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協議事件
・動画配信による議会報告について
・その他
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
午前１０時００分 開会
○岡村委員長 ただいまより広報広聴委員会を開会いたします。
尾沢委員が遅れられるようですので、そのことはちょっと御承知おきいただきたいと思います。
それでは、今日の協議事件としては、動画配信による議会報告について協議していきたいと思
いますけども、前回４月１２日のこの委員会で確認しましたけども、各常任委員会の報告項目と
か読み上げ原稿の資料作成をするということで、資料作成班をお願いしたところです。それぞれ
この間、どういうふうな進捗を見ているのかということについて、それぞれ担当の委員の皆さん
からまず御報告いただきたいというふうに思います。
最初に総務政策委員会の安達委員、お願いします。
安達委員。
○安達委員 実は、お詫びも入れての話になりますけども、奥岩委員長と話をする時間が十分取
れなくて、今日の委員会までのやり取りをしておったんですけども、項目を上げるまでは実は至
らずにおります。非常に申し訳ないなと思っていますけれども、自分なりに奥岩委員長から言わ
れた項目とかみ合わせて、５項目ぐらいは上げたところでありますけども、まだ委員長との精査
をした結果の報告ということになりませんので、すみません、よろしくお願いします。
○岡村委員長 それでは、続きまして民生教育委員会の矢田貝委員、お願いします。
○矢田貝委員 民生教育委員は、門脇委員と土光委員と私で、まず３人で報告項目を７つに絞っ
てみました。ヌカカ対策の取り組みとマイナンバーカード取得の促進、これが市民生活部の２点
です。福祉保健部のほうからは、米子市地域つながる福祉プランの策定について、淀江保育園・
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宇田川保育園の統合についての２点。つながるプランの中で、少子、子ども支援、障がい、高齢
といったところを全体的に拾っていくような説明ができたらいいかなと思っています。教育委員
会のほうからは、ＧＩＧＡスクール構想の実現へということで、一人一台タブレットが進んでい
る状況、２点目に米子市版コミュニティ・スクールがスタートするという報告、３点目に普通教
室のエアコン設置完了と、さらに今年度以降、特別教室へのエアコン設置を推進していっている
ということを報告したいなというふうに考えています。それぞれに読み原を４００字程度で考え
るということも、１人が２ないし３項目ずつということで役割分担を決めています。実施につき
ましては、今言った原稿を作ることと、その原稿の中身は事業の内容と市民生活にどのように影
響していくのかということ、それから今後の議会としての視点などを入れた４００字程度と考え
ています。それぞれに１枚程度の画像を用意したいと思っていまして、それも３人で話し合った
ときには、こんな資料が引っ張って来れるんじゃないかみたいな話はそれぞれしています。準備
はまだこれからです。この読み原のアナウンスにつきましては、国頭委員長にお願いをしました。
なかなか、うんいいよ、とはいきませんでしたけど、頼めばわかったって言ってくださるような
空気がありました。それから、その他ですけれども、コロナ関係が各委員会からもしかしたら上
がってくるかなと思うんですけれども、これにつきましては常任委員会の項目に入れるのではな
くて、今回こういった動画配信で議会報告をすることになった背景も合わせまして、各委員会の
持ち時間に入る前にできたら議長にお願いをして、アナウンス含む何かが取り組めたらいいんじ
ゃないかなっていうのも提案をさせていただきたいと思います。以上です。
○岡村委員長 はい、ありがとうございました。それでは、続きまして都市経済委員会の報告を
前原委員お願いします。
○前原委員 都市経済委員会に関しましては、今城委員長と若干打ち合わせをさせてもらって、
それぞれの、先ほどありましたけど、各部の項目を上げさせていただいたんですが、いま８項目
上がっておりまして、もう少し絞ったほうがいいのかなということなので、もう少し検討させて
