
（参  考） 

 

請 願 ・ 陳 情 文 書 表（その２） 

（陳 情） 

陳情第77号 

議会ウエブサイトの刷新に関する陳情（その１） (継続審査) 

 

（陳情の趣旨） 

 議会基本条例第２条第４号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、

当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』

を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なもの

として受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わか

りやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサ

イトの刷新が急務である。 

 千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は

調査・研究し、吸収すべきである。 

 よって、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 

 ・流山市議会の市民参加型ホームページ作成の取り組みを調査・研究すること 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 

青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第78号 

議会ウエブサイトの刷新に関する陳情（その２） (継続審査) 

 

（陳情の趣旨） 

 議会基本条例第２条第４号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、

当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』

を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なもの

として受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わか

りやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサ

イトの刷新が急務である。 

 千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は

調査・研究し、吸収すべきである。 

 よって、以下の項目の実施を求める。 

 



（陳情事項） 

 ・会津若松市議会を参考に、議会改革関連情報ページを追加すること 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 

青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第79号 

議会ウエブサイトの刷新に関する陳情（その３） (継続審査) 

 

（陳情の趣旨） 

 議会基本条例第２条第４号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、

当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』

を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なもの

として受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わか

りやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサ

イトの刷新が急務である。 

 千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は

調査・研究し、吸収すべきである。 

 よって、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 

 ・議会ウエブサイトに音声読み上げ機能を追加すること 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 

青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第80号 

議会ウエブサイトの刷新に関する陳情（その４） (継続審査) 

 

（陳情の趣旨） 

 議会基本条例第２条第４号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、

当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』

を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なもの

として受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わか

りやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサ

イトの刷新が急務である。 



 千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は

調査・研究し、吸収すべきである。 

 よって、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 

 ・お年寄りにも読みやすいよう、文字サイズ変更機能を追加すること 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 

青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第81号 

議会ウエブサイトの刷新に関する陳情（その５） (継続審査) 

 

（陳情の趣旨） 

 議会基本条例第２条第４号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、

当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』

を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なもの

として受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わか

りやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサ

イトの刷新が急務である。 

 千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は

調査・研究し、吸収すべきである。 

 よって、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 

 ・議長及び副議長の市民へのメッセージを掲載すること 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 

青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第82号 

議会ウエブサイトの刷新に関する陳情（その６） (継続審査) 

 

（陳情の趣旨） 

 議会基本条例第２条第４号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、

当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』



を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なもの

として受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わか

りやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサ

イトの刷新が急務である。 

 千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は

調査・研究し、吸収すべきである。 

 よって、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 

 ・市内在住の外国人のために、英語、中国語、ハングル語の翻訳機能を追加すること 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 

青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第83号 

議会ウエブサイトの刷新に関する陳情（その７） (継続審査) 

 

（陳情の趣旨） 

 議会基本条例第２条第４号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、

当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』

を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なもの

として受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わか

りやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサ

イトの刷新が急務である。 

 千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は

調査・研究し、吸収すべきである。 

 よって、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 

 ・振り仮名機能を追加すること 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 

青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第84号 

議会ウエブサイトの刷新に関する陳情（その８） (継続審査) 



 

（陳情の趣旨） 

 議会基本条例第２条第４号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、

当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』

を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なもの

として受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わか

りやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサ

イトの刷新が急務である。 

 千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は

調査・研究し、吸収すべきである。 

 よって、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 

 ・議員紹介ページには、議員のＳＮＳアカウントへのリンクのほか、メールアドレスも併記すること 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 

青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第85号 

議会ウエブサイトの刷新に関する陳情（その９） (継続審査) 

 

（陳情の趣旨） 

 議会基本条例第２条第４号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、

当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』

を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なもの

として受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わか

りやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサ

イトの刷新が急務である。 

 千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は

調査・研究し、吸収すべきである。 

 よって、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 

 ・議会ウエブサイト内の全ての記事に、市民がコメントを書き込むことができるプラットフォームを

採用すること 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 



青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第86号 

議会ウエブサイトの刷新に関する陳情（その 10） (継続審査) 

 

