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欠席委員（０名）
出席した事務局職員
先灘局長

佐藤議事調査担当主任

傍 聴 者（０名）
協議事件
・市議会だよりについて
・議会報告会について
・その他
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
午後２時４９分
○奥岩委員長

開会

それでは、おそろいですので広報広聴委員会を始め たいと思います。

初めに、協議事件１番、市議会だよりにつきまして事務局のほうからお願いいたします。
○佐藤議事調査担当主任

本日お配りしております資料をごらんください。このたびの市

議会だよりの表紙の写真の応募がございまして、７点ございました。本日 、この中から選
んでいただくなり、協議なりをしていただきたいと思いますので よろしくお願いします。
以上です。
○奥岩委員長
○稲田委員

それでは、表紙選定につきまして、稲田委員のほうから。
私、今回なかなか難しいなと 思って。季節を外して、桜とこのミモザかな。

それで、夕日の２番を、という言い方でいいですか。
○奥岩委員長
○稲田委員

はい。
ちょっと、６月に夕日というイメージはないんだけど、ちょっとイメージと

写真がパチッと、私の中ではなかったもので、はい。
○奥岩委員長

ありがとうございます。

岩﨑委員、お願いします。
○岩﨑委員

今、言われたとおりで、実は悩んでまして。 多分、この花なんかも今の時期

なんですよね。で、６月だともう時期が遅れてるし、さて困ったなと。正直ちょっと、な
いと言ったらだめですか。ちょっと、一つの意見として、済みません。
○奥岩委員長
○稲田委員

稲田委員。
この７枚の中から選ぶなら、もう７枚の中から必ず一つを選ぶ、そうでない

方法を探っていくならば、それが可能かどうかの確認を。
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○奥岩委員長

まずは、今回提出いただいた７件から、皆様に選んでいいただきたいと思

います。
岩﨑委員。
○岩﨑委員
○奥岩委員長
○伊藤委員

では、委員長、改めて。６番の「紅玉」。
伊藤委員。
私も、何か本当に季節がなかなか、桜は本当に今すぐだった らいいなあと思

ったり、それでも人物がいたほうがやっぱりいいのかなと思ったりなんですけど 。５番も
ちょっとダウンジャケットなので、６月にはちょっとどうなのかなと思うんですけど。
（「そうなんだよね、そうなんだよ。」と岩﨑委員）
強いて何か上げるとすれば、やっぱり、ちょっと微妙ですけど５番 かなというところで。
でも、以前の写真でもっと何か適当なものがあれば、そちらのほうがいいのかもし れない
なと思っています。以上です。
○奥岩委員長
○安達委員

安達委員。
自分もこの釣りのところかなって、伊藤委員がさっき言われたんですが、こ

れ６月は暑すぎるけれども、風景としてはこれが。みんなの資料の中を眺めてこれかなと
思ました。５番です。
○奥岩委員長
○前原委員

前原委員、お願いします。
私は、「少年と海」で。２人目が見切れているので、２ 人目のところはトリ

ミングしてもらって。上手に加工してもらえば何とかなると思います。
○奥岩委員長
○国頭委員

国頭委員、お願いします。
私、最初１かなと思ったんですけど、でも６月ということで、岩崎さんと同

じ「紅玉」で。花がいいかなと思って、６月にはいいかなと思いました。６番で。
○奥岩委員長
○国頭委員
○奥岩委員長
○石橋委員

６で。
はい。
石橋委員。
「紅玉」っていうのは、季節はどうなんですか。

（「クリスマスのリースに出てきそうな。季節はわからんですよ。」と安達委員）
（「３月に撮ったんですよね。」と国頭委員）
（「正月の飾りに入ってますよね、確かに。」と前原委員）
強いて言うなら５番ですけど、やっぱりダウンジャケットが気にかかります。
○奥岩委員長
○石橋委員
○奥岩委員長

