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広 報 広 聴 委 員 会 会 議 録 

 

招  集 

令和元年６月２８日（金） 各派会長・幹事長会議終了後 議会委員会室  

出席委員（７名） 

（委員長）奥 岩 浩 基    （副委員長）前 原   茂 

 安 達 卓 是   石 橋 佳 枝   伊 藤 ひろえ   岩 﨑 康 朗 

 国 頭   靖 

欠席委員（１名） 

 稲 田   清 

出席した事務局職員 

先灘局長 佐藤主任 

傍 聴 者 

又野議員 

協議事件 

・市議会だよりの「市政一般に対する質問」の原稿作成について 

・市議会だより（５８号）の表紙写真の選定について 

・米子工業高等専門学校における意見交換会（仮称）の開催日程について 

・その他 
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午前１１時０６分 開会 

○奥岩委員長 広報広聴委員会を開会いたします。 

 初めに、稲田委員から欠席の届け出がありましたので御報告いたします。 

 それでは、協議事件１、市議会だよりの「市政一般に対する質問」の原稿作成について

協議いたします。 

 前回、持ち帰りとなっておりましたが、政英会さん。 

 岩﨑委員。 

○岩﨑委員 持ち帰りまして協議をいたしました。結論から言えば、皆様が言われている

とおりにやはりきちんと自分たちで襟を正して作成するべきだろうということでまとまり

ましたので、御報告をいたしたいと思います。 

ただしです、ここからがちょっと皆さんには聞いてもらいたい部分なんですけど、会派

で出た意見で全員が公平にきちんと襟を正してやりましょうと。いや、自分はどうしても

技術的にできんから、事務局頼むわと、事務局さんもそれをわかっていて、まあ、ほんな

ら、じゃあ、あなたの分はやりますわ、ということはやめにしましょうということを、は

っきりと皆さんに申し入れたいっていう気持ちです。そういうことを会派の意見として言

わせていただきたい。で、どうしても、そうはいってもようつくらんわといった場合は、

やむを得ません、例えば項目だけにして、議会だよりの文面を載せないというところまで

皆さんでちゃんと認識ができるでしょうかという申し入れをさしていただきたいというこ
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とがございますので、意見として言わせていただきたいと思います。以上です。 

○奥岩委員長 何かございますでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○奥岩委員長 では、前回に基づいて、全会派一致ということになりますので、前回の委

員会資料で添付させていただいておりました市議会だよりの「市政一般に対する質問」の

原稿作成についてのお願い、案になっておりましたので、これで各議員の皆さんにお願い

させていただきますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

○奥岩委員長 先灘事務局長。 

○先灘議会事務局長 副議長のお考えには皆さん同意されましたけども、事務局的にちょ

っと確認させていただきたいのが、基本的にはデータのフォーマットをお渡ししてデータ

でお返しいただいてというところなんですが、仮に紙でつくられた分を事務局が入力する

というところは、これはお認めいただけるのか。それはよろしいですか。 

○奥岩委員長 岩﨑委員。 

○岩﨑委員 それは大丈夫だと思います。もちろん自分がつくられたわけですから。その

媒体を見て、聞いて、それで間違いなく自分がこう発言してる、答弁はこうあるというこ

とで自分が書かれた、それは問題ないと思います。そこもやらない人がもし仮にいたのな

らば、それはルール違反ですよということを、ちょっと、これは何か、申し入れなり、会

派間での何か、あるんですか。 

○奥岩委員長 先灘局長。 

○先灘議会事務局長 本日、御確認いただいたものについては、当然確認事項として議員

全員にこういう形で行いますということはお知らせさせていただいて、全議員に周知させ

ていただくという方法をとらせていただきたいと。そうでないと、お一人でも知らないと

いうことがあってはいけませんので、全議員にお願いする分ですので、そういう方法をと

りたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

（「よろしくお願いします。」と岩﨑委員） 

○奥岩委員長 お願いします。 

 国頭委員。 

○国頭委員 さっき局長が言われた、聞いてたかもしれませんけど、媒体っていうデータ

は何になるんでしたっけ。渡してもらうデータ。 

○奥岩委員長 先灘局長。 

○先灘議会事務局長 ワードでお送りしますので、例えば紙でしたい場合は紙の原稿をお

渡しして、それに御記入いただくという形です。 

○奥岩委員長 国頭委員。 

○国頭委員 音声で。 

○奥岩委員長 先灘局長。 

○先灘議会事務局長 お渡しできるのは、あら原稿、質疑の原稿を見て、議会だよりの原

稿を作成していただくということですので、音声を聞く等は一切ございません。 

（「そっか、そっか。わかりました。」と国頭委員） 
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紙でつくった記録、それを参考にして原稿を書いていただくということです。 

