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R2年度 芽室高校生徒との「オンライン」意見交換会（全体進行） 

 

進行：  全体進行（オンラインホスト）：議会事務局 

① 開会あいさつ：早苗議長    １６時００分（2分） 

② 日程の説明：中村副委員長    １６時０２分（2分） 

③ 目的・テーマ説明：梶澤委員長    １６時０４分（3分） 

  〇議会はなぜ「高校生と意見交換」するのか？ － 画面共有でパワポを見ながら 

 

○ 中村副委員長から、オンラインＷＳの進め方を説明 １６時０７分（３分） 

－ 画面共有でパワポを見ながら 

◆事前に「参考資料」と「進行資料」を送付しているはず 

◆ＷＳでは、まず、令和２年に入ってからの「新型コロナウイルス感染症」に関わる世の

中の出来事などを、簡単に振り返ってみて、「皆さんの暮らしに何が起こった？ どう

感じた？何を無くし、逆に、何を得たのか？ など話してみます。 

◆次に、「新型コロナウイルス感染症」に関わる国などの対応・対策などを振り返ってみ

て、「役に立ったのかな？ 自分だったら、どうする？どう思う？ 

   みんなが住む町（市）で出した対策で良いと思うのは? 無駄と思うのは？」など、

意見を出してみます。 

◆最後のセッションとして、これからは「with コロナ」の時代と言われる中で、「うまく

付き合って生きていくしかない」のかもしれない。「そうだとしたら、 自分立ちの暮ら

しはどうなっていくのか？どうだったら良いと思うか？」  ・・・そんなことを話し合っ

てみます。 

◆それぞれの意見などは、各自がメモをしておいてください。最後に発表して各グルー

プの内容を共有しますので、発表者は、簡単に話せるようにまとめておくと良いです。 

 

◆人によって考え方はさまざまなので、お互いに考えを言い合って、多様な考えや判断

があることを知り、共有すること、社会のあり方模索する議論からの「気づき」「共有」

を通じた自らの「変化」が目的。 

◆まずは各班、進行・記録の担当を決めて、簡単に自己紹介をして、名前の読み仮名

を確認してから、ディスカッションを始める。 

 

 

○ 意見交換：各グループ（ブレイクアウトルーム）で実施 １６時１０分（５０分） 

  ❶議員・高校生自己紹介 

  ❷ワークショップ   →別紙「進行資料を参照」 

 

○ 発表・提案：各班から     １７時００分（1３分） 

○ 集合写真撮影-ホストＰＣの画面を記録撮影 

○ 閉会あいさつ：常通副議長   １７時 13分（2分） 

※終了     １７時１５分（目標） 
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年明けから今に至るまでに何があったか少し振り返りつつ話してみよう！ 

 

①「コロナ」の発生 →感染拡大。 

→武漢から世界へ。クルーズ船。出入国制限・・・ 

 

その「コロナ」に対して、世界、国内でも次々と対応策が出された 

［緊急事態宣言、StayHome、飲食店など営業時間制限・・・］  

その結果、どんなことが起こったか？ 

→保育・教育の分野では大混乱！ 

→飲食店・旅行業・輸送・宿泊業・・・多くの産業に多大な影響が！ 

 

［ディスカッション １ ］： 

皆さんの暮らしに何が起こった？ どう感じた？ 

無くしたものは？ 得たものは？ 

 

 

 

②国民の暮らしを支え？ 不安を解消し？ 経済を立て直すため？・・・として、様々な

対策が出された  

→特別定額給付金・マスク配布・経済対策＝GOTOキャンペーン・・・など 

 

［ディスカッション ２ ］： 

国が出した対策って、本当に役立ったのかな？ 功罪両面あるのでは？ 

自分だったら、どうする？どう思う？ 

   みんなが住む町（市）で出した対策で良いと思うのは? 無駄と思うのは？ 

 

 

 ③経過振り返りを踏まえ、これからの社会・暮らしのあり方を模索してみる 

これからは「with コロナ」の時代だろう・・・ 

「うまく付き合って生きていくしかない」のかな？ 

 

［ディスカッション ３ ］： 

そうだとしたら、 自分立ちの暮らしはどうなっていくのか？ 

どうだったら良いと思うか？ 

R2.12.3 オンライン意見交換 「グループ 進行」 



 

 