石橋委員、５番でよろしいですね。
５番です、はい。
私も、５番なんですが、ダウンジャケットが気になるなと思いなが らも海

辺なので、潮風は寒いからありかなと思いながら見ていたところです。
そういたしますと、２番の「お家に帰ろう」が稲田委員。５番が伊藤委員、安達委員、
前原委員、石橋委員、と私の５名。６番が岩﨑委員、国頭委員の２名でしたので、５番 が
一番多かったんですが、先ほど岩﨑委員、伊藤委員、石橋委員が 季節感のこと等を触れて
おられましたが、皆様、５番でよろしかったでしょうか。
岩﨑委員。
○岩﨑委員

ちなみに、ちょっと事務局、佐藤さんに聞いてみたいのが、過去の分で落選
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したもので、この６月の時期にいい感じものっていうのはなかったかななんて思ったりし
て。
○奥岩委員長

事務局、お願いします。

○佐藤議事調査担当主任

応募のときに、条件として書いているんですけど、選定できな

いだとか応募がないときには、過去のものから選ぶこともありますということは、一応お
断りはしてあります。ちょっと、ここに過去のものが全部あるんですけど、数が多いので、
すぐにこれとは出て来ないんですが、もしあれだったらそこに並べましょうか。並べて選
定し直すか……。
（「ホワイトボードは。」と伊藤委員）
そこに張るにはちょっと多いですので。こっちに並べてということは可能ですが。
（「どうですか、多少でも時間を取っていただければ。」と岩﨑委員）
○奥岩委員長

今、岩﨑委員から提案がございましたが、いかがでしょうか。今回提出の

７件の中から選択するのか、それとも過去分も含めて今回選定させていただくのか。それ
か、正副委員長一任か。
稲田委員。
○稲田委員

過去のものを入れて今選ぶか、正副委員長に一任するか。それか最初の「少

年と海」でいくか。二通りかと思いますが。
○奥岩委員長
○岩﨑委員
○奥岩委員長

皆様、御意見いかがでしょうか。
白かきしたあとの田んぼの写った大山とか。
１２月の分だと思います、今見ておられるのが。過去分から選定でよろし

いですか。
〔「はい」と声あり〕
○奥岩委員長

選定方法についてですが、皆さんでこの場で御協議いただくか。

岩﨑委員。
○岩﨑委員

一任でいいんじゃないですか、もう。センスは任せます。よろしくお願いし

ます。
○奥岩委員長

では、過去分からふさわしいものを出さ せていただきまして、正副一任で

させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
それでは、続きまして、協議事件２番、議会報告会について、事務局からお願いいたし
ます。
○佐藤議事調査担当主任