（陳情の趣旨） 

 議会基本条例第２条第４号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、

当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』

を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なもの

として受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わか

りやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサ

イトの刷新が急務である。 

 千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は

調査・研究し、吸収すべきである。 

 よって、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 

 ・議会が独自の工夫でウエブサイトを更新できるよう、独自のドメインを取得すること 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 

青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第87号 

議会ウエブサイトの刷新に関する陳情（その 11） (継続審査) 

 

（陳情の趣旨） 

 議会基本条例第２条第４号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、

当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』

を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なもの

として受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わか

りやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサ

イトの刷新が急務である。 

 千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は

調査・研究し、吸収すべきである。 

 よって、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 



 ・市民が日常で話題にしやすいようにツイッターやフェイスブックのシェアボタンを設置すること 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 

青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第88号 

議会ウエブサイトの刷新に関する陳情（その 12） (継続審査) 

 

（陳情の趣旨） 

 議会基本条例第２条第４号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、

当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』

を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なもの

として受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わか

りやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサ

イトの刷新が急務である。 

 千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は

調査・研究し、吸収すべきである。 

 よって、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 

 ・会議日程スケジュールをグーグルカレンダーを利用して告知すること 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 

青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第89号 

議会ウエブサイトの刷新に関する陳情（その 13） (継続審査) 

 

（陳情の趣旨） 

 議会基本条例第２条第４号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、

当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』

を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なもの

として受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わか

りやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサ

イトの刷新が急務である。 

 千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は



調査・研究し、吸収すべきである。 

 よって、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 

 ・文字検索機能を追加すること 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 

青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第90号 

議会ウエブサイトの刷新に関する陳情（その 14） (継続審査) 

 

（陳情の趣旨） 

 議会基本条例第２条第４号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、

当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』

を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なもの

として受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わか

りやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサ

イトの刷新が急務である。 

 千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は

調査・研究し、吸収すべきである。 

 よって、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 

 ・子どもにもわかりやすく議会を紹介する「キッズページ」を追加すること 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 

青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第91号 

議会報告番組の作成に関する陳情（その１） (継続審査) 

 

（陳情の趣旨） 

 三重県亀山市議会では、議会事務局が「議会活動の見える化」を事務局の使命として議会ウエブサイ

トで宣言し、議会報告番組を作成してインターネットで配信している。この先進的取り組みによって、

実際の議会報告会での市民との交流に加え、さらに多くの市民に議会について知ってもらうことが可能



になる。 

 よって、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 

 ・ユーチューブに議会事務局が運用する議会報告番組チャンネルを開設すること 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 

青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第92号 

議会報告番組の作成に関する陳情（その２） (継続審査) 

 

（陳情の趣旨） 

 三重県亀山市議会では、議会事務局が「議会活動の見える化」を事務局の使命として議会ウエブサイ

トで宣言し、議会報告番組を作成してインターネットで配信している。この先進的取り組みによって、

実際の議会報告会での市民との交流に加え、さらに多くの市民に議会について知ってもらうことが可能

になる。 

 よって、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 

 ・番組コンテンツに関して市民にパブリックコメントを実施すること 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 

青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第96号 

議会ＳＮＳ開設に関する陳情（その１） (継続審査) 

 

（陳情の趣旨） 

 インターネットの普及により、市民のＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）への加入状況も爆

発的に拡大している。これまで、行政や議会が市民との双方向コミュニケーションを行う手法は極めて

限られてきたが、ＳＮＳの登場でインターネット環境さえあれば簡単に可能になった。それに従い、全

国の行政及び議会がＳＮＳアカウントを持ち、特に若い世代の市民と直接コミュニケーションをとる事

例がふえてきている。 

 その傾向は、今後も拡大すると見られている中、青森市議会全体としてＳＮＳでの情報発信をしない

ことは、今後、情報公開の原則において、重大な怠慢を指摘される危険性があると考える。 



 よって、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 

 ・議会事務局が運営する議会ツイッター、フェイスブック、ラインを開設すること 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 

青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第97号 

議会ＳＮＳ開設に関する陳情（その２） (継続審査) 

 