いただきたいなと思っております。それと、経済部ですが、新型コロナウイルス感染症に関する
支援策というのを一応上げたんですが、これに対しては、先ほど矢田貝委員のほうから議長のほ
うからっていう話もあったんですが、ちょっとこの辺も皆さんで考えて、いろんな角度があるの
で。たぶん、これは経済部なので、事業者とか個人事業主さんとかという形になってくるのかな
と思うんですけども、そういう支援策というのもアナウンスせないけんかなと私自身は思ってる
んですけども、その辺も皆さんと検討していきたいなと思っております。あとは同様に、１項目
について１枚程度の画像は用意しなければいけないだろうということと、あと読み上げに関して
は今城委員長にお願いしようと思っておりますので、今城委員長だったら快く受けていただける
のではないかと思っておりますので、もう少し委員の方と委員長、副委員長と打ち合わせをさせ
てもらって固めていきたいなという段階でございます。すみません、以上です。
○岡村委員長 はい、ありがとうございました。
安達委員。
○安達委員 すみません、補足をさせていただけますか。私、総務政策のところの委員会の受け
持ちなんですが、私の個人案としては奥岩委員長とは十分話し切っていないとさっき言いました
けど、その中で５項目は上げております。そして、委員長のほうからは２項目で、５プラス２で
７か、五、六くらいは委員長、やりましょうよというまでは話はしておりますので補足させても
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らいます。よろしくお願いします。
○岡村委員長 はい、ありがとうございました。それぞれ、各常任委員会ごとの取組状況につい
て御報告いただきましたけども、これまでのところ何かそれぞれどういうふうに進められとると
か、何か質問とか御意見とかございましたら承りたいと思います。よろしいでしょうか。
〔
「はい」と声あり〕
○岡村委員長 はい、御苦労さまです。そしたら、一応それぞれ項目を絞り込んで、これからま
たそれの説明文章というか、そういうものを練り上げていただくということになろうかと思いま
すけども、ひとつスケジュール感が、連休を挟んでのことになりますけどもよろしくお願いしま
す。そして、あとは一応確認しておきたいのが、だいたい各常任委員会ごとの、１０分ずつぐら
いをめどに報告をいただくということが決まっておりますけども、常任委員会の報告に入る前に
最初に議長に総括的に御挨拶いただくということでお願いしようということで、先ほど議長、副
議長にはその旨、要請を行っておるところですということで、だいたい２分から３分ぐらいでお
願いできませんかということで依頼しております。
そして、最後に広報広聴委員会の全員の集合写真と合わせて、最後の広報広聴委員会としての
御挨拶、こういうふうなことでいろいろまた御意見をいただきたいという市民向けのアピールを
最後に訴えて閉じるということにしたいと思っていますので、その点、よろしくお願いします。
それは、また撮影班、編集班のほうでいろいろ段取りを含めて、撮影とか録音ということを作業
として進めていただきたいというふうに思います。確認ですけども、この資料作成班としてこれ
から読み上げ原稿などの資料、それから画像なんかも用意されるということなんですけども、そ
ういったことについて、連休を挟みますけども、前回４月１２日の資料のスケジュール表にあり
ますように５月の１２日ぐらいまでには仕上げていただくという形を取っていただきたいという
ふうに思いますけども、そこら辺は皆さん、よろしいでしょうかね。そういう形で進めるという
ことで。
〔
「はい」と声あり〕
○岡村委員長 大変ですけどもよろしくお願いします。
そして、次に、撮影班、編集班という形で前回のときに提起がありましたけども、そういった
ことについて話し合って、今日できたら決めていきたいと思います。なかなか次の広報広聴委員
会というものが、もう５月の連休を挟んで来月の閉会中の委員会のときぐらいまでにしか開会で
きないというふうに思いますので、できましたら撮影班、編集班について今日確認していきたい
と思いますけども、そういったことで進めさせてもらってよろしいでしょうか。
土光委員。
○土光委員 その前にちょっと、今のこういうふうにやるという内容に関してですけど、一つは
