
 

 

 

 

平成２６年第４回青森市議会定例会提出 

 

 

 

 

 

 

請 願 ・ 陳 情 文 書 表 

（その２） 

 



（陳情）

受理 受　 理 陳　情　者　の 付　 託

番号 年月日 住 所　・ 氏 名 委員会

議会広報
広聴（特）

85 H26.11.26
議会ウエブサイトの刷新に関する陳情
（その９）

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

議会広報
広聴（特）

84 H26.11.26
議会ウエブサイトの刷新に関する陳情
（その８）

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

議会広報
広聴（特）

83 H26.11.26
議会ウエブサイトの刷新に関する陳情
（その７）

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

議会広報
広聴（特）

82 H26.11.26
議会ウエブサイトの刷新に関する陳情
（その６）

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

議会広報
広聴（特）

81 H26.11.26
議会ウエブサイトの刷新に関する陳情
（その５）

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

議会広報
広聴（特）

79 H26.11.26
議会ウエブサイトの刷新に関する陳情
（その３）

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

80 H26.11.26
議会ウエブサイトの刷新に関する陳情
（その４）

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

議会ウエブサイトの刷新に関する陳情
（その２）

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

議会広報
広聴（特）

議会広報
広聴（特）

議会ウエブサイトの刷新に関する陳情
（その１）

議会広報
広聴（特）

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

86 H26.11.26
議会ウエブサイトの刷新に関する陳情
（その10）

議会広報
広聴（特）

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

78 H26.11.26

件                   名

77 H26.11.26



受理 受　 理 陳　情　者　の 付　 託

番号 年月日 住 所　・ 氏 名 委員会
件                   名

議会広報
広聴（特）

99 H26.11.26
議会メールマガジン発行に関する陳情
（その２）

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

議会広報
広聴（特）

97 H26.11.26
議会ＳＮＳ開設に関する陳情
（その２）

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

議会広報
広聴（特）

92 H26.11.26
議会報告番組の作成に関する陳情
（その２）

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

議会広報
広聴（特）

90 H26.11.26
議会ウエブサイトの刷新に関する陳情
（その14）

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

議会広報
広聴（特）

89 H26.11.26
議会ウエブサイトの刷新に関する陳情
（その13）

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

議会広報
広聴（特）

88 H26.11.26
議会ウエブサイトの刷新に関する陳情
（その12）

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

87 H26.11.26
議会ウエブサイトの刷新に関する陳情
（その11）

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

議会広報
広聴（特）

98 H26.11.26
議会メールマガジン発行に関する陳情
（その１）

議会広報
広聴（特）

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

96 H26.11.26
議会ＳＮＳ開設に関する陳情
（その１）

議会広報
広聴（特）

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

91 H26.11.26
議会報告番組の作成に関する陳情
（その１）

議会広報
広聴（特）

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



受理 受　 理 陳　情　者　の 付　 託

番号 年月日 住 所　・ 氏 名 委員会
件                   名

106 H26.11.26
議会と住民の対話の場に関する陳情
（その３）

議会広報
広聴（特）

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

議会広報
広聴（特）

103 H26.11.26
議会動画配信の改善に関する陳情
（その２）

議会広報
広聴（特）

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

102 H26.11.26
議会動画配信の改善に関する陳情
（その１）

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

議会広報
広聴（特）

104 H26.11.26
議会と住民の対話の場に関する陳情
（その１）

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

議会広報
広聴（特）

105 H26.11.26
議会と住民の対話の場に関する陳情
（その２）

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

議会広報
広聴（特）

108 H26.11.26
議会活動の可視化に関する陳情
（その２）

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



陳情第陳情第陳情第陳情第 77777777 号号号号    

    

    

議会議会議会議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイトのののの刷新刷新刷新刷新にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第２２２２条条条条第第第第４４４４号号号号にはにはにはには、、、、「「「「市民市民市民市民がががが議会議会議会議会にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを常常常常にににに容易容易容易容易にににに入手入手入手入手することがすることがすることがすることが

できるようできるようできるようできるよう、、、、当該情報当該情報当該情報当該情報をををを積極的積極的積極的積極的にににに発信発信発信発信することすることすることすること。」。」。」。」とありとありとありとあり、、、、またまたまたまた、、、、青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイト

にはにはにはには、、、、「「「「『『『『開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会』』』』をををを目指目指目指目指すすすす青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会のののの役割役割役割役割、、、、仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、活動内容活動内容活動内容活動内容などをなどをなどをなどを広広広広くくくく市民市民市民市民のののの皆皆皆皆

さまにさまにさまにさまに知知知知っていただきっていただきっていただきっていただき、、、、身近身近身近身近なものとしてなものとしてなものとしてなものとして受受受受けけけけ止止止止めていただけるようめていただけるようめていただけるようめていただけるよう、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく紹介紹介紹介紹介しししし

ておりておりておりており」」」」とあとあとあとあるるるるがががが、、、、市民市民市民市民がががが議会議会議会議会のののの情報情報情報情報をををを「「「「わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく」」」」、、、、「「「「容易容易容易容易にににに」」」」手手手手にににに入入入入れられるとはれられるとはれられるとはれられるとは言言言言

いいいいがたくがたくがたくがたく、、、、開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会をををを目指目指目指目指すにすにすにすに当当当当たりたりたりたり、、、、議会議会議会議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイトのののの刷新刷新刷新刷新がががが急務急務急務急務でででであるあるあるある。。。。    

    千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市のののの議会議会議会議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトづくづくづくづくりにりにりにりにはははは、、、、多多多多くのくのくのくの知見知見知見知見とととと挑戦挑戦挑戦挑戦がががが組組組組みみみみ込込込込まれていまれていまれていまれているるるる。。。。青青青青

森市議会森市議会森市議会森市議会はははは調査調査調査調査・・・・研究研究研究研究しししし、、、、吸収吸収吸収吸収すべきですべきですべきですべきであるあるあるある。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・流山市議会流山市議会流山市議会流山市議会のののの市民参加型市民参加型市民参加型市民参加型ホームページホームページホームページホームページ作成作成作成作成のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを調査調査調査調査・・・・研研研研究究究究することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 77778888 号号号号    

    

    

議会議会議会議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイトのののの刷新刷新刷新刷新にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第２２２２条条条条第第第第４４４４号号号号にはにはにはには、、、、「「「「市民市民市民市民がががが議会議会議会議会にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを常常常常にににに容易容易容易容易にににに入手入手入手入手することがすることがすることがすることが

できるようできるようできるようできるよう、、、、当該情報当該情報当該情報当該情報をををを積極的積極的積極的積極的にににに発信発信発信発信することすることすることすること。」。」。」。」とありとありとありとあり、、、、またまたまたまた、、、、青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイト

にはにはにはには、、、、「「「「『『『『開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会』』』』をををを目指目指目指目指すすすす青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会のののの役割役割役割役割、、、、仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、活動内容活動内容活動内容活動内容などをなどをなどをなどを広広広広くくくく市民市民市民市民のののの皆皆皆皆

さまにさまにさまにさまに知知知知っていただきっていただきっていただきっていただき、、、、身近身近身近身近なものとしてなものとしてなものとしてなものとして受受受受けけけけ止止止止めていただけるようめていただけるようめていただけるようめていただけるよう、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく紹介紹介紹介紹介しししし

ておりておりておりており」」」」とあとあとあとあるるるるがががが、、、、市民市民市民市民がががが議会議会議会議会のののの情報情報情報情報をををを「「「「わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく」」」」、、、、「「「「容易容易容易容易にににに」」」」手手手手にににに入入入入れられるとはれられるとはれられるとはれられるとは言言言言

いいいいがたくがたくがたくがたく、、、、開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会をををを目指目指目指目指すにすにすにすに当当当当たりたりたりたり、、、、議会議会議会議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイトのののの刷新刷新刷新刷新がががが急務急務急務急務でででであるあるあるある。。。。    

    千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市のののの議会議会議会議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトづくづくづくづくりにりにりにりにはははは、、、、多多多多くのくのくのくの知見知見知見知見とととと挑戦挑戦挑戦挑戦がががが組組組組みみみみ込込込込まれていまれていまれていまれているるるる。。。。青青青青

森市議会森市議会森市議会森市議会はははは調査調査調査調査・・・・研究研究研究研究しししし、、、、吸収吸収吸収吸収すべきですべきですべきですべきであるあるあるある。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・会津若松市議会会津若松市議会会津若松市議会会津若松市議会をををを参考参考参考参考にににに、、、、議会改革関連情報議会改革関連情報議会改革関連情報議会改革関連情報ページページページページをををを追加追加追加追加するするするするこここことととと    



陳情第陳情第陳情第陳情第 77779999 号号号号    

    

    

議会議会議会議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイトのののの刷新刷新刷新刷新にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその３３３３））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第２２２２条条条条第第第第４４４４号号号号にはにはにはには、、、、「「「「市民市民市民市民がががが議会議会議会議会にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを常常常常にににに容易容易容易容易にににに入手入手入手入手することがすることがすることがすることが