では、お配りしております資料の令和２年議会報告会の開催中

止についてという資料をごらんください。そこに書いておりますが、３月１８日の各派会
長・幹事長会議において協議をされまして、中止をするということで、議長が中止を決定
されたということです。
本日は、その後の対応について協議をしていただきたいなと思うんですけれども、中止
になりましたのでその広報が必要となります。ちょっと上から順番に説明しますと、まず
市議会のホームページに掲載をすること。米印で可能なら市のホームページへも掲載と 書
いているんですが、基本的に市のホームページの中に市議会のホームページがあってみた
いな形になって、市の情報はすべて一括して市のコロナウイルスの最新情報のところでト
ップページにどんと載せておられるので、そこにあるほうがわかりやすいだろうと思いま
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して、載せていただくようにお願いを、実は聞いてみたら可能ですということでしたので、
こちらにも掲載をしてもらおうかなと思っております。
ホームページと、あとその下のイ）なんですが、各自治会長への周知ということで、開
催のお知らせをするときに、自治会長さんの常任委員会に正副委員長さんに出かけてい た
だいてお願いをした関係で、やはりできるだけ同じように何かお知らせをすべきであろう
ということで事務局のほうで考えてはいまして、コロナの関係もあって、お願いに行った
ときみたいに議会報告会までに常任委員会は開催をされませんので、なので郵送をするこ
とにしたいと思います。今のところ４１６通、郵送をさせていただくということで、こち
らはもう準備も実は進めておりまして対応可能ですので、これで自治会長さんへはお知ら
せをしたいなと思っております。そのお知らせは、めくっていただきまして資料１、本日
資料１の差しかえを配らせていただきましたが、皆さん、お持ちですか。資料１、差しか
えと書いてあるやつをごらんください。一応、こういったような形でお知らせをしていこ
うかなと思っております。その次、差しかえ前の資料１に議会報告会の開催を中止します
というカラーのもの、これがぱっと目に入ってわかりやすいかなと思うので、表紙とこれ
も一応つけてお送りしようかなと。ごめんなさい、資料２のほうですね。ちょっと先走っ
ちゃいました、それもつけて送ろうかなとおもっております。
ちょっと表紙のほうに戻りまして、その下にポスターの掲示、これ、イ）の下でウ）で
した、ウ）が入ってポスターの掲示・チラシの設置依頼、これが先ほど言ったカラーの資
料２、これをＡ３サイズのポスターとＡ４サイズのチラシを印刷して、そこに書いており
ます会場の各公民館とふれあいの里に設置をお願いしようかなと思っております。
続けて言います、その下のウ）、これがエ）ですね、済みません。庁内の動画広告は、１
階の市民課ロビーのところの動画広告があるんですけれども、そこにも中止をしますとい
うお知らせを、何人の方に届くか、ここに来られた方にしか できないんですけど、使える
ものは使ってお知らせしようかなと思って。庁内の動画広告、これが、日にちはもう決定
しているので、終わってからも流れるような形になるかもしれないんですけども、１６日
から流れますので、それで流さないよりはということで対応しようかなと思っております。
その下のエ）がオ）になるんですけども、記者クラブへの情報提供ということで、マス
コミの方へ情報提供しようかなと思っております。続けていいですか。
○奥岩委員長

はい、続けてお願いします。

○佐藤議事調査担当主任

では、（２）のその他、実はもう終わってしまったんですけど

各会場への連絡は既にしてあります。各公民館とふれあいの里へはキャンセルをさせてい
ただく、中止になりましたというお知らせをしております。
あと、イ）の健康対策課への情報提供なんですけども、市や市が関係する団体が主催す
るイベントですとか会合が中止になったものの情報を一括して健康対策課でまとめておら
れますので、そちらへもお知らせをして、必要な場合は広報していただくということにし
ております。
あと、ウ）なんですけれども、一応今まで説明してきました中止のお知らせをしても、
おそらく当日、会場に知らずにいらっしゃる方があるかもしれないということで、ちょっ
と他の課の職員にも相談させてもらって、当日会場で、 中止なんです済みませんというこ
とを案内したほうがいいのかなと考えたので、案なんですけれども そこに載せております。
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各会場一、二名程度、もちろん事務局も行きますけど、広報広聴委員会で対応するのか、
班の班長さん、副班長さんにお願いするのかとか、その辺も含めてきょう 、協議をしてい
ただけたらと思っております。ちょっと早口でしたけど、とりあえず説明は以上です。
○奥岩委員長

以上、事務局からでした。議会報告会、開催準備を皆様に御協力いただい

たんですが、先日の会長・幹事長会議でもございました新型コロナウイルス感染拡大の防
止の観点から中止を決定ということですので、対応については、今、事務局のほうでお話
しいただいたところをしていただいているところです。
皆様にちょっと御協議をお願いしたいのが、先程、最後にお話しがございました、４月
の１９日、２１日、２２日、２６日、開催予定だった会場での中止の案内になりますが、
こちらのほう、いかがいたしましょうか。御意見等ございますでしょうか。
前原委員。
○前原委員

今、世情が世情なので、皆様に御理解いただけると思いますし、多分議会報

告会のことが頭に入っている方もそんなにいらっしゃらないと思うので、ここまでする必
要はないのではないかなと私自身は思っております。会場に張ってあれば、間違って来ら
れた方もそれを見て納得して帰られると思いますので、そこまで人を割く必要はないので
はないかなと私は思っております。以上です。
○奥岩委員長
○伊藤委員

