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150号までの移り変わり

清川村議会だより
−創刊第 150 号記念特集−

写真から知る新・旧議場の今昔
第33号（昭和57年８月）では、昭和57年６月８日、現
在の新議場で初めて行われた本会議（６月定例会）が表紙
を飾っています。このときは本会議の開催に先だって、当
時の議長から、新しい議場の完成の感謝と、これを契機に
議員としての職責を十分果たせるよう一層の研鑚に努め、
村民の皆様の負託に応えたいとのあいさつがありました。

清川村議会だよりは
150号を迎えました

それまでの議場は、旧村総合福祉館２階の会議室を使用
しており、本会議はそこで行われていました。このときの
議員数は16人で、議員たちの後ろには傍聴者の姿も見ら
れます。24号（昭和55年５月）

第33号（昭和57年８月）
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年の歳月を経て︑ここ

に清川村議会だより創

刊 第 １５ ０ 号 の 記 念 特
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清川村議会として歩

み始めてから
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化する村の課題に対

し︑詳細かつ慎重に審

議を行い︑それら議会

の活動を広くお知らせ

するため︑年４回の定

例会ごとに村議会だよ

りを発行しています︒
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46

多くの方にお知らせするために
自治会長さんや会社を通じて（公共機関等の窓口
にも配布用のものを備えています）全戸に配布をお
願いしています。
また、第147号（平成23年３月）からは村ホーム
ページへの掲載を始めました。
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審議がなされ︑激動の
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記念特集号を契機とし

かがい知ることができ
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て︑村議会だよりの長
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村民の皆様の明るい笑

い歴史を振り返るとと
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顔や︑公共施設の建設︑

もに︑村民の皆様のご
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村の一大事業であった

意見をいただきなが

また︑紙面を飾る写

宮ヶ瀬ダムの建設︑そ

ら︑紙面の充実に一層

す︒

して関連整備事業と

の努力をしてまいりま

真は︑議会活動はもと

いった清川の歴史を記
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しまれる議会となるよ
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ご承知のとおり︑村

う全力で取り組んでい

今後とも︑より開か

議会は村民の皆様から
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願い申し上げます︒

います︒

活動状況を積極的に発

さらに前進していきます
村議会だよりは、議長・副議長を含む６人の委員か
らなる村議会だより編集委員会で、掲載内容などの協
議を行い発行しています。また、発行方法や幅広い広
報の仕方など、多くの方に村議会の活動をお知らせす
ることができるよう協議・検討も行っています。
この記念特集号は、村議会だよりの歴史を追うこと
で、これまでの歩みを振り返り、これからの議会広報
のあり方を考える機会として発行しました。これまで
培われてきた村議会だよりの編集方針を受け継ぎつ
つ、村民の皆様の声を受けとめ、反映しながら、今後
もさらに前進していきます。
（村議会だより編集委員一同）
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特集号（平成23年12月1日）

特集号（平成23年12月1日）

（２）

150号までの移り変わり
村民の皆様とともに議会だよりは150号を迎え、その移り変わりをたどってみました。

色を使った魅力ある紙面へ
第１号は墨色の単色でした。一時、表紙のみカラー化し
た時期もありましたが、短期間で再び墨の単色に戻りまし

議会だより発行へ

た。
94号からは墨色と青色の２色に、さらに107号（平成
13年3月）からは墨色と緑色の２色に変更するなど経て、
127号（平成18年3月）までこの２色が続きました。

第１号 (昭和46年８月) は、議会事務局で発行しまし
た。審議された議案名や村長の施政方針、各議員の一般質

そして、128号（平成18年６月）から、より魅力ある
議会だよりの紙面づくりを目指し、先ずは皆さんに議会だ
よりを手に取ってもらいたいと考え、表紙（表・裏）をカ
ラー化にするとともに、裏表紙には「時季の花探し」とし
て、昔から村内に咲き続ける美しい花の掲載をシリーズ化
しました。
また、「村の話題」なども写真とともに掲載し、親しみ
のある紙面づくりに取り組みました。134号（平成19年
12月）

問項目、また併せて第１回臨時会で決定した議会構成等を
掲載しています。
紙面スペースの関係などから、審議経過などのお知らせ
はなく活字のみで、写真等の掲載もありませんでした。