できるようできるようできるようできるよう、、、、当該情報当該情報当該情報当該情報をををを積極的積極的積極的積極的にににに発信発信発信発信することすることすることすること。」。」。」。」とありとありとありとあり、、、、またまたまたまた、、、、青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイト

にはにはにはには、、、、「「「「『『『『開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会』』』』をををを目指目指目指目指すすすす青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会のののの役割役割役割役割、、、、仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、活動内容活動内容活動内容活動内容などをなどをなどをなどを広広広広くくくく市民市民市民市民のののの皆皆皆皆

さまにさまにさまにさまに知知知知っていただきっていただきっていただきっていただき、、、、身近身近身近身近なものとしてなものとしてなものとしてなものとして受受受受けけけけ止止止止めていただけるようめていただけるようめていただけるようめていただけるよう、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく紹介紹介紹介紹介しししし

ておりておりておりており」」」」とあとあとあとあるるるるがががが、、、、市民市民市民市民がががが議会議会議会議会のののの情報情報情報情報をををを「「「「わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく」」」」、、、、「「「「容易容易容易容易にににに」」」」手手手手にににに入入入入れられるとはれられるとはれられるとはれられるとは言言言言

いいいいがたくがたくがたくがたく、、、、開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会をををを目指目指目指目指すにすにすにすに当当当当たりたりたりたり、、、、議会議会議会議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイトのののの刷新刷新刷新刷新がががが急務急務急務急務でででであるあるあるある。。。。    

    千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市のののの議会議会議会議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトづくづくづくづくりにりにりにりにはははは、、、、多多多多くのくのくのくの知見知見知見知見とととと挑戦挑戦挑戦挑戦がががが組組組組みみみみ込込込込まれていまれていまれていまれているるるる。。。。青青青青

森市議会森市議会森市議会森市議会はははは調査調査調査調査・・・・研究研究研究研究しししし、、、、吸収吸収吸収吸収すべきですべきですべきですべきであるあるあるある。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・議会議会議会議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイトにににに音声読音声読音声読音声読みみみみ上上上上げげげげ機能機能機能機能をををを追加追加追加追加することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 80808080 号号号号    

    

    

議会議会議会議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイトのののの刷新刷新刷新刷新にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその４４４４））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第２２２２条条条条第第第第４４４４号号号号にはにはにはには、、、、「「「「市民市民市民市民がががが議会議会議会議会にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを常常常常にににに容易容易容易容易にににに入手入手入手入手することがすることがすることがすることが

できるようできるようできるようできるよう、、、、当該情報当該情報当該情報当該情報をををを積極的積極的積極的積極的にににに発信発信発信発信することすることすることすること。」。」。」。」とありとありとありとあり、、、、またまたまたまた、、、、青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイト

にはにはにはには、、、、「「「「『『『『開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会』』』』をををを目指目指目指目指すすすす青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会のののの役割役割役割役割、、、、仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、活動内容活動内容活動内容活動内容などをなどをなどをなどを広広広広くくくく市民市民市民市民のののの皆皆皆皆

さまにさまにさまにさまに知知知知っていただきっていただきっていただきっていただき、、、、身近身近身近身近なものとしてなものとしてなものとしてなものとして受受受受けけけけ止止止止めていただけるようめていただけるようめていただけるようめていただけるよう、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく紹介紹介紹介紹介しししし

ておりておりておりており」」」」とあとあとあとあるるるるがががが、、、、市民市民市民市民がががが議会議会議会議会のののの情報情報情報情報をををを「「「「わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく」」」」、、、、「「「「容易容易容易容易にににに」」」」手手手手にににに入入入入れられるとはれられるとはれられるとはれられるとは言言言言

いいいいがたくがたくがたくがたく、、、、開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会をををを目指目指目指目指すにすにすにすに当当当当たりたりたりたり、、、、議会議会議会議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイトのののの刷新刷新刷新刷新がががが急務急務急務急務でででであるあるあるある。。。。    

    千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市のののの議会議会議会議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトづくづくづくづくりにりにりにりにはははは、、、、多多多多くのくのくのくの知見知見知見知見とととと挑戦挑戦挑戦挑戦がががが組組組組みみみみ込込込込まれていまれていまれていまれているるるる。。。。青青青青

森市議会森市議会森市議会森市議会はははは調査調査調査調査・・・・研究研究研究研究しししし、、、、吸収吸収吸収吸収すべきですべきですべきですべきであるあるあるある。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・おおおお年寄年寄年寄年寄りにもりにもりにもりにも読読読読みやすいようみやすいようみやすいようみやすいよう、、、、文字文字文字文字サイズサイズサイズサイズ変更機能変更機能変更機能変更機能をををを追加追加追加追加するこするこするこすることととと    



陳情第陳情第陳情第陳情第 81818181 号号号号    

    

    

議会議会議会議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイトのののの刷新刷新刷新刷新にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその５５５５））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第２２２２条条条条第第第第４４４４号号号号にはにはにはには、、、、「「「「市民市民市民市民がががが議会議会議会議会にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを常常常常にににに容易容易容易容易にににに入手入手入手入手することがすることがすることがすることが

できるようできるようできるようできるよう、、、、当該情報当該情報当該情報当該情報をををを積極的積極的積極的積極的にににに発信発信発信発信することすることすることすること。」。」。」。」とありとありとありとあり、、、、またまたまたまた、、、、青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイト

にはにはにはには、、、、「「「「『『『『開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会』』』』をををを目指目指目指目指すすすす青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会のののの役割役割役割役割、、、、仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、活動内容活動内容活動内容活動内容などをなどをなどをなどを広広広広くくくく市民市民市民市民のののの皆皆皆皆

さまにさまにさまにさまに知知知知っていただきっていただきっていただきっていただき、、、、身近身近身近身近なものとしてなものとしてなものとしてなものとして受受受受けけけけ止止止止めていただけるようめていただけるようめていただけるようめていただけるよう、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく紹介紹介紹介紹介しししし

ておりておりておりており」」」」とあとあとあとあるるるるがががが、、、、市民市民市民市民がががが議会議会議会議会のののの情報情報情報情報をををを「「「「わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく」」」」、、、、「「「「容易容易容易容易にににに」」」」手手手手にににに入入入入れられるとはれられるとはれられるとはれられるとは言言言言

いいいいがたくがたくがたくがたく、、、、開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会をををを目指目指目指目指すにすにすにすに当当当当たりたりたりたり、、、、議会議会議会議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイトのののの刷新刷新刷新刷新がががが急務急務急務急務でででであるあるあるある。。。。    

    千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市のののの議会議会議会議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトづくづくづくづくりにりにりにりにはははは、、、、多多多多くのくのくのくの知見知見知見知見とととと挑戦挑戦挑戦挑戦がががが組組組組みみみみ込込込込まれていまれていまれていまれているるるる。。。。青青青青

森市議会森市議会森市議会森市議会はははは調査調査調査調査・・・・研究研究研究研究しししし、、、、吸収吸収吸収吸収すべきですべきですべきですべきであるあるあるある。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・議長及議長及議長及議長及びびびび副議長副議長副議長副議長のののの市民市民市民市民へのへのへのへのメッセージメッセージメッセージメッセージをををを掲載掲載掲載掲載することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 82828282 号号号号    

    

    

議会議会議会議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイトのののの刷新刷新刷新刷新にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその６６６６））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第２２２２条第条第条第条第４４４４号号号号にはにはにはには、「、「、「、「市民市民市民市民がががが議会議会議会議会にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを常常常常にににに容易容易容易容易にににに入手入手入手入手することがすることがすることがすることが

できるようできるようできるようできるよう、、、、当該情報当該情報当該情報当該情報をををを積極的積極的積極的積極的にににに発信発信発信発信することすることすることすること。」。」。」。」とありとありとありとあり、、、、またまたまたまた、、、、青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイト

にはにはにはには、「『、「『、「『、「『開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会』』』』をををを目指目指目指目指すすすす青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会のののの役割役割役割役割、、、、仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、活動内容活動内容活動内容活動内容などをなどをなどをなどを広広広広くくくく市民市民市民市民のののの

皆皆皆皆さまにさまにさまにさまに知知知知っていただきっていただきっていただきっていただき、、、、身近身近身近身近なものとしてなものとしてなものとしてなものとして受受受受けけけけ止止止止めていただけるようめていただけるようめていただけるようめていただけるよう、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく紹介紹介紹介紹介

しておりしておりしておりしており」」」」とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、市民市民市民市民がががが議会議会議会議会のののの情報情報情報情報をををを「「「「わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく」、「」、「」、「」、「容易容易容易容易にににに」」」」手手手手にににに入入入入れられるとはれられるとはれられるとはれられるとは

言言言言いがたくいがたくいがたくいがたく、、、、開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会をををを目指目指目指目指すにすにすにすに当当当当たりたりたりたり、、、、議会議会議会議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトのののの刷新刷新刷新刷新がががが急務急務急務急務であるであるであるである。。。。    