（陳情の趣旨） 

 インターネットの普及により、市民のＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）への加入状況も爆

発的に拡大している。これまで、行政や議会が市民との双方向コミュニケーションを行う手法は極めて

限られてきたが、ＳＮＳの登場でインターネット環境さえあれば簡単に可能になった。それに従い、全

国の行政及び議会がＳＮＳアカウントを持ち、特に若い世代の市民と直接コミュニケーションをとる事

例がふえてきている。 

 その傾向は、今後も拡大すると見られている中、青森市議会全体としてＳＮＳでの情報発信をしない

ことは、今後、情報公開の原則において、重大な怠慢を指摘される危険性があると考える。 

 よって、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 

 ・開設準備として「議会ＳＮＳ運用指針」作成のための議員間討議を行うこと 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 

青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第98号 

議会メールマガジン発行に関する陳情（その１）(継続審査) 

 

（陳情の趣旨） 

 議会の情報は、現在、議会ウエブサイトや議会だより、議員個人の情報発信などさまざまあるが、一

般市民が生活の上で常に積極的に議会の情報を収集することは困難である。 

 しかし、議会に関する情報は、本来、全ての市民にとって重要なものであり、積極的に情報収集しな

くとも、テレビやラジオのように目に入ってくることが望ましいと考える。 

 メールマガジンであれば、一度登録すれば市民のパソコンや携帯電話に自動的に議会情報メールが送



信され、日常生活の中で意識しなくても議会の情報に触れられる機会を今より格段にふやすことができ

る。 

 議会が住民にとってより身近な存在と感じられれば、無用な議会敵視も軽減し、建設的な関係を構築

するきっかけになり得ると考える。 

 よって、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 

・議会事務局が運営する議会情報に特化したメールマガジンを発行すること 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 

青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第99号 

議会メールマガジン発行に関する陳情（その２）(継続審査) 

 

（陳情の趣旨） 

 議会の情報は、現在、議会ウエブサイトや議会だより、議員個人の情報発信などさまざまあるが、一

般市民が生活の上で常に積極的に議会の情報を収集することは困難である。 

 しかし、議会に関する情報は、本来、全ての市民にとって重要なものであり、積極的に情報収集しな

くとも、テレビやラジオのように目に入ってくることが望ましいと考える。 

 メールマガジンであれば、一度登録すれば市民のパソコンや携帯電話に自動的に議会情報メールが送

信され、日常生活の中で意識しなくても議会の情報に触れられる機会を今より格段にふやすことができ

る。 

 議会が住民にとってより身近な存在と感じられれば、無用な議会敵視も軽減し、建設的な関係を構築

するきっかけになり得ると考える。 

 よって、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 

・議会メールマガジンでは、月に１通のペースで、議会情報や市政問題の解説、市民アンケートの結

果報告、議会傍聴の案内など、あらゆる情報を発信すること 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 

青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第102号 

議会動画配信の改善に関する陳情（その１） (継続審査) 



 

（陳情の趣旨） 

 議会のインターネット中継動画は、利用者のパソコン環境によって視聴できない形式をとっている。

例えばスマートフォンでは視聴できない。どんな環境にある市民でも広く視聴できるように改善すべき

である。 

 ユーストリーム及びユーチューブを利用することで、市民のパソコン環境を選ばず視聴でき、双方向

コミュニケーションを可能にする議会配信は、全国で次々と取り入れられている。 

 先進事例を学べば、多額の費用をかけずに情報公開が進められることが理解できる。 

 よって、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 

・議会のインターネット配信は、低コストで双方向コミュニケーションを可能にするユーストリーム

を利用し、委員会室に中継機器を導入して委員会の議論まで全面的に可視化すること 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 

青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第103号 

議会動画配信の改善に関する陳情（その２） (継続審査) 

 

（陳情の趣旨） 

 議会のインターネット中継動画は、利用者のパソコン環境によって視聴できない形式をとっている。

例えばスマートフォンでは視聴できない。どんな環境にある市民でも広く視聴できるように改善すべき

である。 

 ユーストリーム及びユーチューブを利用することで、市民のパソコン環境を選ばず視聴でき、双方向

コミュニケーションを可能にする議会配信は、全国で次々と取り入れられている。 

 先進事例を学べば、多額の費用をかけずに情報公開が進められることが理解できる。 

 よって、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 

・録画映像は、汎用性の高いユーチューブにアーカイブすること 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 

