っておりまして、変えるなら

ばＡ案がよいのではないかと思います。 

○工藤勝子座長 他に御意見はありませんか。 

○城内よしひこ議員 普段、どれくらいのサイズで使っていましたか。 

○ハクセル美穂子議員 いろいろなところに出てきているようです。いわて県議会だより

や、きょうの県議会など。それほど大きくなく、それを考えるとどちらがいいか。 

○工藤勝子座長 資料のものより、若干小さくなりますか。 

○嵯峨議事調査課総括課長 縮小されます。 

○城内よしひこ議員 私も変えてもいいと思います。使うのであればＢ案の方がいいと思

います。背景が地味な場合が多いので、あまり明るくない方がいいと思います。 

○阿部盛重議員 ロゴマークを変える必要性は何ですか。 

○八重樫事務局次長 今回、２業者から企画コンペにて提案いただきましたが、その中で

株式会社東広社から、現在のロゴを５年程度使っていたので、新しいいわて県民計画がス

タートする年で、新元号に変わるタイミングでもあることから、イメージを変える意味で

２つの案の提案があったところです。 
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○工藤誠議員 今この場でどちらにしますか、と言われても決めかねる。変えるというの

であれば、もう少し議論して再提案してもらうというのも１つの案ではないでしょうか。

今、この２つから選ぶというのは拙速なような気がするのですが。 

○工藤勝子座長 期限もあると思いますが、いかがですか。 

○佐々木政策調査課長 業者から提案をいただいているところですが、こちらからの再提

案ができるかどうかは提案者に確認してみなければわかりません。 

○城内よしひこ議員 変えないというのも選択肢としてあると思いますし、それはそれで

私はいいと思います。変えるタイミングというのもあると思います。新元号に変わる、議

会が新たになるなどのタイミングに変えるというのが必要だと思うのですが、半年後に変

えるなどではベストではないと思いますので、変えないというのも選択肢の中にあると考

えてもいいと思います。 

○佐々木朋和副座長 この３つの案から選ぶのであれば、私は見やすいので、Ｂ案がいい

のかと思いますけれども、タイミングとして令和に変わる時期というのもあると思います

が、９月には改選もあります。あなたとつくるいわて。いわて県議会、というキャッチフ

レーズそのものを変えるのか、という議論も必要であるのではないかと思います。 

○工藤勝子座長 言葉は変わらない、という提案になっていますよね。 

○佐々木朋和副座長 キャッチフレーズは定着しているから、このまま使った方がよい、

という提案ですよね。であればＢ案がよいと思います。Ａ案は字体の関係か、読みにくい

ような気がします。また、旧デザインは少し硬いような気がします。 

○工藤勝子座長 例えばＢ案を選んだ場合、色を変えることはできるのですか？ 

○佐々木政策調査課長 確認は必要ですが、おそらく大丈夫だと思います。 

○工藤勝子座長 では、時代が新しく変わるということで、デザインも新しくする、とい

うことでよろしいですか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○工藤勝子座長 では、この中でＡ案かＢ案かを決めてもらいたいのですが、Ａ案がいい

と思う方は挙手ください。 

   〔挙手少数〕 

○工藤勝子座長 それではＢ案としたいと思います。 

○佐々木朋和副座長 今の採決を受けて、字体や色などの微調整は座長一任とさせていた

だきたいのですが、よろしいでしょうか。 

○工藤勝子座長 それでは、岩手県議会広報ロゴマークについてはＢ案とすることとした

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

   〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○工藤勝子座長 また、もう少しはっきりとした色にしてもらいたい、腕のデザインをは

っきりとさせてもらいたい等の調整は御一任をいただきたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

   〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○工藤勝子座長 では、そのようにさせていただきます。 
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 その他業務委託の契約内容に対し、質疑、御意見等はありませんか。 

○ハクセル美穂子議員 （４）の情報誌を活用した広報の制作及び配布ということで、新

規の事業でアキュートに県議会広報記事を企画・作成し、発行することを年２回以上実施

するとのことですが、アキュートには無料配布しているアキュートファムという親子向け

で、幼稚園や子育て施設に置いているものがあり、年４回くらい配布していると思うので、

それにも同時に掲載できれば、親子県議会開催のちょうどよい時期に親子に情報が届きや

すくなると思うので、そのあたりも株式会社東広社と確認しながら、どれに掲載するかを

慎重に検討していただければと思います。 

○佐々木政策調査課長 アキュートファムについては、配布のエリアが盛岡市内及びその

近郊で、主に幼稚園や保育所、学童クラブなどに年４回配布していると聞いております。

それに掲載するとなると、別途掲載料金がかかるということでございます。 

○ハクセル美穂子議員 自分の会社で広告を掲載しているのですが、アキュートファムに

掲載するとアキュートにも掲載できるという特典がついたこともあったので、同じような

ことができると思ったのですが、別物なのでしょうか。 

○佐々木政策調査課長 連動はしていないと確認しております。 

○工藤勝子座長 他にありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○工藤勝子座長 それでは、その他の、平成 31年度県議会広報に係る業務委託の契約内容

については、事務局の説明のとおりとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○工藤勝子座長 それでは、そのようにいたします。 