第127号（平成18年３月）

第１号（昭和46年８月）

読みやすい紙面へ

第２号（昭和50年２月）

そこで、詳細な議会の活動内容を村民の皆様にお知らせ
し、理解と関心を持ってもらうために、昭和49年10月25
日に議会だより編集委員会を設置しました。その時の委員
数は４人でした。
第２号（昭和50年２月）からは、この議会だより編集
委員会により内容が検討され、視覚的にやさしく、読みや
すい紙面になるよう構成が大きく変更され、用紙の大きさ
はＢ５判で４段組（１段17文字）・文字サイズは10.5ポ
イントとなり、用紙の大きさこそ違いますが、このとき現

第128号（平成18年６月）

在の議会だより（表紙はきよかわ議会と表記）の原形がつ
くりあげられました。
その後、72号（平成４年６月）からは、用紙をＡ４判

第134号（平成19年12月）

へ拡大したこともあり、５段組（１段14文字）となりま
した。
そして、94号（平成９年12月）からは、現在と同じ６
段組（１段11文字）となり、同時にこれまでの墨色の単
色刷りから、青色を加えた２色刷りに変更しました。

わかりやすい紙面へ
一般質問の発言者の表記については議員名だけで
したが、第132号（平成19年６月）からは顔写真も

約し文字数を減らすとともに、写真の掲載とキャプ
ションでの説明を増やし用語解説なども入れるなど

掲載しました。
また、133号(平成19年9月)からは、見出しや小見
出しの文字サイズを大きくし、記事内容をさらに要

工夫して、より見やすく分かりやすい紙面になるよ
う編集に努めました。
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（３）

特集号（平成23年12月1日）

特集号（平成23年12月1日）

（２）

150号までの移り変わり
村民の皆様とともに議会だよりは150号を迎え、その移り変わりをたどってみました。

色を使った魅力ある紙面へ
第１号は墨色の単色でした。一時、表紙のみカラー化し
た時期もありましたが、短期間で再び墨の単色に戻りまし

議会だより発行へ

た。
94号からは墨色と青色の２色に、さらに107号（平成
13年3月）からは墨色と緑色の２色に変更するなど経て、
127号（平成18年3月）までこの２色が続きました。

第１号 (昭和46年８月) は、議会事務局で発行しまし
た。審議された議案名や村長の施政方針、各議員の一般質

そして、128号（平成18年６月）から、より魅力ある
議会だよりの紙面づくりを目指し、先ずは皆さんに議会だ
よりを手に取ってもらいたいと考え、表紙（表・裏）をカ
ラー化にするとともに、裏表紙には「時季の花探し」とし
て、昔から村内に咲き続ける美しい花の掲載をシリーズ化
しました。
また、「村の話題」なども写真とともに掲載し、親しみ
のある紙面づくりに取り組みました。134号（平成19年
12月）

問項目、また併せて第１回臨時会で決定した議会構成等を
掲載しています。
紙面スペースの関係などから、審議経過などのお知らせ
はなく活字のみで、写真等の掲載もありませんでした。

第127号（平成18年３月）

第１号（昭和46年８月）

読みやすい紙面へ

第２号（昭和50年２月）

そこで、詳細な議会の活動内容を村民の皆様にお知らせ
し、理解と関心を持ってもらうために、昭和49年10月25
日に議会だより編集委員会を設置しました。その時の委員
数は４人でした。
第２号（昭和50年２月）からは、この議会だより編集
委員会により内容が検討され、視覚的にやさしく、読みや
すい紙面になるよう構成が大きく変更され、用紙の大きさ
はＢ５判で４段組（１段17文字）・文字サイズは10.5ポ
イントとなり、用紙の大きさこそ違いますが、このとき現

第128号（平成18年６月）

在の議会だより（表紙はきよかわ議会と表記）の原形がつ
くりあげられました。
その後、72号（平成４年６月）からは、用紙をＡ４判

第134号（平成19年12月）

へ拡大したこともあり、５段組（１段14文字）となりま
した。
そして、94号（平成９年12月）からは、現在と同じ６
段組（１段11文字）となり、同時にこれまでの墨色の単
色刷りから、青色を加えた２色刷りに変更しました。