コロナ関連を含めた議長の挨拶というところですが、矢田貝委員も少し話しましたが、コロナ関
連のことに関しては個々の委員会で個別に取り上げるのではなくて、全体として一つの独立した
ところ、それが議長にというイメージなんですが、だからコロナ関連に関して議会としてどう取
り組んでとか、これからどういうふうにしようと思っている、それからできたら、取り上げる必
要があればこんな政策があるとか、そういうところを概括的に最初に議長に言ってもらうという
イメージを、門脇委員と矢田貝委員と私が話した時には、そういうイメージでやったらいいので
はないかというふうに話しました。だから、民生教育の中で特にコロナ関連の政策はそういう意
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味で取り上げなかったんです。だから、最初の議長の挨拶、二、三分の単なる挨拶ではなくて、
コロナ関連のことは議会全体としてこういうふうにするというのを、少なくとも５分程度という
ふうに取り上げたほうがいいのではないかということです。
それから、もう一つは、今回動画配信で市民にこういうことを報告というか、要は通常の議会
報告会みたいにやり取りができない、それは仕方がないと思います。だから、最後にこういった
一通りの議会からの報告を聞いていただいて、それに対して市民からの声、感想というか、それ
を例えばお聞かせくださいみたいなことを最後に、強調するというか市民にきちんと伝える。例
えば、メールとかファックスとかいろんな方法、こういった形で今回の報告に関して、ぜひ声を
お聞かせくださいというのをお知らせしたらいいのではないかというふうに、これは私がという
ことですけど、思うのですが、その辺のところをちょっと協議、確認してください。
○岡村委員長 まず最初、今ありましたけど、コロナ関連の事業などについては、持ち時間をち
ょっと延ばしてでも議長に一括して述べていただくというふうなことを、民生教育委員会の３人
の委員の皆さんは思っておられるということ。それに対して、先ほど報告がありましたように都
市経済委員会のほうからは経済部のほうの支援策として新型コロナについて取り上げていただい
ておりますけども、これについてやはりどういうふうに取り扱うかということについては、共通
認識していきたいと思いますけれども、皆さんどういうふうに思われますでしょうか。
前原委員。
○前原委員 先ほど私が言ったんですけども、私も土光委員に同意したいなと思っておりますの
で、今回新型コロナがあるんですけれど、支援策とか、個人に対する支援策もありますし、様々
なことがあるんですけども、簡単に議長のほうからお話をしていただいて、それぞれの委員会に
関してはそれぞれの委員会の特色ある動きというか、そういうのを報告してもらったほうがいい
のかなと今、聞いておりまして感じましたので土光委員に同意したいなと思っております。
○岡村委員長 安達委員、どうぞ。
○安達委員 ちょっと今、しゃべりかけてまた頭の中で混乱したんですが、議会報告会で議長が
冒頭に今回の議会報告会の全体を含めて、内容も含めて話される中で、コロナについての対応と
いうふうに今聞き取ったんですが、それはそれで必要かなと思うんですが、事業とか政策は市長
の提案でやっていって、議会はそれを審査するところの部分ですので、事業を各委員会で受け持
つのはそれぞれありますけれども、そこは少し切り分けていかないと、何か議会、議長が事業を
展開する的なところにはいかないように気をつけないけんなと思って今聞いとったんですが。そ
こを押さえどころにして、全体構成を編集していただければと思います。よろしくお願いします。
○岡村委員長 矢田貝委員。
○矢田貝委員 私も今、２人が言われたところに同感です。議長の挨拶は、そもそもこの動画配
信で議会報告をすることに至ったというところの導入として顔出しでお願いをして、コロナって
いうところについては一つの、顔出しの説明ではなくて、これから以降続く各委員会の絵でもっ
てアナウンスが入ってくる、それと同じようなイメージで、声が議長ではなくても副議長でもい
いと思うので、切り替えてコロナというところを安達委員がおっしゃったみたいな視点を、きっ
ちり議会としての方針を持って一つ設けてもいいかなと思います。
○岡村委員長 ありがとうございました。この件について、田村委員は何か御意見はありません