    千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市のののの議会議会議会議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトづくりにはづくりにはづくりにはづくりには、、、、多多多多くのくのくのくの知見知見知見知見とととと挑戦挑戦挑戦挑戦がががが組組組組みみみみ込込込込まれているまれているまれているまれている。。。。青青青青

森市議会森市議会森市議会森市議会はははは調査調査調査調査・・・・研究研究研究研究しししし、、、、吸収吸収吸収吸収すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・市内在住市内在住市内在住市内在住のののの外国人外国人外国人外国人のためにのためにのためにのために、、、、英語英語英語英語、、、、中国語中国語中国語中国語、、、、ハングルハングルハングルハングル語語語語のののの翻訳機能翻訳機能翻訳機能翻訳機能をををを追加追加追加追加することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 83838383 号号号号    

    

    

議会議会議会議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイトのののの刷新刷新刷新刷新にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその７７７７））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第２２２２条第条第条第条第４４４４号号号号にはにはにはには、「、「、「、「市民市民市民市民がががが議会議会議会議会にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを常常常常にににに容易容易容易容易にににに入手入手入手入手することがすることがすることがすることが

できるようできるようできるようできるよう、、、、当該情報当該情報当該情報当該情報をををを積極的積極的積極的積極的にににに発信発信発信発信することすることすることすること。」。」。」。」とありとありとありとあり、、、、またまたまたまた、、、、青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイト

にはにはにはには、「『、「『、「『、「『開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会』』』』をををを目指目指目指目指すすすす青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会のののの役割役割役割役割、、、、仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、活動内容活動内容活動内容活動内容などをなどをなどをなどを広広広広くくくく市民市民市民市民のののの

皆皆皆皆さまにさまにさまにさまに知知知知っていただきっていただきっていただきっていただき、、、、身近身近身近身近なものとしてなものとしてなものとしてなものとして受受受受けけけけ止止止止めていただけるようめていただけるようめていただけるようめていただけるよう、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく紹介紹介紹介紹介

しておりしておりしておりしており」」」」とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、市民市民市民市民がががが議会議会議会議会のののの情報情報情報情報をををを「「「「わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく」、「」、「」、「」、「容易容易容易容易にににに」」」」手手手手にににに入入入入れられるとはれられるとはれられるとはれられるとは

言言言言いがたくいがたくいがたくいがたく、、、、開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会をををを目指目指目指目指すにすにすにすに当当当当たりたりたりたり、、、、議会議会議会議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトのののの刷新刷新刷新刷新がががが急務急務急務急務であるであるであるである。。。。    

    千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市のののの議会議会議会議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトづくりにはづくりにはづくりにはづくりには、、、、多多多多くのくのくのくの知見知見知見知見とととと挑戦挑戦挑戦挑戦がががが組組組組みみみみ込込込込まれているまれているまれているまれている。。。。青青青青

森市議会森市議会森市議会森市議会はははは調査調査調査調査・・・・研究研究研究研究しししし、、、、吸収吸収吸収吸収すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・振振振振りりりり仮名仮名仮名仮名機能機能機能機能をををを追加追加追加追加することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 88884444 号号号号    

    

    

議会議会議会議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイトのののの刷新刷新刷新刷新にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその８８８８））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第２２２２条第条第条第条第４４４４号号号号にはにはにはには、「、「、「、「市民市民市民市民がががが議会議会議会議会にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを常常常常にににに容易容易容易容易にににに入手入手入手入手することがすることがすることがすることが

できるようできるようできるようできるよう、、、、当該情報当該情報当該情報当該情報をををを積極的積極的積極的積極的にににに発信発信発信発信することすることすることすること。」。」。」。」とありとありとありとあり、、、、またまたまたまた、、、、青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイト

にはにはにはには、「『、「『、「『、「『開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会』』』』をををを目指目指目指目指すすすす青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会のののの役割役割役割役割、、、、仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、活動内容活動内容活動内容活動内容などをなどをなどをなどを広広広広くくくく市民市民市民市民のののの

皆皆皆皆さまにさまにさまにさまに知知知知っていただきっていただきっていただきっていただき、、、、身近身近身近身近なものとしてなものとしてなものとしてなものとして受受受受けけけけ止止止止めていただけるようめていただけるようめていただけるようめていただけるよう、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく紹介紹介紹介紹介

しておりしておりしておりしており」」」」とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、市民市民市民市民がががが議会議会議会議会のののの情報情報情報情報をををを「「「「わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく」、「」、「」、「」、「容易容易容易容易にににに」」」」手手手手にににに入入入入れられるとはれられるとはれられるとはれられるとは

言言言言いがたくいがたくいがたくいがたく、、、、開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会をををを目指目指目指目指すにすにすにすに当当当当たりたりたりたり、、、、議会議会議会議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトのののの刷新刷新刷新刷新がががが急務急務急務急務であるであるであるである。。。。    

    千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市のののの議会議会議会議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトづくりにはづくりにはづくりにはづくりには、、、、多多多多くのくのくのくの知見知見知見知見とととと挑戦挑戦挑戦挑戦がががが組組組組みみみみ込込込込まれているまれているまれているまれている。。。。青青青青

森市議会森市議会森市議会森市議会はははは調査調査調査調査・・・・研究研究研究研究しししし、、、、吸収吸収吸収吸収すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・議員紹介議員紹介議員紹介議員紹介ページページページページにはにはにはには、、、、議員議員議員議員ののののＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳアカウントアカウントアカウントアカウントへのへのへのへのリンクリンクリンクリンクのほかのほかのほかのほか、、、、メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレスもももも併記併記併記併記

することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 85858585 号号号号    

    

    

議会議会議会議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイトのののの刷新刷新刷新刷新にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその９９９９））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第２２２２条第条第条第条第４４４４号号号号にはにはにはには、「、「、「、「市民市民市民市民がががが議会議会議会議会にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを常常常常にににに容易容易容易容易にににに入手入手入手入手することがすることがすることがすることが

できるようできるようできるようできるよう、、、、当該情報当該情報当該情報当該情報をををを積極的積極的積極的積極的にににに発信発信発信発信することすることすることすること。」。」。」。」とありとありとありとあり、、、、またまたまたまた、、、、青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイト

にはにはにはには、「『、「『、「『、「『開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会』』』』をををを目指目指目指目指すすすす青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会のののの役割役割役割役割、、、、仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、活動内容活動内容活動内容活動内容などをなどをなどをなどを広広広広くくくく市民市民市民市民のののの

皆皆皆皆さまにさまにさまにさまに知知知知っていただきっていただきっていただきっていただき、、、、身近身近身近身近なものとしてなものとしてなものとしてなものとして受受受受けけけけ止止止止めていただけるようめていただけるようめていただけるようめていただけるよう、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく紹介紹介紹介紹介

しておりしておりしておりしており」」」」とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、市民市民市民市民がががが議会議会議会議会のののの情報情報情報情報をををを「「「「わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく」、「」、「」、「」、「容易容易容易容易にににに」」」」手手手手にににに入入入入れられるとはれられるとはれられるとはれられるとは

言言言言いがたくいがたくいがたくいがたく、、、、開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会をををを目指目指目指目指すにすにすにすに当当当当たりたりたりたり、、、、議会議会議会議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトのののの刷新刷新刷新刷新がががが急務急務急務急務であるであるであるである。。。。    

    千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市のののの議会議会議会議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトづくりにはづくりにはづくりにはづくりには、、、、多多多多くのくのくのくの知見知見知見知見とととと挑戦挑戦挑戦挑戦がががが組組組組みみみみ込込込込まれているまれているまれているまれている。。。。青青青青

森市議会森市議会森市議会森市議会はははは調査調査調査調査・・・・研究研究研究研究しししし、、、、吸収吸収吸収吸収すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・議会議会議会議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイト内内内内のののの全全全全てのてのてのての記事記事記事記事にににに、、、、市民市民市民市民ががががコメントコメントコメントコメントをををを書書書書きききき込込込込むことがむことがむことがむことができるできるできるできるプラットフプラットフプラットフプラットフ

ォームォームォームォームをををを採用採用採用採用することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 88886666 号号号号    

    

    

議会議会議会議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイトのののの刷新刷新刷新刷新にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその 10101010））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第２２２２条第条第条第条第４４４４号号号号にはにはにはには、「、「、「、「市民市民市民市民がががが議会議会議会議会にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを常常常常にににに容易容易容易容易にににに入手入手入手入手することがすることがすることがすることが

できるようできるようできるようできるよう、、、、当該情報当該情報当該情報当該情報をををを積極的積極的積極的積極的にににに発信発信発信発信することすることすることすること。」。」。」。」とありとありとありとあり、、、、またまたまたまた、、、、青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイト

にはにはにはには、「『、「『、「『、「『開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会』』』』をををを目指目指目指目指すすすす青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会のののの役割役割役割役割、、、、仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、活動内容活動内容活動内容活動内容などなどなどなどをををを広広広広くくくく市民市民市民市民のののの