高校生と議員との意見交換会 
日時 令和２年 12 月 23 日（水曜） 

16 時～17 時 15 分 

      場所 Zoom on 芽室高校１階会議室 

スケジュール 

１ 開  会  

２ 議長挨拶  

３ 意見交換会の進め方について  

４ 意見交換会 

(1)出席議員と高校生の自己紹介 

(2)ワークショップ 

５ 発表・提案  

６ 閉  会  

 
開催趣旨 

芽室町議会では、平成 12 年から議会の活性化に取り組み、平成 19年 3 月には、

町の最高規範である「芽室町自治基本条例」に議会の役割・責務・情報公開と町民参

加の議会活動を規定しました。 

その後、議会は、『町民に分かりやすく、開かれ、行動する議会』を目指し、平成 25

年 3 月定例会において議会基本条例を議決し、同年 4 月 1日から施行しています。 

議会では、今年度の議会活性化計

画における主要事業の一つに「町民

との意見交換会の深化と充実（多様

な住民参加機会の創出）」を掲げてい

ます。「住民への議会活動の認知度向

上」を図り「若い世代の考えを政策・

提言に反映させ」「まちづくりを考え

る機会」のきっかけづくりとするた

めに「高校生との意見交換会を」を実

施します。 

 
芽 室 町 議 会 

 

 

話そう！語ろう！まちづくり！ 

 

芽室町議会 LINE 

Ｚｏｏｍで 
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～私たちはこれからどう生きていくのか！～ 

今年、世界中を震撼させ、今なおその感染拡大が集束しない「新型コロナウ
イルス感染症」。人と人との距離を変え、今後ますます行動変容・生活態様の
変化が求められる中で、これからの自分たちの暮らしは、どうなっていくのだ
ろうか？ どうしていくべきなのか？ 
私たちの未来のあり方についてみんなで話してみましょう！ 

 

  意見交換会 名簿 

グループＡ 

◆○○○○さん（③：新聞局）   ◆梅○○○さん（②：新聞局） 

◆○○○さん（①：新聞局）    

 

○正村紀美子 議員 ○西尾一則 議員 ○中村和宏 議員 ○堀切 忠 議員 

グループＢ 

◆○○○○さん（③：新聞局）   ◆梅○○○さん（②：新聞局） 

 

○鈴木健充 議員 ○柴田正博 議員 ○黒田栄継 議員 ○早苗 豊 議員 

グループＣ 

◆○○○○さん（③：新聞局）   ◆梅○○○さん（②：新聞局） 

◆○○○さん（①：新聞局） 

 

○立川美穂 議員 ○常通直人 議員 ○寺町平一 議員 ○橋本和仁 議員 

ワークショップテーマ：「コロナ時代を生きる」 

グループＤ 

◆○○○○さん（③：新聞局）   ◆梅○○○さん（②：新聞局） 

 

○渡辺洋一郎 議員 ○広瀬重雄 議員 ○梶澤幸治 議員 ○中田智惠子 議員 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芽室町議会議員  任期 令和元年 5 月 1 日～令和 5 年 4 月 30 日 

かじさわ こうじ 

梶 澤 幸 治 

当選回数 ２回 

無所属 
厚生文教常任委員 
議会運営委員会 
委員長 
 

わたなべ よういちろう 

渡 辺 洋一郎 

当選回数 ２回 

日本共産党 
厚生文教常任委員会
副委員長 
議会運営委員 

たちかわ みほ 

立 川 美 穂 
 

当選回数 ２回 

無所属 
厚生文教常任委員会
委員長 
議会運営委員 
 

さなえ ゆたか 

早 苗  豊 

当選回数 ２回 

無所属 
議長 

てらまち ひらかず 

寺 町 平 一 

当選回数 ２回 

 

無所属 
厚生文教常任委員 

なかむら かずひろ 

中 村 和 宏 

当選回数 ２回 

無所属 
総務経済常任委員 
議会運営委員会 
副委員長 

まさむら きみこ 

正 村 紀美子 

当選回数 ３回 

無所属 
総務経済常任委員会
委員長 
議会運営委員 
 

すずき  たけみつ 

鈴 木 健 充 

当選回数 ２回 

無所属 
総務経済常任委員会 
副委員長 
議会運営委員 

はしもと かずひと 

橋 本 和 仁 

当選回数 １回 

無所属 
厚生文教常任委員 
 

ほりきり  ただし 

堀 切  忠 

当選回数 １回 

日本共産党 
総務経済常任委員 

じょうつう なおひと 

常 通 直 人 

当選回数 ４回 

無所属 
副議長 
厚生文教常任委員 
議会運営委員 

なかた  ちえこ 

中 田 智惠子 

当選回数 １回 

公明党 
厚生文教常任委員 
 

くろだ  よしつぐ 

黒 田 栄 継 

当選回数 １回 

無所属 
総務経済常任委員 
 

しばた まさひろ 

柴 田 正 博 

当選回数 ６回 

無所属 
総務経済常任委員 
 

ひろせ しげお 

広 瀬 重 雄 

当選回数 ６回 

無所属 
厚生文教常任委員 
 

にしお かずのり 

西 尾 一 則 

当選回数 ６回 

無所属 
総務経済常任委員 
監査委員 
 



 

