
発行日 会議日

No.172 令和3年1月1日 令和2年11月26日・12月9日

No.173 令和3年1月31日
令和2年12月9日
令和3年1月15日・21日

No.174 令和3年5月2日 令和3年3月10日・4月9日・16日・28日

No.175
（臨時号）

令和3年5月25日 令和3年4月16日・5月14日

No.176 令和3年7月31日 令和3年6月16日・7月12日・19日

No.177 令和3年11月9日 令和3年9月16日・30日・10月12日・21日・28日

議会報編集部会（令和2年12月～令和3年11月）

★ 電子版のカラー化 ★

読みやすい議会だよりにするためカラー化を検討し、電子版のみＮｏ.174から実施した。

部会長 今西 克己
（新政クラブ議員団）

副部会長 杉島 久敏
（公明党議員団）

委 員 伊田 悦子
（日本共産党議員団）

委 員 肝付 隆治
（創政クラブ議員団）

委 員 鯛 慶一
（新政クラブ議員団）

委 員 田村 優樹
（市民クラブ舞鶴議員団）

構成委員市議会だよりの発行

★ 議会広報に関するアンケート調査を実施 ★

「市民に開かれた議会」の実現を目指し、議員および議会の役割や活動について、市民の皆さんにより深く知っていただき、

効果的な広報活動を展開することを目的に広報アンケートを実施した。

結果として、議会情報の入手方法で「市議会だより」が約8割であった。

★ 舞鶴市議会報発行要項および議会報編集要領を改正 ★

議会報の編集の基準となっている規定において、その内容を再確認するとともに、追加や変更する項目がないかなどを検討し、

効率的な編集が行えるよう現状にあわせて改正した。

今期の主な取り組み

舞鶴市議会

★ 市議会だよりの顔である表紙写真を委員から提供 ★

No.174から時節のテーマに基づいて委員が提供した写真の中から表紙を選定した。

▲ アンケート用紙

★ オンライン視察の実施 ★

「議会だよりの編集」について、東京都あきる野市へオンライン視察を実施した。



議会報発行目的を周知するための取組

《来期》全戸配布や委員会などに重点を置いた編集とした場合の紙面構成の在り方の検討

読む気が起きる紙面づくりへの取組

《次年》市民の興味を引く特集コラムの掲載や分かりやすい紙面づくりための検討

《来期》市民から表紙写真の募集、専門家にデザインを依頼、QRコードから質問動画へ飛ばすシステム変更の検討

双方向性のある紙面づくりへの取組

《次年》議会だよりに市民の声を反映させるための具体的な手法、他市の議会だよりも参考にしながら実現可能な手法の検討

全体的な意見

《次年》新たな取組は、議員・事務局の負担を考えながら、効果的で持続可能なものを検討

第20期舞鶴市議会基本条例実行計画の「市民に開かれた議会」の実現を目指し、読みやすい紙面づくりに努めるとともに、令和元年度よ
り増えた紙面を、議会活動のＰＲに有効に活用する。

申し送り事項（案）

今期活動方針

議会運営の新たな形として、オンライン会議に係る条例改正など「新しい議会の姿」を目指した取組や議員活動の「見える化」に関する
調査結果、市内各種団体と議員とで実施した議員定数に関する意見交換会の内容など、新たな議会の取組内容を掲載するとともに、読み手
のニーズに応じた掲載記事の検討を行うため、効果的な広報活動を展開することを目的に広報に関するアンケート調査をホームページ及び
No.176の紙面上でも実施。No.174に調査結果を掲載した。

広報アンケート結果から「興味ある記事」「改善の必要な記事」ともに「代表・一般質問」であったことから、質問・答弁の配分、分か
りやすい言葉とする等、見直しを行った。

総 括

議会報編集部会（令和2年12月～令和3年11月）

舞鶴市議会



２度のアンケート調査、ＦＭまいづるとの意見交換会等の取組を通し、リスナーの意見に積極的に耳を傾けるとともに、そこで得られた
成果を随時原稿作成やテーマ選びに反映させることで、市民が親しみやすく身近に感じられる放送に努めた。

■ ＦＭ放送11回、ＦＭ放送部会14回
■ ＦＭ放送に係る意見交換会
■ アンケート調査(２回)
■ テーマ案リストの作成
■ 親しみやすい放送に向けた取組 （用語置換、議員の人柄が見えるやりとりの追加）

6

市民に開かれた議会を目指し、市民に親しみやすく身近な議会とするため、
ＦＭまいづるを活用し議会活動に関する情報発信に努める。

今期活動方針

部会長 今西 克己（新政クラブ議員団）

副部会長 高橋 秀策（創政クラブ議員団）

委 員 伊田 悦子（日本共産党議員団）

委 員 小谷 繁雄（公明党議員団）

委 員 田畑 篤子（新政クラブ議員団）

委 員 田村 優樹（市民ｸﾗﾌﾞ舞鶴議員団）

構成委員

FM放送部会（令和２年12月～令和３年11月）

舞鶴市議会

総 括

(1) 市議会ホームページを中心としたクロスメディアによるＦＭ放送の周知の強化
ＦＭ放送に関する情報のフェイスブックの発信回数増、市議会だよりへの毎号掲載等を通じ、市議会ホームページや