皆皆皆皆さまにさまにさまにさまに知知知知っていただきっていただきっていただきっていただき、、、、身近身近身近身近なものとしてなものとしてなものとしてなものとして受受受受けけけけ止止止止めていただけるようめていただけるようめていただけるようめていただけるよう、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく紹介紹介紹介紹介

しておりしておりしておりしており」」」」とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、市民市民市民市民がががが議会議会議会議会のののの情報情報情報情報をををを「「「「わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく」、「」、「」、「」、「容易容易容易容易にににに」」」」手手手手にににに入入入入れられるとはれられるとはれられるとはれられるとは

言言言言いがたくいがたくいがたくいがたく、、、、開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会をををを目指目指目指目指すにすにすにすに当当当当たりたりたりたり、、、、議会議会議会議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトのののの刷新刷新刷新刷新がががが急務急務急務急務であるであるであるである。。。。    

    千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市のののの議会議会議会議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトづくりにはづくりにはづくりにはづくりには、、、、多多多多くのくのくのくの知見知見知見知見とととと挑戦挑戦挑戦挑戦がががが組組組組みみみみ込込込込まれているまれているまれているまれている。。。。青青青青

森市議会森市議会森市議会森市議会はははは調査調査調査調査・・・・研究研究研究研究しししし、、、、吸収吸収吸収吸収すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・議会議会議会議会がががが独自独自独自独自のののの工夫工夫工夫工夫ででででウエウエウエウエブサブサブサブサイトイトイトイトをををを更新更新更新更新できるようできるようできるようできるよう、、、、独自独自独自独自ののののドメインドメインドメインドメインをををを取得取得取得取得することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 88887777 号号号号    

    

    

議会議会議会議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイトのののの刷新刷新刷新刷新にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその 11111111））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第２２２２条第条第条第条第４４４４号号号号にはにはにはには、「、「、「、「市民市民市民市民がががが議会議会議会議会にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを常常常常にににに容易容易容易容易にににに入手入手入手入手することがすることがすることがすることが

できるようできるようできるようできるよう、、、、当該情報当該情報当該情報当該情報をををを積極的積極的積極的積極的にににに発信発信発信発信することすることすることすること。」。」。」。」とありとありとありとあり、、、、またまたまたまた、、、、青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイト

にはにはにはには、「『、「『、「『、「『開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会』』』』をををを目指目指目指目指すすすす青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会のののの役割役割役割役割、、、、仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、活動内容活動内容活動内容活動内容などなどなどなどをををを広広広広くくくく市民市民市民市民のののの

皆皆皆皆さまにさまにさまにさまに知知知知っていただきっていただきっていただきっていただき、、、、身近身近身近身近なものとしてなものとしてなものとしてなものとして受受受受けけけけ止止止止めていただけるようめていただけるようめていただけるようめていただけるよう、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく紹介紹介紹介紹介

しておりしておりしておりしており」」」」とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、市民市民市民市民がががが議会議会議会議会のののの情報情報情報情報をををを「「「「わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく」、「」、「」、「」、「容易容易容易容易にににに」」」」手手手手にににに入入入入れられるとはれられるとはれられるとはれられるとは

言言言言いがたくいがたくいがたくいがたく、、、、開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会をををを目指目指目指目指すにすにすにすに当当当当たりたりたりたり、、、、議会議会議会議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトのののの刷新刷新刷新刷新がががが急務急務急務急務であるであるであるである。。。。    

    千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市のののの議会議会議会議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトづくりにはづくりにはづくりにはづくりには、、、、多多多多くのくのくのくの知見知見知見知見とととと挑戦挑戦挑戦挑戦がががが組組組組みみみみ込込込込まれているまれているまれているまれている。。。。青青青青

森市議会森市議会森市議会森市議会はははは調査調査調査調査・・・・研究研究研究研究しししし、、、、吸収吸収吸収吸収すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・市民市民市民市民がががが日常日常日常日常でででで話題話題話題話題にしやすいようににしやすいようににしやすいようににしやすいようにツイッターツイッターツイッターツイッターややややフェイスブックフェイスブックフェイスブックフェイスブックののののシェアボタンシェアボタンシェアボタンシェアボタンをををを設置設置設置設置すすすす

ることることることること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 88888888 号号号号    

    

    

議会議会議会議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイトのののの刷新刷新刷新刷新にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその 12121212））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第２２２２条第条第条第条第４４４４号号号号にはにはにはには、「、「、「、「市民市民市民市民がががが議会議会議会議会にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを常常常常にににに容易容易容易容易にににに入手入手入手入手することがすることがすることがすることが

できるようできるようできるようできるよう、、、、当該情報当該情報当該情報当該情報をををを積極的積極的積極的積極的にににに発信発信発信発信することすることすることすること。」。」。」。」とありとありとありとあり、、、、またまたまたまた、、、、青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイト

にはにはにはには、「『、「『、「『、「『開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会』』』』をををを目指目指目指目指すすすす青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会のののの役割役割役割役割、、、、仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、活動内容活動内容活動内容活動内容などをなどをなどをなどを広広広広くくくく市民市民市民市民のののの

皆皆皆皆さまにさまにさまにさまに知知知知っていただきっていただきっていただきっていただき、、、、身近身近身近身近なものとしてなものとしてなものとしてなものとして受受受受けけけけ止止止止めていただけるようめていただけるようめていただけるようめていただけるよう、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく紹介紹介紹介紹介

しておりしておりしておりしており」」」」とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、市民市民市民市民がががが議会議会議会議会のののの情報情報情報情報をををを「「「「わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく」、「」、「」、「」、「容易容易容易容易にににに」」」」手手手手にににに入入入入れられるとはれられるとはれられるとはれられるとは

言言言言いがたくいがたくいがたくいがたく、、、、開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会をををを目指目指目指目指すにすにすにすに当当当当たりたりたりたり、、、、議会議会議会議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトのののの刷新刷新刷新刷新がががが急務急務急務急務であるであるであるである。。。。    

    千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市のののの議会議会議会議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトづくりにはづくりにはづくりにはづくりには、、、、多多多多くのくのくのくの知見知見知見知見とととと挑戦挑戦挑戦挑戦がががが組組組組みみみみ込込込込まれているまれているまれているまれている。。。。青青青青

森市議会森市議会森市議会森市議会はははは調査調査調査調査・・・・研究研究研究研究しししし、、、、吸収吸収吸収吸収すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・会議日程会議日程会議日程会議日程スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールををををグーグーグーグーグルグルグルグルカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーをををを利用利用利用利用してしてしてして告知告知告知告知することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 88889999 号号号号    

    

    

議会議会議会議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイトのののの刷新刷新刷新刷新にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその 13131313））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第２２２２条第条第条第条第４４４４号号号号にはにはにはには、「、「、「、「市民市民市民市民がががが議会議会議会議会にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを常常常常にににに容易容易容易容易にににに入手入手入手入手することがすることがすることがすることが

できるようできるようできるようできるよう、、、、当該情報当該情報当該情報当該情報をををを積極的積極的積極的積極的にににに発信発信発信発信することすることすることすること。」。」。」。」とありとありとありとあり、、、、またまたまたまた、、、、青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイト

にはにはにはには、「『、「『、「『、「『開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会』』』』をををを目指目指目指目指すすすす青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会のののの役割役割役割役割、、、、仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、活動内容活動内容活動内容活動内容などをなどをなどをなどを広広広広くくくく市民市民市民市民のののの

皆皆皆皆さまにさまにさまにさまに知知知知っていただきっていただきっていただきっていただき、、、、身近身近身近身近なものとしてなものとしてなものとしてなものとして受受受受けけけけ止止止止めていただけるようめていただけるようめていただけるようめていただけるよう、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく紹介紹介紹介紹介

しておりしておりしておりしており」」」」とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、市民市民市民市民がががが議会議会議会議会のののの情報情報情報情報をををを「「「「わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく」、「」、「」、「」、「容易容易容易容易にににに」」」」手手手手にににに入入入入れられるとはれられるとはれられるとはれられるとは

言言言言いがたくいがたくいがたくいがたく、、、、開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会をををを目指目指目指目指すにすにすにすに当当当当たりたりたりたり、、、、議会議会議会議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトのののの刷新刷新刷新刷新がががが急務急務急務急務であるであるであるである。。。。    

    千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市のののの議会議会議会議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトづくりにはづくりにはづくりにはづくりには、、、、多多多多くのくのくのくの知見知見知見知見とととと挑戦挑戦挑戦挑戦がががが組組組組みみみみ込込込込まれているまれているまれているまれている。。。。青青青青

森市議会森市議会森市議会森市議会はははは調査調査調査調査・・・・研究研究研究研究しししし、、、、吸収吸収吸収吸収すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・文字検索機能文字検索機能文字検索機能文字検索機能をををを追加追加追加追加することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 90909090 号号号号    