 

 

●年明けから今に至るまでに何があったかな？少し振り返りつつ話してみよう！ 

 

①「コロナ」の発生 →感染拡大。 

→武漢から世界へ。クルーズ船。出入国制限・・・ 

その「コロナ」に対して、世界、国内でも次々と対応策が出された 

［緊急事態宣言、StayHome、飲食店など営業時間制限・・・］  

その結果、どんなことが起こったか？ 

→保育・教育の分野では大混乱！ 

→飲食店・旅行業・輸送・宿泊業・・・多くの産業に多大な影響が！ 

 

［ディスカッション １ ］ 

皆さんの暮らしに何が起こった？ どう感じた？ 

無くしたものは？ 得たものは？ 

 

 

 

②国民の暮らしを支え？ 不安を解消し？ 経済を立て直すため？・・・として、

様々な対策が出された  

→特別定額給付金・マスク配布・経済対策＝GOTOキャンペーン・・・など 

 

［ディスカッション ２ ］ 

国が出した対策って、本当に役立ったのかな？ 功罪両面あるのでは？ 

自分だったら、どうする？どう思う？ 

   みんなが住む町（市）で出した対策で良いと思うのは? 無駄と思うのは？ 

 

 

 ③経過振り返りを踏まえ、これからの社会・暮らしのあり方を模索してみる 

これからは「with コロナ」の時代だろう・・・ 

「うまく付き合って生きていくしかない」のかな？ 

 

［ディスカッション ３ ］ 

そうだとしたら、 自分立ちの暮らしはどうなっていくのかな？ 

どうだったら良いと思うかな？ 
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+more

11⽉10⽇

GDP(7-9⽉) 年率換算で前期⽐+21.4％ +more

11⽉16⽇

国内感染者数が過去最多の2201⼈に。東京も過去最多の493⼈で感
染状況を最⾼レベルに引き上げへ +more

⽇本医師会の中川会⻑ 「Go Toトラベル」と感染「間違いなく⼗分
に関与」 +more

11⽉18⽇

国内感染者数 2388⼈、東京都 534⼈でともに2⽇連続で過去最多
を更新。 +more

11⽉19⽇

ファイザーが⽶当局に新型ワクチン緊急使⽤許可を申請 +more

政府分科会 「Go Toキャンペーン」⾒直しなど政府に求める提⾔
+more

11⽉20⽇

⼤阪府 コロナ重症者最多に 27⽇から飲⾷店の営業時間短縮要請
+more

⽶厚⽣⻑官 コロナワクチン 来⽉10⽇以降供給開始の⾒通し⽰す
+more

11⽉24⽇

分科会尾⾝会⻑「個⼈努⼒だけに頼るステージ過ぎた」 +more

11⽉27⽇

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/
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ニュースを⾒る データで⾒る 知っておきたい

「モデルナ」も⽶当局に新型コロナワクチンの緊急使⽤許可申請
+more

11⽉30⽇

⼤阪の市⽴病院 看護師不⾜でがん治療など⼀部の病棟閉鎖 コロナ
感染拡⼤で +more

12⽉1⽇

イギリス政府がファイザー開発の新型コロナワクチン承認と発表
+more

12⽉2⽇

⼤阪府が「医療⾮常事態宣⾔」 重症患者の急増で 不要不急の外出
⾃粛も要請 +more

12⽉3⽇

Check 政府の新型コロナ分科会 

Check ワクチン開発 進捗状況は 

Check こんなときは どんな⽀援が︖【給付⾦や助成⾦など】 

Check 感染者・家族 遺族の証⾔ 

Check １からわかる︕新型コロナウイルス 

Check 新型コロナ 全論⽂解読〜AIで迫る いま知りたいこと〜【番組動画】 

最新ニュース 
東京 感染状況 関連ニュース 
専⾨家の⾒解や記者解説 
⼊国制限の緩和めぐる状況 
時系列ニュース 
各地のニュース 

新型コロナ データ⼀覧（24種類） 
国内の感染者数・死者数 
都道府県ごとの感染者数 
世界の感染者数 
国内の重症者数・⼊院者数など 
国内のPCR検査実施件数 
⼈⼝10万⼈あたりの感染者数 
東京都のモニタリング7項⽬ 
東京都の感染者数（区市町村別） 
東京都の感染状況（年代別など） 
データで⾒るコロナ禍の経済状況 
街の⼈出は︖全国18地点グラフ 