次に、１、協議事項（２）、平成 31 年度広聴広報会議等開催計画案についてを議題とい

たします。事務局から説明をお願いします。 

○八重樫事務局次長 資料２をごらん願います。 

本日は、本年度における第１回目の広聴広報会議でありますが、本年度の会議の開催計

画について、事務局として考えておりますところを御説明させていただきます。 

本年度は、改選期でありますので、改選前の会議の開催につきましては、資料２のとお

り、３回程度の会議開催を予定してはいかがかと考えております。 

表の右欄には想定される議題を記載しておりますが、これは現時点で想定されるものを

掲げたものでありまして、開催の時期等も含めまして、概ねのスケジュール案としてごら

んいただければと存じます。 

なお、会議のほか、４月 23日と５月８日には県民と県議会との意見交換会を予定してお

ります。これにつきましては次の協議事項（３）で御説明いたします。 

また、若者向け県議会傍聴案内ポスターデザインコンテストの表彰式については、６月

定例会中の開催、岩手広告賞表彰式は７月中旬の見込みであり、これらについては第２回

の広聴広報会議で御協議いただく予定としております。 

平成 31年度広聴広報会議等の開催計画案については、以上のとおりでありますので、よ

ろしく御協議をお願いいたします。 
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○工藤勝子座長 ただいまの説明に対し、質疑、御意見等はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○工藤勝子座長 それでは、平成 31年度広聴広報会議等開催計画案については、事務局の

説明のとおりといたします。 

 次に、１、協議事項（３）、県民と県議会との意見交換会４・５月実施分についてを議題

といたします。事務局から説明をお願いします。 

○八重樫事務局次長 資料３-１をごらん願います。 

４月 23日と５月８日に、県民と県議会との意見交換会を開催することとしておりますが、

まず、４月 23日の第１回目につきましては、午後２時から、一戸町の御所野縄文博物館会

議室において、縄文遺跡群をはじめとする県北地域の文化振興についてをテーマに開催し

ます。裏面が参加者名簿となっており、８名の方々が出席予定です。また、各会派等から

御報告いただいた出席議員につきましても記載しておりますので、御確認をお願いします。 

２枚目が宮古会場となりますが、５月８日午後１時 30分から、県の宮古地区合同庁舎大

会議室において、新たな交通ネットワークや大型イベントを活用した地域振興についてを

テーマに開催します。こちらにつきましても、裏面に参加者の方々と、出席いただく議員

を記載しておりますので、御確認願います。なお、一般社団法人宮古観光文化交流協会か

ら参加いただく方は現在調整中となっており、近日中に確定する予定です。 

 意見交換会の進め方につきましては、次第をごらんいただきたいと思いますが、座長の

開会挨拶、出席議員の紹介の後に、参加者から取り組み事例や意見についてそれぞれ３分

程度で発表していただき、その後意見交換を行う、そのような進め方を考えております。 

また、すぐに回答できない質問等も出される可能性もありますが、その場合は、持ち帰

っての後日の回答とはせず、県議会として明確にお答えすることが難しいことなどを説明

し、その場で御理解いただくようにしていただければと考えております。 

なお、資料３-２は、岩手県議会の広報について紹介する資料でありますが、こちらも各

会場において配付したいと考えております。また、参加される議員の皆様には、それぞれ

のテーマに関する手持ち資料を別途事務局で作成し、お配りしたいと考えております。 

 県民と県議会との意見交換会４・５月実施分については、以上のとおりでありますので、

よろしく御協議をお願いいたします。 

○工藤勝子座長 ただいまの説明に対し、質疑、御意見等はありませんか。 

○城内よしひこ議員 県議会のクールビズは５月からですが、５月８日に参加される方々

にはどのように御案内するのでしょうか。 

○佐々木政策調査課長 議員についてはノーネクタイで参加させていただく旨、案内に記

載する予定です。 

○工藤勝子座長 他にありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○工藤勝子座長 それでは、４月実施分の意見交換会ついては、事務局の説明のとおり実

施したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

   〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○工藤勝子座長 それでは、そのようにいたします。 

次に、２、報告事項の親子県議会教室開催に係る事前周知についてを議題といたします。

事務局から説明をお願いします。 

○八重樫事務局次長 それでは、資料４をごらん願います。 

１の趣旨でありますが、昨年度から開催している親子県議会教室について、今年度は冬

休み期間中の 12月 26日に開催を予定しています。 

昨年度の広聴広報会議での御意見を踏まえ、県下全域からの募集を図るため、今年度は

県内の小学校五、六年生、約 21,000人の児童に募集案内チラシを学校を通じて配布する予

定であります。事前に市町村教育委員会に対して、御理解と御協力をいただくようにお知

らせしようとするものであります。 

なお、２の開催概要につきましては、現時点での案であり、詳細につきましては、今後、

検討してまいります。 

３の事前告知の方法でありますが、来る４月 25日に、県教育委員会と市町村教育委員会

との意見交換会が開催されることから、裏面に記載している昨年度作成した募集案内チラ

シのようなイメージで、県内全小学校に配布することに御協力いただくよう、説明しよう

とするものであります。 

以上、親子県議会教室開催に係る事前周知について、報告します。 

○工藤勝子座長 ただいまの説明に対し、質疑、御意見等はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○工藤勝子座長 それでは、親子県議会教室開催に係る事前周知については、事務局説明

のとおりといたします。 

 次に、３、その他の次回の会議日程についてを議題といたします。事務局から説明をお

願いします。 

○八重樫事務局次長 次回、第２回広聴広報会議については、議会傍聴案内ポスターの選

考などをしていただくため、６月上旬に開催が見込まれる６月定例会の 10日前議会運営委

員会終了後に開催してはいかがかと考えております。よろしく御協議をお願いいたします。 

○工藤勝子座長 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○工藤勝子座長 それでは、事務局から説明があったとおり、次回の会議は、６月上旬に

開催が見込まれる６月定例会の 10 日前議会運営委員会終了後に開催することとしたいと

思いますが、よろしいですか。 

   〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○工藤勝子座長 それでは、そのようにいたします。 

本日予定された案件は以上であります。 

 ほかに、構成員の皆様から、何かありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○工藤勝子座長 なければ、本日は、これをもって散会いたします。 

 