    

    

議会議会議会議会ウエウエウエウエブサイトブサイトブサイトブサイトのののの刷新刷新刷新刷新にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその 14141414））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第議会基本条例第２２２２条第条第条第条第４４４４号号号号にはにはにはには、「、「、「、「市民市民市民市民がががが議会議会議会議会にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを常常常常にににに容易容易容易容易にににに入手入手入手入手することがすることがすることがすることが

できるようできるようできるようできるよう、、、、当該情報当該情報当該情報当該情報をををを積極的積極的積極的積極的にににに発信発信発信発信することすることすることすること。」。」。」。」とありとありとありとあり、、、、またまたまたまた、、、、青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイト

にはにはにはには、「『、「『、「『、「『開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会』』』』をををを目指目指目指目指すすすす青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会のののの役割役割役割役割、、、、仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、活動内容活動内容活動内容活動内容などをなどをなどをなどを広広広広くくくく市民市民市民市民のののの

皆皆皆皆さまにさまにさまにさまに知知知知っていただきっていただきっていただきっていただき、、、、身近身近身近身近なものとしてなものとしてなものとしてなものとして受受受受けけけけ止止止止めていただけるようめていただけるようめていただけるようめていただけるよう、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく紹介紹介紹介紹介

しておりしておりしておりしており」」」」とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、市民市民市民市民がががが議会議会議会議会のののの情報情報情報情報をををを「「「「わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく」、「」、「」、「」、「容易容易容易容易にににに」」」」手手手手にににに入入入入れられるとはれられるとはれられるとはれられるとは

言言言言いがたくいがたくいがたくいがたく、、、、開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会をををを目指目指目指目指すにすにすにすに当当当当たりたりたりたり、、、、議会議会議会議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトのののの刷新刷新刷新刷新がががが急務急務急務急務であるであるであるである。。。。    

    千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市千葉県流山市のののの議会議会議会議会ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトづくりにはづくりにはづくりにはづくりには、、、、多多多多くのくのくのくの知見知見知見知見とととと挑戦挑戦挑戦挑戦がががが組組組組みみみみ込込込込まれているまれているまれているまれている。。。。青青青青

森市議会森市議会森市議会森市議会はははは調査調査調査調査・・・・研究研究研究研究しししし、、、、吸収吸収吸収吸収すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・子子子子どもにもわかりやすくどもにもわかりやすくどもにもわかりやすくどもにもわかりやすく議会議会議会議会をををを紹介紹介紹介紹介するするするする「「「「キッズページキッズページキッズページキッズページ」」」」をををを追加追加追加追加することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 91919191 号号号号    

    

    

議会報告番組議会報告番組議会報告番組議会報告番組のののの作成作成作成作成にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    三重県亀山市議会三重県亀山市議会三重県亀山市議会三重県亀山市議会ではではではでは、、、、議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局がががが「「「「議会活動議会活動議会活動議会活動のののの見見見見えるえるえるえる化化化化」」」」をををを事務局事務局事務局事務局のののの使命使命使命使命としてとしてとしてとして議会議会議会議会

ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトでででで宣言宣言宣言宣言しししし、、、、議会報告番組議会報告番組議会報告番組議会報告番組をををを作成作成作成作成してしてしてしてインターネットインターネットインターネットインターネットでででで配信配信配信配信していしていしていしているるるる。。。。このこのこのこの先進先進先進先進

的取的取的取的取りりりり組組組組みによってみによってみによってみによって、、、、実際実際実際実際のののの議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会ででででのののの市民市民市民市民とのとのとのとの交流交流交流交流にににに加加加加ええええ、、、、さらさらさらさらにににに多多多多くのくのくのくの市民市民市民市民にににに議会議会議会議会

についてについてについてについて知知知知ってもらうことがってもらうことがってもらうことがってもらうことが可能可能可能可能になになになになるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情事項陳情事項陳情事項陳情事項））））    

・・・・ユーチューブユーチューブユーチューブユーチューブにににに議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局がががが運用運用運用運用するするするする議会報告番組議会報告番組議会報告番組議会報告番組チャンネルチャンネルチャンネルチャンネルをををを開設開設開設開設することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 92929292 号号号号    

    

    

議会報告番組議会報告番組議会報告番組議会報告番組のののの作成作成作成作成にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    三重県亀山市議会三重県亀山市議会三重県亀山市議会三重県亀山市議会ではではではでは、、、、議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局がががが「「「「議会活動議会活動議会活動議会活動のののの見見見見えるえるえるえる化化化化」」」」をををを事務局事務局事務局事務局のののの使命使命使命使命としてとしてとしてとして議会議会議会議会

ウエブサイトウエブサイトウエブサイトウエブサイトでででで宣言宣言宣言宣言しししし、、、、議会報告番組議会報告番組議会報告番組議会報告番組をををを作成作成作成作成してしてしてしてインターネットインターネットインターネットインターネットでででで配信配信配信配信していしていしていしているるるる。。。。このこのこのこの先進先進先進先進

的取的取的取的取りりりり組組組組みによってみによってみによってみによって、、、、実際実際実際実際のののの議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会ででででのののの市民市民市民市民とのとのとのとの交流交流交流交流にににに加加加加ええええ、、、、さらさらさらさらにににに多多多多くのくのくのくの市民市民市民市民にににに議会議会議会議会

についてについてについてについて知知知知ってもらうことがってもらうことがってもらうことがってもらうことが可能可能可能可能になになになになるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・番組番組番組番組コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツにににに関関関関してしてしてして市民市民市民市民ににににパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントをををを実施実施実施実施することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 99996666 号号号号    

    

    

議会議会議会議会ＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳ開設開設開設開設にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    インターネットインターネットインターネットインターネットのののの普及普及普及普及によによによによりりりり、、、、市民市民市民市民ののののＳＮＳ（ＳＮＳ（ＳＮＳ（ＳＮＳ（ソーソーソーソーシャルネットワークサービスシャルネットワークサービスシャルネットワークサービスシャルネットワークサービス））））へのへのへのへの加加加加

入状況入状況入状況入状況もももも爆発的爆発的爆発的爆発的にににに拡大拡大拡大拡大しているしているしているしている。。。。これまでこれまでこれまでこれまで、、、、行政行政行政行政やややや議会議会議会議会がががが市民市民市民市民とのとのとのとの双方向双方向双方向双方向コミュニケーショコミュニケーショコミュニケーショコミュニケーショ

ンンンンをををを行行行行うううう手法手法手法手法はははは極極極極めてめてめてめて限限限限られてきられてきられてきられてきたたたたがががが、ＳＮＳ、ＳＮＳ、ＳＮＳ、ＳＮＳのののの登場登場登場登場ででででインターネットインターネットインターネットインターネット環境環境環境環境さえあれさえあれさえあれさえあればばばば簡単簡単簡単簡単

にににに可能可能可能可能になになになになったったったった。。。。それにそれにそれにそれに従従従従いいいい、、、、全国全国全国全国のののの行政行政行政行政及及及及びびびび議会議会議会議会ががががＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳアカウントアカウントアカウントアカウントをををを持持持持ちちちち、、、、特特特特にににに若若若若いいいい世世世世

代代代代のののの市民市民市民市民とととと直接直接直接直接コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションををををととととるるるる事例事例事例事例ががががふふふふえてきていえてきていえてきていえてきているるるる。。。。    

    そのそのそのその傾向傾向傾向傾向はははは、、、、今後今後今後今後もももも拡大拡大拡大拡大するとするとするとすると見見見見られているられているられているられている中中中中、、、、青森市議会全体青森市議会全体青森市議会全体青森市議会全体としてとしてとしてとしてＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳでのでのでのでの情報発情報発情報発情報発

信信信信をしないことはをしないことはをしないことはをしないことは、、、、今後今後今後今後、、、、情報公開情報公開情報公開情報公開のののの原則原則原則原則においてにおいてにおいてにおいて、、、、重大重大重大重大なななな怠慢怠慢怠慢怠慢をををを指摘指摘指摘指摘されるされるされるされる危険性危険性危険性危険性があるがあるがあるがある

とととと考考考考ええええるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局がががが運営運営運営運営するするするする議会議会議会議会ツイッターツイッターツイッターツイッター、、、、フェイスブックフェイスブックフェイスブックフェイスブック、、、、ラインラインラインラインをををを開設開設開設開設することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 99997777 号号号号    

    

    

議会議会議会議会ＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳ開設開設開設開設にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    インターネットインターネットインターネットインターネットのののの普及普及普及普及によによによによりりりり、、、、市民市民市民市民ののののＳＮＳ（ＳＮＳ（ＳＮＳ（ＳＮＳ（ソーソーソーソーシャルネットワークサービスシャルネットワークサービスシャルネットワークサービスシャルネットワークサービス））））へのへのへのへの加加加加