でしょうか。
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田村委員。
○田村委員 今、矢田貝委員がおっしゃった意見に全く同意でございまして、あくまでも議長は
やはり冒頭の入り口的な挨拶ということであって、コロナということに関しては副議長なりとい
うちょっと違った形で一枠作るというのは全然やぶさかでないと思います。
○岡村委員長 ありがとうございました。それでは、前原委員などに御提案いただきましたよう
に、議長の挨拶ということと合わせて、副議長に切り替えてでもコロナ関連についてはやってい
ただくというふうな形で編集を進めていくということを確認してよろしいでしょうか。
〔
「はい」と声あり〕
○岡村委員長 それじゃ、そういった形でよろしくお願いします。
それから、先ほど市民の声を聞かせてほしいというふうなところについて、具体的にどういう
ふうな形で進めるか。事務局の佐藤さん、何か。
佐藤係長。
○佐藤議会事務局議事調査担当係長

意見募集のことについて、実はちょっと前に正副委員長さ

んともお話しさせていただいたんですけど、よその市議会のＹｏｕＴｕｂｅ配信のところを見て
いたら、先ほど土光委員が言われたように、ＹｏｕＴｕｂｅを見られるような環境にあられる方
がたぶん見られると思うので、メールが一番簡単に送っていただける。メール、郵便、ファック
スなりで御意見をどしどしお寄せくださいみたいな感じのことを、議長さんにも言っていただく
ということですよね。ホームページとＹｏｕＴｕｂｅを載せるところのページにも文字で書くな
りをしていこうかなというふうなイメージでおりますけれども、そういったことでよろしいでし
ょうか、御協議ください。
○岡村委員長 事務局のほうから説明いただきましたけれども、御意見はございませんでしょう
か。
土光委員。
○土光委員 今のような感じで、メールが多分一番手っ取り早いかな。それから、もう一つ、ち
ょっと今思いついたのですが、ＹｏｕＴｕｂｅで配信ですよね、だから例えばＹｏｕＴｕｂｅそ
のものにコメント欄があって、そこに書くことができますよね。そこに書くと、要は誰でも見ら
れるようなコメントになるけど、そういったことも考えてもいいのではないかと思います。
○岡村委員長 田村委員。
○田村委員 コメント等、リプライというか、見た方の返信については説明欄、さっき佐藤さん
がおっしゃった動画の下の説明欄の中にリンクを貼るというのが、たぶん一般的であろうと思い
ます。あと、コメント欄なんですが、これは不特定多数のどういう人でも書き込めるという状況
になると、いわゆる荒らし的な書き込みであったりとか、様々なことが想像できますので、ちゃ
んとした意見としてメール等に限ると。コメント欄というのは錯綜していきますので、わけが分
からなく、要は米子市に対する苦情だとか、いろんなものも載ってきちゃうというような荒らし
の場になってしまう可能性が多大にありますので、それは私はコメントは受け付けない設定とい
うのをぜひお願いしたいと思っています。
○岡村委員長 今、田村委員からそういう御意見をいただきましたけども、皆さんどのようにお
考えでしょうか。
安達委員。

－5－

○安達委員 動画っていう機能を全く知らないところでしゃべると失礼に当たるかもしれません
が、僕もそういった、田村委員が今指摘されたところに行かないようにすべきところがあると思
うんですね。今後ですけれども、出来て、動画配信された後に、僕らは地域を歩くわけですから、
お前たちの報告はこうだったなっていうのは聞かされる側であって、そこにはいろいろなものが
あるでしょうけども、やはりどこかでそこは区別、区分すべきところはあるなと思って、今聞い
ておったです。ぜひ、それはしていただきたいなと思います。
○岡村委員長 いろいろ方法、メールとか郵便、ファックスなどあると思いますけど、コメント
欄については先ほど田村委員から御指摘のありましたように、なかなかそぐわないものが書き込
まれるという恐れもありますので、今回は見合わせるという形で進めていきたいと思いますけれ
ども、それでよろしいでしょうか。
〔
「はい」と声あり〕
○岡村委員長 では、そういう形でよろしくお願いします。
ただいま、尾沢委員から欠席の旨、御連絡があったようですので御報告しておきます。