わかりやすい紙面へ
一般質問の発言者の表記については議員名だけで
したが、第132号（平成19年６月）からは顔写真も

約し文字数を減らすとともに、写真の掲載とキャプ
ションでの説明を増やし用語解説なども入れるなど

掲載しました。
また、133号(平成19年9月)からは、見出しや小見
出しの文字サイズを大きくし、記事内容をさらに要

工夫して、より見やすく分かりやすい紙面になるよ
う編集に努めました。
第94号（平成９年12月）

（１）

特集号（平成23年12月1日）

特集号（平成23年12月1日）

（４）

150号までの移り変わり

清川村議会だより
−創刊第 150 号記念特集−

写真から知る新・旧議場の今昔
第33号（昭和57年８月）では、昭和57年６月８日、現
在の新議場で初めて行われた本会議（６月定例会）が表紙
を飾っています。このときは本会議の開催に先だって、当
時の議長から、新しい議場の完成の感謝と、これを契機に
議員としての職責を十分果たせるよう一層の研鑚に努め、
村民の皆様の負託に応えたいとのあいさつがありました。

清川村議会だよりは
150号を迎えました

それまでの議場は、旧村総合福祉館２階の会議室を使用
しており、本会議はそこで行われていました。このときの
議員数は16人で、議員たちの後ろには傍聴者の姿も見ら
れます。24号（昭和55年５月）

第33号（昭和57年８月）

清川村議会議場

村民の皆様との

年８月１日に

かけ橋として

より有効な活用を

昭和

清川村議会だより第１

号を発行してから︑

年の歳月を経て︑ここ

に清川村議会だより創

刊 第 １５ ０ 号 の 記 念 特

集号を発行するに至り

ました︒

年がた

清川村議会として歩

み始めてから

ち︑複雑多様化︑専門

化する村の課題に対

し︑詳細かつ慎重に審

議を行い︑それら議会

の活動を広くお知らせ

するため︑年４回の定

例会ごとに村議会だよ

りを発行しています︒

55

46

多くの方にお知らせするために
自治会長さんや会社を通じて（公共機関等の窓口
にも配布用のものを備えています）全戸に配布をお
願いしています。
また、第147号（平成23年３月）からは村ホーム
ページへの掲載を始めました。

36

議長

山本 善男

第24号（昭和55年５月）

査 な ど︑活 発 な 議 論・

び決算の特別委員会審

た一般質問や︑予算及

ダム建設事業に関連し

状や問題︑特に宮ヶ瀬

と︑その時々の村の現

を読み返してみます

過去の村議会だより

です︒

よりは︑今もなお重要

る情報源である議会だ

元来からの紙媒体によ

に 公 開 し て い ま す が︑

ページで情報を積極的

も あ り︑村 の ホ ー ム

す︒近年は時代の流れ

信する責任がありま

これからも︑村民の

審議がなされ︑激動の

村議会の状況などをう

今 回 の １５ ０ 号 発 行

皆様とのかけ橋とし

より︑村の行事に楽し

記念特集号を契機とし

かがい知ることができ

く参加されていられる

て︑村議会だよりの長

て︑より有効に活用し

村民の皆様の明るい笑

い歴史を振り返るとと

ます︒

顔や︑公共施設の建設︑

もに︑村民の皆様のご

ていく必要がありま

村の一大事業であった

意見をいただきなが

また︑紙面を飾る写

宮ヶ瀬ダムの建設︑そ

ら︑紙面の充実に一層

す︒

して関連整備事業と

の努力をしてまいりま

真は︑議会活動はもと

いった清川の歴史を記

す︒

しまれる議会となるよ

録する貴重な資料とし

ご承知のとおり︑村

う全力で取り組んでい

今後とも︑より開か

議会は村民の皆様から

きますので︑村民の皆

ての一面ものぞかせて

選ばれた議員によって

様のご支援ご協力をお

れた︑わかりやすく親

構成されており︑その

願い申し上げます︒

います︒

活動状況を積極的に発

さらに前進していきます
村議会だよりは、議長・副議長を含む６人の委員か
らなる村議会だより編集委員会で、掲載内容などの協
議を行い発行しています。また、発行方法や幅広い広
報の仕方など、多くの方に村議会の活動をお知らせす
ることができるよう協議・検討も行っています。
この記念特集号は、村議会だよりの歴史を追うこと
で、これまでの歩みを振り返り、これからの議会広報
のあり方を考える機会として発行しました。これまで
培われてきた村議会だよりの編集方針を受け継ぎつ
つ、村民の皆様の声を受けとめ、反映しながら、今後
もさらに前進していきます。
（村議会だより編集委員一同）

第147号（平成23年３月）