○奥岩委員長 前原委員。 

○前原委員 音声おこししたデータを紙ベースでもらうというのはあれですけども、デー

タでもらうと楽だと思うんですけどね。 

○奥岩委員長 先灘局長。 

○先灘議会事務局長 基本的にはデータでしていただく方はデータであら原稿というん

ですか、そのものとフォーマットをセットでお送りすると。入力できない方については紙

ベースでもお渡しいたしますという形をとらせていただきます。 

○奥岩委員長 ほかに確認はございませんでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○奥岩委員長 それでは、協議事件２番、市議会だより（５８号）の表紙写真の選定につ

いて協議いたします。 

 事務局のほうから説明をお願いします。 

○佐藤議会事務局主任 委員の皆様には事前にお配りしておりますが、表紙写真募集作品

というやつ、このたび１５作品応募がございました。２５日に締め切りとしたところでご

ざいます。見ていただけてたら、すぐ協議に入っていただきたいと思います。どれを表紙

にしましょうかというのを御協議いただいて、決定していただきたいと思います。以上で

す。 

○奥岩委員長 表紙の選定方法についてですが、何か御意見ございますでしょうか。 

 なければ、前回の広報広聴委員会の際には、委員の皆さん、多数決で決めさせていただ

いておりましたが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

○奥岩委員長 石橋委員。 

○石橋委員 これ、９月の広報よなごと一緒に配られるということ、９月ですよね。 

○奥岩委員長 佐藤主任。 

○佐藤議会事務局主任 表紙に書いてございますけれども、よなご市議会だより令和元年

９月１日発行のものでございます。 

（「ちょっと季節感がね。」と石橋委員） 

○奥岩委員長 それでは、こちらから順番に……。 

（「１回だけ。」と石橋委員） 

（「手を挙げる。」前原委員） 

○奥岩委員長 手を挙げて。当てていきますので。 

 岩﨑委員。 

○岩﨑委員 まず、全体的にいったら、この１５作品ってすごいレベルが高いなっていう

のが本音です。すごく感想的に、よくこれだけいい写真が集まったなということで、非常

に悩むところであります。これまでも、昨年度の例で言えば、やっぱり大山町での視察に

もあったように、人の動きが出たほうが本当に親しみやすいしわかりやすいねっていうこ

ともありますので、そんなことをつらつら考えながら、発行が９月ということを考えなが

ら、時期的なものも考えると、私は１４番の「皆生海岸の夕日カヤック」、皆生の旅館街が

後ろにどんとついて、２人カヤックをこいでいる、この写真が非常にいいかなというふう
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に思っております。ちなみに、ちょっと欠席者ではあるんですが、稲田さんに実は事前に

聞きまして、もしよければ票数に入れていただきたいのですが、稲田さんもこの１４番で

提案したいということを申しておりました。以上でございます。 

○奥岩委員長 欠席の稲田委員も票数にとありましたが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と声あり〕 

○奥岩委員長 じゃ、入れていただけるということでお願いします。 

 石橋委員。 

○石橋委員 １０番がいいなって思って、夕日バックに夕日の中海で。５人の人が入って

いるんですけど、向こうに船の影も２つ見えるしということで、いい感じだなと思いまし

た。 

○奥岩委員長 安達委員、お願いします。 

○安達委員 自分は５番。 

○奥岩委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 私も本当にレベルが高いなと思いますし、表紙写真の募集をして本当によか