ＦＭまいづるホームページへの誘導を積極的に行う。
(2) リアルタイムで聴くことができない層への働きかけの強化

再放送をしていること、過去の放送を随時聴けることを、ホームページやフェイスブック等で周知
(3) ターゲットとする層の検討

本年のアンケート結果で得た回答者の年齢層等の情報を活用
(4) 市民の皆さんに興味を持っていただけるテーマ・放送手法の検討

本年作成した「ＦＭ放送テーマ案リスト」の活用。「原稿を作成したうえでの、複数の議員同士の掛け合い」等、
親しみやすい放送に向けた新たな放送手法の検討

(5) 舞鶴市議会ＦＭ放送要項の規定内容の確認の徹底
「会派や個人の意見を発言しない」という前提を全議員で定期的に共有しつつ、難しい用語の言い換えや細かい

表現の工夫などで議員の人柄が伝わる、親しみやすい放送に。

次年への申し送り事項

▲ アンケート用紙

▲ＦＭ放送に係る意見交換会

今期の主な取組



FM放送部会 放送日 出演者 テーマ

令和２年
11月26日(月) （副部会長互選等）

12月11日(金)
令和２年

12月18日(金)
山本議長
鯛議員

議長就任挨拶
12月定例会の案内（主な議案）

令和３年
１月22日(金)

令和３年
１月29日(金)

今西副議長
田畑議員
小谷議員

副議長就任挨拶・議会活性化特別委員会年間計画

12月定例会の報告

議員研修会の報告

２月12日(金) ２月19日(金)
高橋議員
伊田議員

議会基本条例について
広報会議について、３月定例会日程案内

３月19日(金) （アンケート結果検証等）

４月16日(金) ４月23日(金)
石束議員
水嶋議員

3月定例会の報告
新型コロナウイルスワクチン接種について

５月21日(金) ５月28日(金)
田村議員
小谷議員

第１回臨時会議案審査報告
オンライン会議の実施に向けた取組・６月定例会日程案内

６月18日(金) ６月25日(金)

上野議員
尾関議員
杉島議員
鯛議員

総務消防委員会オンライン視察報告
産業建設委員会オンライン視察報告
福祉健康委員会オンライン視察報告
市民文教委員会オンライン視察報告

７月21日(水) ７月30日(金)
西村議員
谷川議員
肝付議員

６月定例会議案審査報告
議員定数に係る意見交換会の報告・議会活性化特別委員会オンライン視察報告
議会報編集部会オンライン視察報告

８月20日(金) ８月27日(金)
伊田議員
野瀬議員
伊藤議員

ＦＭ放送に関する意見交換会の報告
審議の見える化を図る取組
議会のオンライン会議の整備等・９月定例会日程案内

９月24日(金) 10月１日(金)
仲井議員
小杉議員
上羽議員

９月定例会の案内（主な議案）
議会防災訓練の報告
先進地視察の意義と活用

10月12日(火) （アンケート結果を受けての検討事項の協議）

10月22日(金) 10月29日(金)
眞下議員
川口議員
松田議員

９月定例会の報告
審議の見える化を図る取組partⅡ
本会議と委員会の審査の流れ

11月12日(金) 11月19日(金)

上野議員
尾関議員
杉島議員
鯛議員

総務消防委員会 今年の活動のまとめ
産業建設委員会 今年の活動のまとめ
福祉健康委員会 今年の活動のまとめ
市民文教委員会 今年の活動のまとめ・12月定例会日程案内

ＦＭ放送部会（令和２年12月～令和３年11月）

舞鶴市議会

放送回数：11回 ＦＭ放送部会：14回

※ 小西議員・鴨田議員は、令和３年12月の放送に出演予定



広報会議（令和2年12月～令和3年11月）

◆議会報の発行（№172～№177）６回

◆編集部会の開催（合計18回開催）

議会報編集部会 ＦＭ放送部会
副議長（部会長）＋各会派１人 副議長（部会長）＋各会派１人

副議長 ＝ 委員長広報会議

◆FMまいづるへの出演（11回出演）

◆FM部会の開催（合計14回開催）

【目標数値】 （期間2019/11-2020/10の数値を基準）

◆ FBのフォロワー数 ： 214件 ⇒ 320件（約66％増）
◆ 配信動画の視聴数：10,155件/年⇒ 12,200件（約20％UP ）
《実績》 ◆ HPアクセス数 ： 73,751件(ビュー数)、50,615件（訪問数）

①市民に開かれた議会
②議会機能の充実

③効率的効果的な議会運営

（期間2020/11-2021/11.9現在）

◆ FBのフォロワー数 ： 364件（約70.1％ＵＰ）
◆ 配信動画の視聴数 ： 14,269件（約40.5％UP ）
《実績》◆ HPアクセス数：86, 269 件(ビュー数),59,127件(訪問数) （約16.9％UP）

総 括【達成度】

今期の主な取り組み

◆ FB利用に係る勉強会を開催

市民に開かれた議会の一環として、舞鶴市議会に係る情報をタイムリーに発信するため、昨年開設した舞鶴市議会FBについて、基礎的な事項を再確認し、
全ての議員の皆さんに、舞鶴市議会の活動を積極的に発信していただくことを目的として開催した。

◆ 舞鶴市議会広報に関するアンケート調査を実施
広報活動のうち「市議会だより」の作成においては、読み手のニーズに応じた掲載記事の検討をするために、そして、「ＦＭ放送」においては、聴き手が

求めていることを集約し、さらによりよい放送とするための手法として、効果的な広報活動を展開することを目的に広報アンケート実施。
アンケート調査結果については、今後の議会広報活動に生かしていけるよう「議会報編集部会」および「ＦＭ放送部会」において、アンケート調査結果の

検証を行った。
➡ 検証結果は、 「議会報編集部会」および「ＦＭ放送部会」の総括資料に記載。

◆公式YouTubeチャンネルの開設（11月4日）
チャンネル登録数：192人

議会基本条例に基づく目標における活動位置づけ

舞鶴市議会