青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第104号 



議会と住民の対話の場に関する陳情（その１） (継続審査) 

 

（陳情の趣旨） 

 本来、議会と住民は密接な関係にあり、互いの信頼によって監視・協力する関係にあるべきだが、実

際は市民が議会を敵視し、期待もしていない状況がある。それは、民意が反映されないという理由のほ

かに、議会と住民が対話する機会がないことも挙げられる。 

 2013 年版議会改革白書によると、議会活動の報告や住民との意見交換会を、議員個人ではなく議会と

して、委員会として開催した議会は、日本全体で 2012 年は 634 議会（全体の 43％）に上る。 

 千葉県流山市議会の議会報告会は、ホームページの議会改革ページに各開催場所別に議員による報告

書、アンケート集計結果、質問への回答を公開している。 

 議会改革のトップランナーに学び、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 

・定例会後に委員会主催の議会報告会を開催し、議員による報告書、アンケート集計結果、質問への

回答を議会ホームページで公開すること 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 

青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第105号 

議会と住民の対話の場に関する陳情（その２） (継続審査) 

 

（陳情の趣旨） 

 本来、議会と住民は密接な関係にあり、互いの信頼によって監視・協力する関係にあるべきだが、実

際は市民が議会を敵視し、期待もしていない状況がある。それは、民意が反映されないという理由のほ

かに、議会と住民が対話する機会がないことも挙げられる。 

 2013 年版議会改革白書によると、議会活動の報告や住民との意見交換会を、議員個人ではなく議会と

して、委員会として開催した議会は、日本全体で 2012 年は 634 議会（全体の 43％）に上る。 

 千葉県流山市議会の議会報告会は、ホームページの議会改革ページに各開催場所別に議員による報告

書、アンケート集計結果、質問への回答を公開している。 

 議会改革のトップランナーに学び、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 

・定例会のない時期には、住民との意見交換会を積極的に開催し、事前に意見交換のテーマを公開す

ること 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 



青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第106号 

議会と住民の対話の場に関する陳情（その３） (継続審査) 

 

（陳情の趣旨） 

 本来、議会と住民は密接な関係にあり、互いの信頼によって監視・協力する関係にあるべきだが、実

際は市民が議会を敵視し、期待もしていない状況がある。それは、民意が反映されないという理由のほ

かに、議会と住民が対話する機会がないことも挙げられる。 

 2013 年版議会改革白書によると、議会活動の報告や住民との意見交換会を、議員個人ではなく議会と

して、委員会として開催した議会は、日本全体で 2012 年は 634 議会（全体の 43％）に上る。 

 千葉県流山市議会の議会報告会は、ホームページの議会改革ページに各開催場所別に議員による報告

書、アンケート集計結果、質問への回答を公開している。 

 議会改革のトップランナーに学び、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 

・議会による市政問題の学習会や政策立案会議を開催し、住民の参政意欲を高めること 

 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 

青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

陳情第108号 

議会活動の可視化に関する陳情（その２） (継続審査) 

 

（陳情の趣旨） 

 議会制民主主義は、主権者である市民の多様な意見が反映されるために、議員の集合体である議会が

置かれる制度である。しかし実際は、賛否理由非公開、首長提案の議案を丸のみ、議員立案の条例制定

ゼロなど、議会はその存在意義に大きな疑問を突きつけられている。 

 議会みずからが議会活動を可視化すれば、議会軽視に歯どめをかけることができる。 

 議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く

市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介して

おります。」とあるが、議員の政務活動費の使途を市民が知るためには、収支報告書等閲覧請求書を提出

しなければ閲覧できないありさまである。 

 よって、以下の項目の実施を求める。 

 

（陳情事項） 

・議会主催の議会報告会を定例会ごとに開催し、議会活動に関して報告すること 



 平成 26 年 11 月 26 日 

陳 情 者 青森市奥野三丁目２－５ 

エバーグリーン 305 号室 

青森のこれからを考える会 

代表 倉内 一哉 

                                          

 

 

 

 