入状況入状況入状況入状況もももも爆発的爆発的爆発的爆発的にににに拡大拡大拡大拡大しているしているしているしている。。。。これまでこれまでこれまでこれまで、、、、行政行政行政行政やややや議会議会議会議会がががが市民市民市民市民とのとのとのとの双方向双方向双方向双方向コミュニケーショコミュニケーショコミュニケーショコミュニケーショ

ンンンンをををを行行行行うううう手法手法手法手法はははは極極極極めてめてめてめて限限限限られてきられてきられてきられてきたたたたがががが、ＳＮＳ、ＳＮＳ、ＳＮＳ、ＳＮＳのののの登場登場登場登場ででででインターネットインターネットインターネットインターネット環境環境環境環境さえあれさえあれさえあれさえあればばばば簡単簡単簡単簡単

にににに可能可能可能可能になになになになったったったった。。。。それにそれにそれにそれに従従従従いいいい、、、、全国全国全国全国のののの行政行政行政行政及及及及びびびび議会議会議会議会ががががＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳアカウントアカウントアカウントアカウントをををを持持持持ちちちち、、、、特特特特にににに若若若若いいいい世世世世

代代代代のののの市民市民市民市民とととと直接直接直接直接コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションををををととととるるるる事例事例事例事例ががががふふふふえてきていえてきていえてきていえてきているるるる。。。。    

    そのそのそのその傾向傾向傾向傾向はははは、、、、今後今後今後今後もももも拡大拡大拡大拡大するとするとするとすると見見見見られているられているられているられている中中中中、、、、青森市議会全体青森市議会全体青森市議会全体青森市議会全体としてとしてとしてとしてＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳでのでのでのでの情報発情報発情報発情報発

信信信信をしないことはをしないことはをしないことはをしないことは、、、、今後今後今後今後、、、、情報公開情報公開情報公開情報公開のののの原則原則原則原則においてにおいてにおいてにおいて、、、、重大重大重大重大なななな怠慢怠慢怠慢怠慢をををを指摘指摘指摘指摘されるされるされるされる危険性危険性危険性危険性があるがあるがあるがある

とととと考考考考ええええるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・開設準備開設準備開設準備開設準備としてとしてとしてとして「「「「議会議会議会議会ＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳ運用指針運用指針運用指針運用指針」」」」作成作成作成作成のためののためののためののための議員間討議議員間討議議員間討議議員間討議をををを行行行行うことうことうことうこと    



陳情第陳情第陳情第陳情第 99998888 号号号号    

    

    

議会議会議会議会メールマガジンメールマガジンメールマガジンメールマガジン発行発行発行発行にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    議会議会議会議会のののの情報情報情報情報はははは、、、、現在現在現在現在、、、、議会議会議会議会ウウウウエエエエブサイトブサイトブサイトブサイトやややや議会議会議会議会だよりだよりだよりだより、、、、議員個人議員個人議員個人議員個人のののの情報発信情報発信情報発信情報発信などさまざまなどさまざまなどさまざまなどさまざま

ああああるるるるがががが、、、、一般市民一般市民一般市民一般市民がががが生活生活生活生活のののの上上上上でででで常常常常にににに積極的積極的積極的積極的にににに議会議会議会議会のののの情報情報情報情報をををを収集収集収集収集することはすることはすることはすることは困難困難困難困難でででであるあるあるある。。。。    

    しかししかししかししかし、、、、議会議会議会議会にににに関関関関するするするする情報情報情報情報はははは、、、、本来本来本来本来、、、、全全全全ててててのののの市民市民市民市民にとってにとってにとってにとって重要重要重要重要なものであなものであなものであなものでありりりり、、、、積積積積極的極的極的極的にににに情情情情

報収集報収集報収集報収集しなくともしなくともしなくともしなくとも、、、、テレビテレビテレビテレビややややラジオラジオラジオラジオのようにのようにのようにのように目目目目にににに入入入入ってくることがってくることがってくることがってくることが望望望望ましいとましいとましいとましいと考考考考ええええるるるる。。。。    

    メールマガジンメールマガジンメールマガジンメールマガジンであればであればであればであれば、、、、一度登録一度登録一度登録一度登録すればすればすればすれば市民市民市民市民ののののパソコンパソコンパソコンパソコンやややや携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話にににに自動的自動的自動的自動的にににに議会情報議会情報議会情報議会情報

メールメールメールメールがががが送信送信送信送信されされされされ、、、、日常生活日常生活日常生活日常生活のののの中中中中でででで意識意識意識意識しなくてもしなくてもしなくてもしなくても議会議会議会議会のののの情報情報情報情報にににに触触触触れれれれられられられられるるるる機会機会機会機会をををを今今今今よりよりよりより格格格格

段段段段ににににふふふふやすことができやすことができやすことができやすことができるるるる。。。。    

    議会議会議会議会がががが住民住民住民住民にとってよりにとってよりにとってよりにとってより身近身近身近身近なななな存在存在存在存在とととと感感感感じられればじられればじられればじられれば、、、、無用無用無用無用なななな議会敵視議会敵視議会敵視議会敵視もももも軽減軽減軽減軽減しししし、、、、建設的建設的建設的建設的なななな

関係関係関係関係をををを構築構築構築構築するきっかけになりするきっかけになりするきっかけになりするきっかけになり得得得得るるるるとととと考考考考ええええるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局がががが運営運営運営運営するするするする議会情報議会情報議会情報議会情報にににに特化特化特化特化したしたしたしたメールマガジンメールマガジンメールマガジンメールマガジンをををを発行発行発行発行することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 99999999 号号号号    

    

    

議会議会議会議会メールマガジンメールマガジンメールマガジンメールマガジン発行発行発行発行にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    議会議会議会議会のののの情報情報情報情報はははは、、、、現在現在現在現在、、、、議会議会議会議会ウウウウエエエエブサイトブサイトブサイトブサイトやややや議会議会議会議会だよりだよりだよりだより、、、、議員個人議員個人議員個人議員個人のののの情報発信情報発信情報発信情報発信などさまざまなどさまざまなどさまざまなどさまざま

ああああるるるるがががが、、、、一般市民一般市民一般市民一般市民がががが生活生活生活生活のののの上上上上でででで常常常常にににに積極的積極的積極的積極的にににに議会議会議会議会のののの情報情報情報情報をををを収集収集収集収集することはすることはすることはすることは困難困難困難困難でででであるあるあるある。。。。    

    しかししかししかししかし、、、、議会議会議会議会にににに関関関関するするするする情報情報情報情報はははは、、、、本来本来本来本来、、、、全全全全ててててのののの市民市民市民市民にとってにとってにとってにとって重要重要重要重要なものであなものであなものであなものでありりりり、、、、積積積積極的極的極的極的にににに情情情情

報収集報収集報収集報収集しなくともしなくともしなくともしなくとも、、、、テレビテレビテレビテレビややややラジオラジオラジオラジオのようにのようにのようにのように目目目目にににに入入入入ってくることがってくることがってくることがってくることが望望望望ましいとましいとましいとましいと考考考考ええええるるるる。。。。    

    メールマガジンメールマガジンメールマガジンメールマガジンであればであればであればであれば、、、、一度登録一度登録一度登録一度登録すればすればすればすれば市民市民市民市民ののののパソコンパソコンパソコンパソコンやややや携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話にににに自動的自動的自動的自動的にににに議会情報議会情報議会情報議会情報

メールメールメールメールがががが送信送信送信送信されされされされ、、、、日常生活日常生活日常生活日常生活のののの中中中中でででで意識意識意識意識しなくてもしなくてもしなくてもしなくても議会議会議会議会のののの情報情報情報情報にににに触触触触れれれれられられられられるるるる機会機会機会機会をををを今今今今よりよりよりより格格格格

段段段段ににににふふふふやすことができやすことができやすことができやすことができるるるる。。。。    

    議会議会議会議会がががが住民住民住民住民にとってよりにとってよりにとってよりにとってより身近身近身近身近なななな存在存在存在存在とととと感感感感じられればじられればじられればじられれば、、、、無用無用無用無用なななな議会敵視議会敵視議会敵視議会敵視もももも軽減軽減軽減軽減しししし、、、、建設的建設的建設的建設的なななな

関係関係関係関係をををを構築構築構築構築するきっかけになりするきっかけになりするきっかけになりするきっかけになり得得得得るるるるとととと考考考考ええええるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・議会議会議会議会メールマガジンメールマガジンメールマガジンメールマガジンではではではでは、、、、月月月月にににに１１１１通通通通ののののペースペースペースペースでででで、、、、議会情報議会情報議会情報議会情報やややや市政問題市政問題市政問題市政問題のののの解説解説解説解説、、、、市民市民市民市民アンケアンケアンケアンケ

ートートートートのののの結果報告結果報告結果報告結果報告、、、、議会傍聴議会傍聴議会傍聴議会傍聴のののの案内案内案内案内などなどなどなど、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる情報情報情報情報をををを発信発信発信発信することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 101010102222 号号号号    

    

    