いのちを守る ウイルスを知る 
仕事や⽣活を守るために 
学校や勉強はどうする︖ 
分科会・政府・⾃治体など 
NHKの関連番組 
NHKの関連情報（新型コロナウイルス） 
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高校生との意見交換会
芽室町議会が進める

北海道芽室町議会

資料３－３

北海道芽室町議会

H28年度

• ８月29日 ：芽室高校新聞局 ５人

• 11月15日：白樺学園高校吹奏楽部 ６人

• 12月15日：芽室高校新聞局・生徒会 １１人

• ２月18日 ：白樺学園高校吹奏楽部 １８人

（※併せて『議場ミニ演奏会』を実施）

高校生との意見交換会経過

1



2

2
北海道芽室町議会

H28年度 「将来、自分が住みたいまちにはこれが必要」

❶自分の住むまちの好きなところ(自慢出来るところ)、
嫌いなところは?
❷進路(就職、進学)によっては地元を離れることになるが、
将来戻って来たいか?
❸将来住んでみたいと思うまちは、どんなまち?
❹自分の住むまちの未来はどんなまちになって欲しい?
❺１８歳になると選挙権が与えられるが選挙に対する感想は?
❻今の政治や経済に対して、どのように感じているか？
又は関心があるか?
❼もし皆さんが市長又は町長だったら。若い人達にまちづくりに
参加を求めるとしたら、まず何をしますか?

3
北海道芽室町議会

H28年度
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4
北海道芽室町議会

H28年度

4

北海道芽室町議会

H29年度

• 12月６日 ：芽室高校新聞局・生徒会 １９人

• 12月18日：白樺学園高校
吹奏楽部・サッカー部 ２０人

高校生との意見交換会経過

5
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6
北海道芽室町議会

H29年度 「みんなが読みたくなる『議会だより』」

❶議会だよりを見てみよう
「議会広報編集発行要領」の目指す編集になっているか？
次のポイントに着眼して考えてみよう。

❷議会だよりを評価してみよう
「良いところ」「改善した方がよいところ」について
どんどん意見を出してみよう。

❸「読みたくなる議会だより」にするためのアイディアを
出してみよう
「良いところ」を、更に良いものをするためにどうしたら
よいだろう？
「改善した方がよいところ」をどのように改善したらよいだろう？

7
北海道芽室町議会

H29年度
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北海道芽室町議会

H29年度

翌月の議会
だよりで紹介！

北海道芽室町議会

H30年度

• 12月19日 ：芽室高校新聞局・生徒会 １９人

• ２月６日・７日：白樺学園高校 １学年 １２９人

高校生との意見交換会経過
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10
北海道芽室町議会

H30年度 「防災クロスロードゲーム」

［課題例］
地震の影響で、地域一帯が大停電になっ
ています。テレビが見られないので、スマ
ホを使ったネット情報が頼りですが、「自衛
隊の方からの情報です－もうじき断水す
るそうです」など怪しい情報も多く見られ
ます。正確な情報を入手するため、あなた
ならどうしますか？

～こんなときどうする？~芽室高校

11
北海道芽室町議会

H30年度
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12
北海道芽室町議会

H30年度 「ごみ処理場をどこに建設するか」

白樺高校

13
北海道芽室町議会

H30年度
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北海道芽室町議会

Ｒ１年度

• 12月19日 ：芽室高校新聞局・生徒会 １６人

• ２月４～７日：白樺学園高校 １学年 １３９人

高校生との意見交換会経過

14

15
北海道芽室町議会

Ｒ１年度 「生徒の思いから課題を考える」

［アンケート項目］

１．学校生活について快適な学校生活となるために何が必要ですか

２．あなたの住むまちの「議員（市町村）」で知っている人はいますか？

～全校生徒アンケートから、
学習・生活の課題を考えてみる~

芽室高校

選択肢 回答数

①学習環境の充実 146

②購買の充実 169

③下校するまでの居場所 156

④通学手段の改善 134

⑤その他（以下回答） 45

選択肢 回答数

①知っている 95

②知らない 278
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16
北海道芽室町議会

Ｒ１年度

［学習・体験内容］

セッション１：議事堂見学・議会体験

①生徒は議場の「議席」に着席
②担当議員から議事堂・本会議の進め方を説明
③「次第（シナリオ）」に沿って模擬議会を実施

セッション２：「議会ってこんなところ」～議会の仕組みなどを学ぶ
①資料を使って担当議員が議会概要・運営の仕組みを説明
②生徒からの質疑応答

17
北海道芽室町議会

Ｒ１年度 「地方自治」を学ぶ

白樺高校 ～議会でどんなところ？~
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18
北海道芽室町議会