これまでのところ、何か皆さんのほうから御意見などありませんでしょうか。
〔
「なし」と声あり〕
○岡村委員長 それでは、次、撮影班、編集班について協議をしてきたいというふうに思います。
これについては、資料作成班にすでに３人の方にお願いしておりますけども、限られた人数です
ので重複ということも含めてになろうかと思いますけども、話し合っていきたいというふうに思
いますので、ちょっと暫時休憩して、それぞれまた常任委員会ごとにするのかというふうな形で
進めていきたいと思いますけれども、一応前回お示ししました役割分担のところでは、常任委員
会を念頭に３人の方にそれぞれまたお願いするということを取っていますけども、そういう形で
各委員会からまた撮影班、編集班という形でお願いするというふうに進めてよろしいでしょうか。
じゃ、暫時休憩して、どういうふうに進めるのかということをちょっと話し合っていきたいと
思います。
暫時休憩します。
午前１０時２５分 休憩
午前１０時４６分 再開
○岡村委員長 それでは委員会を再開いたします。
今、休憩中に話し合っていただきましたけども、これから実際に作業をしていく上で、物に仕
上げていくということで、撮影収録班には土光委員、矢田貝委員、安達委員にお願いしたいと思
います。それから、編集班といたしまして、田村委員、土光委員、門脇委員、この３人の方にお
願いしたいというふうに思いますけども、よろしいでしょうか。
〔
「はい」と声あり〕
○岡村委員長 作業をこれから、タイトな日程で大変ですけれどもよろしくお願いします。
今日、用意しました協議案件については以上ですけども、そのほか皆さんのほうから何か気の
つかれた点などございませんでしょうか。
佐藤係長。
○佐藤議会事務局議事調査担当係長

実は、この動画配信をするに当たって、ちょっと正副委員

長さんとか何人かの委員さんには御相談させていただいたんですけども、次回６月１日発行のよ
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なご市議会だよりに、こういった準備を進めているところですという予告と、あとＹｏｕＴｕｂ
ｅチャンネルはもう確保しましたので、それのＵＲＬのＱＲコード、二次元コードを掲載したよ
うな記事を載せさせていただこうかなと思っております。もし、内容を御覧になりたい委員さん
おられましたら原稿をお渡ししますので、御承知おきいただきたいと思いますが、その中に６月
の上旬には配信する予定ですという文言を入れているので、ちょっと皆さんで頑張って、タイト
な中ではありますが完成を約束していただきたいと思いますのでお願いします。以上です。
○岡村委員長 安達委員。
○安達委員 細かいことですが、このたび選挙で選ばれた議員の紹介っていうのは、この６月の
議会だよりには載る、載らない、紙面上。どこか載りますか。その辺はどうなんですか、扱いと
して。
○岡村委員長 佐藤係長。
○佐藤議会事務局議事調査担当係長

ＹｏｕＴｕｂｅ配信のとは関係ない話になりますかね。

（
「はい、ない。
」と安達委員）
森谷議員につきましては、会派に所属される、所属されないが決まりましたら、会派の構成が
変わりましたみたいなもので載せさせてもらいます、異動があった場合には今までもそうしてい
たんですけれども。ですし、あと委員会は都市経済委員会になりますので、都市経済員会のメン
バーが変わりましたというような記事になって、特にこの議員が当選されましたと、選挙管理委
員会じゃないので、そういったような内容の記事ではないんですけれども。今までも改選があっ
たりとか、委員会や議員さんの異動があったときには載せさせてもらっています。以上です。
（
「はい。」と安達委員）
○岡村委員長 それでは、何もなければ、次回、予定では来月５月の閉会中の委員会のときの日
程で、適切なときに開きたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
以上をもちまして、広報広聴委員会を閉じさせていただきます。
午後１０時４９分 閉会
米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。
広報広聴委員長 岡 村 英 治
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