議会動画配信議会動画配信議会動画配信議会動画配信のののの改善改善改善改善にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    議会議会議会議会ののののインターネットインターネットインターネットインターネット中継動画中継動画中継動画中継動画はははは、、、、利用者利用者利用者利用者ののののパソコンパソコンパソコンパソコン環境環境環境環境によってによってによってによって視聴視聴視聴視聴できないできないできないできない形式形式形式形式をとをとをとをと

っていっていっていっているるるる。。。。例例例例ええええばばばばスマートフォンスマートフォンスマートフォンスマートフォンではではではでは視聴視聴視聴視聴できできできできないないないない。。。。どんなどんなどんなどんな環境環境環境環境にあるにあるにあるにある市民市民市民市民でもでもでもでも広広広広くくくく視聴視聴視聴視聴でででで

きるようにきるようにきるようにきるように改善改善改善改善すべきですべきですべきですべきであるあるあるある。。。。    

    ユーストリームユーストリームユーストリームユーストリーム及及及及びびびびユーチューブユーチューブユーチューブユーチューブをををを利用利用利用利用することですることですることですることで、、、、市民市民市民市民ののののパソコンパソコンパソコンパソコン環境環境環境環境をををを選選選選ばずばずばずばず視聴視聴視聴視聴でででで

きききき、、、、双方向双方向双方向双方向コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションをををを可能可能可能可能にするにするにするにする議会配信議会配信議会配信議会配信はははは、、、、全国全国全国全国でででで次次次次々々々々とととと取取取取りりりり入入入入れられていれられていれられていれられているるるる。。。。    

    先進事例先進事例先進事例先進事例をををを学学学学べばべばべばべば、、、、多額多額多額多額のののの費用費用費用費用をかけずにをかけずにをかけずにをかけずに情報公開情報公開情報公開情報公開がががが進進進進められることがめられることがめられることがめられることが理解理解理解理解できできできできるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・議会議会議会議会ののののインターネットインターネットインターネットインターネット配信配信配信配信はははは、、、、低低低低コストコストコストコストでででで双方向双方向双方向双方向コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションをををを可能可能可能可能にするにするにするにするユースユースユースユース

トリームトリームトリームトリームをををを利用利用利用利用しししし、、、、委員会室委員会室委員会室委員会室にににに中継機器中継機器中継機器中継機器をををを導入導入導入導入してしてしてして委員会委員会委員会委員会のののの議論議論議論議論までまでまでまで全面的全面的全面的全面的にににに可視化可視化可視化可視化するするするする

ことことことこと    



陳情第陳情第陳情第陳情第 101010103333 号号号号    

    

    

議会動画配信議会動画配信議会動画配信議会動画配信のののの改善改善改善改善にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    議会議会議会議会ののののインターネットインターネットインターネットインターネット中継動画中継動画中継動画中継動画はははは、、、、利用者利用者利用者利用者ののののパソコンパソコンパソコンパソコン環境環境環境環境によってによってによってによって視聴視聴視聴視聴できないできないできないできない形式形式形式形式をとをとをとをと

っていっていっていっているるるる。。。。例例例例ええええばばばばスマートフォンスマートフォンスマートフォンスマートフォンではではではでは視聴視聴視聴視聴できできできできないないないない。。。。どんなどんなどんなどんな環境環境環境環境にあるにあるにあるにある市民市民市民市民でもでもでもでも広広広広くくくく視聴視聴視聴視聴でででで

きるようにきるようにきるようにきるように改善改善改善改善すべきですべきですべきですべきであるあるあるある。。。。    

    ユーストリームユーストリームユーストリームユーストリーム及及及及びびびびユーチューブユーチューブユーチューブユーチューブをををを利用利用利用利用することですることですることですることで、、、、市民市民市民市民ののののパソコンパソコンパソコンパソコン環境環境環境環境をををを選選選選ばずばずばずばず視聴視聴視聴視聴でででで

きききき、、、、双方向双方向双方向双方向コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションをををを可能可能可能可能にするにするにするにする議会配信議会配信議会配信議会配信はははは、、、、全国全国全国全国でででで次次次次々々々々とととと取取取取りりりり入入入入れられていれられていれられていれられているるるる。。。。    

    先進事例先進事例先進事例先進事例をををを学学学学べばべばべばべば、、、、多額多額多額多額のののの費用費用費用費用をかけずにをかけずにをかけずにをかけずに情報公開情報公開情報公開情報公開がががが進進進進められることがめられることがめられることがめられることが理解理解理解理解できできできできるるるる。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・録画映像録画映像録画映像録画映像はははは、、、、汎用性汎用性汎用性汎用性のののの高高高高いいいいユーチューブユーチューブユーチューブユーチューブににににアーカイブアーカイブアーカイブアーカイブすることすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 104104104104 号号号号    

    

    

議会議会議会議会とととと住民住民住民住民のののの対話対話対話対話のののの場場場場にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその１１１１））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    本来本来本来本来、、、、議会議会議会議会とととと住民住民住民住民はははは密接密接密接密接なななな関係関係関係関係にあにあにあにありりりり、、、、互互互互いのいのいのいの信頼信頼信頼信頼によってによってによってによって監視監視監視監視・・・・協力協力協力協力するするするする関係関係関係関係にあるべにあるべにあるべにあるべ

ききききだだだだがががが、、、、実際実際実際実際はははは市民市民市民市民がががが議会議会議会議会をををを敵視敵視敵視敵視しししし、、、、期待期待期待期待もしていないもしていないもしていないもしていない状況状況状況状況があがあがあがあるるるる。。。。それはそれはそれはそれは、、、、民意民意民意民意がががが反映反映反映反映ささささ

れないというれないというれないというれないという理由理由理由理由ののののほかほかほかほかにににに、、、、議会議会議会議会とととと住民住民住民住民がががが対話対話対話対話するするするする機会機会機会機会ががががなななないこともいこともいこともいことも挙挙挙挙げられげられげられげられるるるる。。。。    

    2013201320132013 年版議会改革白書年版議会改革白書年版議会改革白書年版議会改革白書によるとによるとによるとによると、、、、議会活動議会活動議会活動議会活動のののの報告報告報告報告やややや住民住民住民住民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会をををを、、、、議員個人議員個人議員個人議員個人ではではではでは

なくなくなくなく議会議会議会議会としてとしてとしてとして、、、、委員会委員会委員会委員会としてとしてとしてとして開催開催開催開催したしたしたした議会議会議会議会はははは、、、、日本全体日本全体日本全体日本全体でででで 2012201220122012 年年年年はははは 634634634634 議会議会議会議会（（（（全体全体全体全体のののの 43434343％）％）％）％）

にににに上上上上るるるる。。。。    

    千葉県流山市議会千葉県流山市議会千葉県流山市議会千葉県流山市議会のののの議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会はははは、、、、ホームページホームページホームページホームページのののの議会改革議会改革議会改革議会改革ページページページページにににに各開催場所別各開催場所別各開催場所別各開催場所別にににに議員議員議員議員

によるによるによるによる報告書報告書報告書報告書、、、、アンケートアンケートアンケートアンケート集計結果集計結果集計結果集計結果、、、、質問質問質問質問へのへのへのへの回答回答回答回答をををを公開公開公開公開していしていしていしているるるる。。。。    

    議会改革議会改革議会改革議会改革ののののトップランナートップランナートップランナートップランナーにににに学学学学びびびび、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・定例会後定例会後定例会後定例会後にににに委員会主催委員会主催委員会主催委員会主催のののの議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会をををを開催開催開催開催しししし、、、、議員議員議員議員によるによるによるによる報告書報告書報告書報告書、、、、アンケートアンケートアンケートアンケート集計結果集計結果集計結果集計結果、、、、

質問質問質問質問へのへのへのへの回答回答回答回答をををを議会議会議会議会ホームページホームページホームページホームページでででで公開公開公開公開することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 101010105555 号号号号    

    

    

議会議会議会議会とととと住民住民住民住民のののの対話対話対話対話のののの場場場場にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    本来本来本来本来、、、、議会議会議会議会とととと住民住民住民住民はははは密接密接密接密接なななな関係関係関係関係にあにあにあにありりりり、、、、互互互互いのいのいのいの信頼信頼信頼信頼によってによってによってによって監視監視監視監視・・・・協力協力協力協力するするするする関係関係関係関係にあるべにあるべにあるべにあるべ

ききききだだだだがががが、、、、実際実際実際実際はははは市民市民市民市民がががが議会議会議会議会をををを敵視敵視敵視敵視しししし、、、、期待期待期待期待もしていないもしていないもしていないもしていない状況状況状況状況があがあがあがあるるるる。。。。それはそれはそれはそれは、、、、民意民意民意民意がががが反映反映反映反映ささささ

れないというれないというれないというれないという理由理由理由理由ののののほかほかほかほかにににに、、、、議会議会議会議会とととと住民住民住民住民がががが対話対話対話対話するするするする機会機会機会機会ががががなななないこともいこともいこともいことも挙挙挙挙げられげられげられげられるるるる。。。。    