Ｒ１年度

18

北海道芽室町議会

なぜ高校生と意見交換？

• 芽室町議会活性化計画の主要項目の一つ

☞町民との意見交換会の深化と充実

（多様な住民参加の機会づくり）

○若い世代の考えを政策・提言に反映

○社会参加・地域参加の一つの機会

→まちづくりを考えるきっかけに！
19
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北海道芽室町議会

芽室町議会がめざすもの

地域課題を議論する場に

若い世代が参加する意識・土壌を！

議会の役割は「その機会づくり」

20

【住民に開かれ、分かりやすく、行動する議会】を目指して

- 北海道芽室町議会 -
21
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高校生と議員との意見交換会

北海道芽室町議会

Zoomで

資料３－４



2

北海道芽室町議会

2

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対策

北海道芽室町議会

3

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対策
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4

［ディスカッション １ ］
皆さんの暮らしに何が起こった？ どう感じた？
無くしたものは？ 得たものは？

［ディスカッション ２ ］
国が出した対策って、本当に役立ったのかな？
功罪両面あるのでは？
自分だったら、どうする？どう思う？
みんなが住む町（市）で出した対策で良いと思うのは? 無駄と思うのは？

［ディスカッション ３ ］
そうだとしたら、 自分立ちの暮らしはどうなっていくのかな？
どうだったら良いと思うかな？

本日のディスカッションの進行

話し合いのお作法（グランドルール）
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話し合いのお作法（グランドルール）

話し合いのお作法（グランドルール）
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8

本日のディスカッション

５０分

9

それでは
グループごとに･･･

ディスカッション！

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinwMnDsvveAhXIv7wKHUKxCewQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.caa.go.jp%2Fpolicies%2Fpolicy%2Fconsumer_education%2Fpublic_awareness%2Fteaching_material%2Fillustration%2Fillust2_5.html&psig=AOvVaw0BEo1Uuobad1AgHRJuMbtA&ust=1543642473578819


 

 

 

R2年度 芽室高校生徒との「オンライン」意見交換会 タイムテーブル 案 

 議員 芽室高校生徒 事務局 

準備１ 

２週間前 

  ・参照資料等作成送付 

 →教諭宛て（各生徒へ） 

準備２ 

１週間前 

 

 

・事務局からミーティング

URLを受信 

 

 

・教諭からミーティング URL

を受信 

・ミーティングルーム作成 

・メールで招致 

→教諭宛て 

→議員宛て（タブレット） 

当日 

１５：００ 

  芽室高校にて事前準備 

（通信環境設定） 

15:30 ・所定の場所で各自準備 

 ・本会議場 

 ・委員会室 

 ・自宅 他 

・所定の場所で各自準備 

 ・会議室等（借り切り） 

 

１５：４５ 
・各自ミーティングルームへ ・各自ミーティングルームへ 

・ミーティングルーム開場 

 

・随時「承認」 

１６：００ （説明者以外は音声ミュート） 

・議長挨拶 

・日程説明 

・目的、テーマ説明 

・オンラインＷＳの進め方説明 

（音声ミュート） ・開会を確認 

（確認後音声ミュート） 

（ミュート制御） 

 

・資料共有（議運委員長用） 

１６：１０ ［班分け］ 

・各ブレイクアウトルームで 

ディスカッション 

［班分け］ 

・各ブレイクアウトルームで 

ディスカッション 

・ブレイクアウトルームの設

定・振り分け開始 

※一定時間で強制送還 

 （グループディスカッション） 

 ・自己紹介 

 ・発表者決定 

 ・意見交換 

・ブレイクアウトルームの解消

（必要あれば） 

１７：００ ・ブレイクアウトルームから 

ミーティングルームに復帰 

・ブレイクアウトルームから 

ミーティングルームに復帰 

 

・各グループの発表者が口頭で意見交換内容を発表 

（最後のセッションの結果のみ） 

 

１７：１３   ・ＰＣ画面撮影 

１７：１３ ・副議長挨拶   

１７：１５ ・終了 

（全ミュート解除） みんなで「お別れ」を 

・全ミュート解除、終了 

 

１８：００  芽室高校-通信環境解除 

 