ったなというふうに思っております。岩﨑委員がおっしゃったように、やっぱり人がいる

写真がいいなと思っています。１０番もとってもよくて、私もいいなと思うんですけども、

表情が見えて生き生きとしている感じで、やっぱり１４番がいいかなと私も思いました。 

○奥岩委員長 国頭委員、お願いします。 

○国頭委員 私は、７がいいかなと思ったんですけど、ちょっと早いですかね、９月は。 

（「ちょっと７は早いかな。１１月くらいかな。」と石橋委員） 

（「紅葉か。」と岩﨑委員） 

 ちょっと早いかなと思って、１０か１４で迷うんですけど、１０番で。 

○奥岩委員長 前原委員。 

○前原委員 画像の鮮明度がちょっとよくわからなくて、ちょっと印刷の関係で画像が荒

いのかなと思いますけど、画素数が。個人的には１３番が、何か隠岐のローソク岩みたい

な感じで、ちょうどオールのところが。格好いいなって個人的には思ってます。 

○奥岩委員長 はい、ありがとうございます。５番、１０番、１３番、１４番と御意見が

ありまして、１０番が石橋委員、国頭委員、１４番が伊藤委員、岩﨑委員、稲田委員とあ

りました。 

（「委員長は。」と岩﨑委員） 

 私ですか。私はですね、票数に入れていただけるんでしたら１３番。 

 冒頭に多数決でとお話ししてましたが、１４番が３名で一番多いとなりました。１４番

でよろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

○奥岩委員長 では、表紙に関しましては１４番の「皆生海岸の夕日カヤック」で決定い

たしましたので、事務局、対応をお願いいたします。 

（「副議長が撮られたんですか。」と国頭委員） 

（「です。ただ、私の名前は出てません。圓山寿英という、うちの専務なんですけども、協

会の専務が提出者になっております。」と岩﨑委員） 

 よろしいですか。 
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では、協議事件３番、米子工業高等専門学校における意見交換会の開催日程について、

こちらも前回、お話を少しさせていただいたところですが、候補日といたしまして御案内

のとおり７月２５日の木曜日か８月１日の木曜日のいずれかでお願いをしたいところです。

皆さん、それぞれ会派でお話をされたと思いますので、お願いいたします。 

 ではこちらから、前原委員。 

○前原委員 私は８月１日でお願いしたいなと思っております。 

○奥岩委員長 国頭委員。 

○国頭委員 うちはどちらでも。決まったところで。 

○奥岩委員長 両方大丈夫ですね。 

伊藤委員、安達委員、お願いします。 

○伊藤委員 私たちもどちらでも大丈夫です。 

○奥岩委員長 石橋委員、お願いします。 

○石橋委員 会派で聞いて来るというのを、ちょっとしてないんですけど。聞いてこない

といけんかったのに、失礼しました。どちらでも同じかと思います。 

○奥岩委員長 政英会、岩﨑委員。 

○岩﨑委員 うちもどちらでも大丈夫です。 

○奥岩委員長 どちらでもよいという意見が多くて、公明党さんが８月１日がよろしいと

いうことでしたので、では８月１日で決めさせていただきたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

○奥岩委員長 よろしくお願いします。 

（「委員長、ちょっといいですか。」と岩﨑委員） 

 岩﨑委員。 

○岩﨑委員 今の高専の件に関して、意見交換会の中身に関してちょっと質問なんですけ

ど、前回、いただいたときに、当時の伊藤委員長様宛ということで加藤教授からメールが

来ておりました、そのメールが添付してありました。ちょっと読み上げますと、「今回、米

子市議会では通年議会が話題となっているように拝見いたしましたので、それをテーマに

して意見交換してもよいかもしれません」等々、書いてありまして、要はテーマ性をどう

持ちますかというところだったんですけど、前回、たしかそこまで議論が行ってなかった

と思いますので。やるに当たっては、やっぱり何かしら生徒と意見交換するにも、何か建

設的な意見交換ができればと思いますので、もしよければある程度ここで話しておいたほ

うがいいんじゃないかなと思います。 

○奥岩委員長 今、岩﨑委員から高専さんとの意見交換会について、テーマについて、こ

の場で協議してはどうかという御意見がありましたが、いかがでしょうか。 

 伊藤委員。 

○伊藤委員 通年議会というと、やっぱりまだまだ私たちも調査中で、高専の学生の皆さ

んも通年議会というところの理解から始まると、議論が深まるというのは難しいのかなと

思って、その旨を私も先生にお伝えしたところです。 

前回はどんな形になってたかなと思うと、事前に高専の先生がアンケートを学生さんに

出して、市議会のイメージだとか市議会議員のイメージだとか、そういうふうなところか
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ら入っていかれて、生活に密着したような課題みたいなのを出しておられたから議論でき

たのかなというふうに思いますので、そこら辺のところを何か、学生さんとの、若い方と

の意見交換会なので、若い方の意見が出るようなテーマを先生のほうと話をしながら進め

てはどうかなと。ここで決めるっていうことも必要かもしれませんけども、先生と話しな

がら決めていただいたらいいかなと。その辺は、委員長や事務局のほうでお願いできたら

と思っていますが。 

○奥岩委員長 伊藤委員から御意見あったんですが、私のほうから日程をお伝えする際に、

もし可能であれば正副一任していただいて、テーマ内容についてはそこで高専のほうと協

議させていただく形でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と声あり〕 

○奥岩委員長 それでは、協議事件４番、その他。何かございますでしょうか。 

〔「なし」と声あり〕 

○奥岩委員長 事務局からはないでしょうか。 

○佐藤議会事務局主任 はい、ございません。 

○奥岩委員長 では、ないようですので終わりたいと思います。 

 以上で広報広聴委員会を閉会いたします。 

午前１１時２３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 奥 岩 浩 基 

 