    2013201320132013 年版議会改革白書年版議会改革白書年版議会改革白書年版議会改革白書によるとによるとによるとによると、、、、議会活動議会活動議会活動議会活動のののの報告報告報告報告やややや住民住民住民住民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会をををを、、、、議員個人議員個人議員個人議員個人ではではではでは

なくなくなくなく議会議会議会議会としてとしてとしてとして、、、、委員会委員会委員会委員会としてとしてとしてとして開催開催開催開催したしたしたした議会議会議会議会はははは、、、、日本全体日本全体日本全体日本全体でででで 2012201220122012 年年年年はははは 634634634634 議会議会議会議会（（（（全体全体全体全体のののの 43434343％）％）％）％）

にににに上上上上るるるる。。。。    

    千葉県流山市議会千葉県流山市議会千葉県流山市議会千葉県流山市議会のののの議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会はははは、、、、ホームページホームページホームページホームページのののの議会改革議会改革議会改革議会改革ページページページページにににに各開催場所別各開催場所別各開催場所別各開催場所別にににに議員議員議員議員

によるによるによるによる報告書報告書報告書報告書、、、、アンケートアンケートアンケートアンケート集計結果集計結果集計結果集計結果、、、、質問質問質問質問へのへのへのへの回答回答回答回答をををを公開公開公開公開していしていしていしているるるる。。。。    

    議会改革議会改革議会改革議会改革ののののトップランナートップランナートップランナートップランナーにににに学学学学びびびび、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・定例会定例会定例会定例会のないのないのないのない時期時期時期時期にはにはにはには、、、、住民住民住民住民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会をををを積極的積極的積極的積極的にににに開催開催開催開催しししし、、、、事前事前事前事前にににに意見交換意見交換意見交換意見交換ののののテーマテーマテーマテーマ

をををを公開公開公開公開することすることすることすること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 106106106106 号号号号    

    

    

議会議会議会議会とととと住民住民住民住民のののの対話対話対話対話のののの場場場場にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその３３３３））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    本来本来本来本来、、、、議会議会議会議会とととと住民住民住民住民はははは密接密接密接密接なななな関係関係関係関係にあにあにあにありりりり、、、、互互互互いのいのいのいの信頼信頼信頼信頼によってによってによってによって監視監視監視監視・・・・協力協力協力協力するするするする関係関係関係関係にあるべにあるべにあるべにあるべ

ききききだだだだがががが、、、、実際実際実際実際はははは市民市民市民市民がががが議会議会議会議会をををを敵視敵視敵視敵視しししし、、、、期待期待期待期待もしていないもしていないもしていないもしていない状況状況状況状況があがあがあがあるるるる。。。。それはそれはそれはそれは、、、、民意民意民意民意がががが反映反映反映反映ささささ

れないというれないというれないというれないという理由理由理由理由ののののほかほかほかほかにににに、、、、議会議会議会議会とととと住民住民住民住民がががが対話対話対話対話するするするする機会機会機会機会ががががなななないこともいこともいこともいことも挙挙挙挙げられげられげられげられるるるる。。。。    

    2013201320132013 年版議会改革白書年版議会改革白書年版議会改革白書年版議会改革白書によるとによるとによるとによると、、、、議会活動議会活動議会活動議会活動のののの報告報告報告報告やややや住民住民住民住民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会をををを、、、、議員個人議員個人議員個人議員個人ではではではでは

なくなくなくなく議会議会議会議会としてとしてとしてとして、、、、委員会委員会委員会委員会としてとしてとしてとして開催開催開催開催したしたしたした議会議会議会議会はははは、、、、日本全体日本全体日本全体日本全体でででで 2012201220122012 年年年年はははは 634634634634 議会議会議会議会（（（（全体全体全体全体のののの 43434343％）％）％）％）

にににに上上上上るるるる。。。。    

    千葉県流山市議会千葉県流山市議会千葉県流山市議会千葉県流山市議会のののの議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会はははは、、、、ホームページホームページホームページホームページのののの議会改革議会改革議会改革議会改革ページページページページにににに各開催場所別各開催場所別各開催場所別各開催場所別にににに議員議員議員議員

によるによるによるによる報告書報告書報告書報告書、、、、アンケートアンケートアンケートアンケート集計結果集計結果集計結果集計結果、、、、質問質問質問質問へのへのへのへの回答回答回答回答をををを公開公開公開公開していしていしていしているるるる。。。。    

    議会改革議会改革議会改革議会改革ののののトップランナートップランナートップランナートップランナーにににに学学学学びびびび、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・議会議会議会議会によるによるによるによる市政問題市政問題市政問題市政問題のののの学習会学習会学習会学習会やややや政策立案会議政策立案会議政策立案会議政策立案会議をををを開催開催開催開催しししし、、、、住民住民住民住民のののの参政意欲参政意欲参政意欲参政意欲をををを高高高高めることめることめることめること    



陳情第陳情第陳情第陳情第 101010108888 号号号号    

    

    

議会議会議会議会活動活動活動活動のののの可視化可視化可視化可視化にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情（（（（そのそのそのその２２２２））））    

    

    平成平成平成平成 22226666 年年年年 11111111 月月月月 22226666 日日日日    

    

青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長青森市議会議長    大矢大矢大矢大矢    保保保保    様様様様    

    

                    青森市青森市青森市青森市奥野三奥野三奥野三奥野三丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－５５５５    

                    エバーグリーンエバーグリーンエバーグリーンエバーグリーン 305305305305 号室号室号室号室    

                青森青森青森青森のこれからをのこれからをのこれからをのこれからを考考考考えるえるえるえる会会会会    

                    代表代表代表代表    倉内倉内倉内倉内    一哉一哉一哉一哉    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情のののの趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

    議会制民主主義議会制民主主義議会制民主主義議会制民主主義はははは、、、、主権者主権者主権者主権者であるであるであるである市民市民市民市民のののの多様多様多様多様なななな意見意見意見意見がががが反映反映反映反映されるためにされるためにされるためにされるために、、、、議員議員議員議員のののの集合体集合体集合体集合体でででで

あるあるあるある議会議会議会議会がががが置置置置かれるかれるかれるかれる制度制度制度制度でででであるあるあるある。。。。しかししかししかししかし実際実際実際実際はははは、、、、賛否理由非公開賛否理由非公開賛否理由非公開賛否理由非公開、、、、首長提案首長提案首長提案首長提案のののの議案議案議案議案をををを丸丸丸丸ののののみみみみ、、、、

議員立案議員立案議員立案議員立案のののの条例制定条例制定条例制定条例制定ゼロゼロゼロゼロなどなどなどなど、、、、議会議会議会議会はそのはそのはそのはその存在意義存在意義存在意義存在意義にににに大大大大きなきなきなきな疑問疑問疑問疑問をををを突突突突きつけられてきつけられてきつけられてきつけられていいいいるるるる。。。。    

    議会議会議会議会みずからみずからみずからみずからがががが議会活動議会活動議会活動議会活動をををを可視化可視化可視化可視化すればすればすればすれば、、、、議会軽視議会軽視議会軽視議会軽視にににに歯歯歯歯どどどどめをめをめをめをかけるかけるかけるかけることができことができことができことができるるるる。。。。    

    議会議会議会議会ウウウウエエエエブサイトブサイトブサイトブサイトにはにはにはには、、、、「「「「『『『『開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会』』』』をををを目指目指目指目指すすすす青森市議会青森市議会青森市議会青森市議会のののの役割役割役割役割、、、、仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、活動内容活動内容活動内容活動内容

などをなどをなどをなどを広広広広くくくく市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さまにさまにさまにさまに知知知知っていただきっていただきっていただきっていただき、、、、身近身近身近身近なものとしてなものとしてなものとしてなものとして受受受受けけけけ止止止止めていただけるようめていただけるようめていただけるようめていただけるよう、、、、

わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく紹介紹介紹介紹介しておりますしておりますしておりますしております。」。」。」。」とあとあとあとあるがるがるがるが、、、、議員議員議員議員のののの政務活動費政務活動費政務活動費政務活動費のののの使途使途使途使途をををを市民市民市民市民がががが知知知知るためにるためにるためにるために

はははは、、、、収支報告書等閲覧請求書収支報告書等閲覧請求書収支報告書等閲覧請求書収支報告書等閲覧請求書をををを提出提出提出提出しなければしなければしなければしなければ閲覧閲覧閲覧閲覧できないできないできないできないありさまであるありさまであるありさまであるありさまである。。。。    

    よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目のののの実施実施実施実施をををを求求求求めめめめるるるる。。。。    

    

（（（（陳情陳情陳情陳情事項事項事項事項））））    

・・・・議会主催議会主催議会主催議会主催のののの議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会をををを定例会定例会定例会定例会ごとにごとにごとにごとに開催開催開催開催しししし、、、、議会活動議会活動議会活動議会活動にににに関関関関してしてしてして報告報告報告報告することすることすることすること    