伊藤委員。
会場に当日に行くことに関しては、私はやっぱり行ったほう がいいかなと、

より丁寧かなと。もしかしたら、来られないかもしれないし、腹立たしく思われる方はな
いかもしれないですけど、より丁寧かなと思います 。私は、加茂公民館だったら行っても
いいかなと実は思っていました。このこととは別なんですけれども、今からじゃちょっと
間に合わないのかもしれないなと思っているんですが、やっぱり回覧をしていますので、
もし間に合うことができたら印刷をして、市報とかと一緒に回覧で回していただくとあり
がたいなと思うんですけど、間に合わないですよね。
○奥岩委員長

事務局、お願いします。

○佐藤議事調査担当主任
○奥岩委員長
○伊藤委員

もちろん、それも考えたんですけど間に合いませんでした。

伊藤委員。
間に合わないのであれば、やっぱり各会場に、ふれあいの里は正面に張り紙

でもしていただければいいかなと思うんですけど、でも他はやっぱりいたほうがいいなと
思います。
○奥岩委員長
○石橋委員

石橋委員。
やっぱり情報がちゃんと伝わっていない人で、本当に聞きたいなと思って来

られる人があるとしたら、本当にそれは一人あるのかないのかぐらいかもしれませんけれ
ど、でも開始時刻ちょっと前から開始時刻ちょっと過ぎくらいまではいたほうがいいかな
というふうに思います。それで、私は和田ですけど、和田公民館にその時間帯に行くとい
うのは出来ます。
○奥岩委員長
○安達委員
○奥岩委員長
○前原委員

安達委員。
自分も歩いて５分ですので行きますが。今のところ予定しております。
前原委員。
それが確かに丁寧なんですけど、今の世情でほとんどの会合とか集会がない
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わけですよね。あるのがかなり珍しいんです。ですので、ほとんどの方が来られないとい
うのが予測されます。ですので、そこまでする必要性があるのかどうかというのは、私は
ちょっと疑問で、逆に関心がある方だったら会場とか、そういうところに問い合わせると
思いますので、今の市民の感覚でいくならば、ほとんどの集会がない状態ですので、その
辺をちょっと加味していただければいいのかなと思いますし、違ったところにエネルギー
を使ったほうがいいんじゃないかなと私は思いますけどね。
○奥岩委員長
○伊藤委員

伊藤委員。
回覧でも開催しますっていう回覧が今来ていて、届いているわけですよね。

回覧ができないのであれば、私のところにも今度行くよとか、加茂公民館だよねなんて話
が、ずいぶん前からいろんな方に言われてて、実はもうわからないんですよ、中止かもし
れませんというふうには言ってるんですけども、でもそうやって声をかけてくださる方が
いらっしゃるということは、やっぱりひそかに行こうと思っている方もいらっしゃるかな
と思うので、行かせていただければなと思っています。以上です。
○奥岩委員長
○国頭委員

ほかにございますでしょうか。国頭委員。
先週だったかな、回覧で普通にやりますというのが回ってたんですね。先週

回った……。
（「遅いな。」前原委員）
遅かったですか。
（「すごい遅いで。」と前原委員）
遅かった。
（「すごい遅い。」と伊藤委員）
（「だいたい月末か、何ぼ遅くても月明けには回ってますよ。」と岩﨑委員）
回っていたのを見たので、そう思うと、やっぱりまだ加茂なんかは情報不足の人もいる
かもしれませんので。それから、夜の場合が、行って誰もいないとなるとわかるのかなと
いうところもあって、だから回覧で流しているので回覧で流すのがいいかなと思ったんで
すけど、できないということになると、最後のフォローとしてはいるんじゃないかなとい
う気はしておりますけど。他の広報で中止というのが、なかなかインターネットまでは確
認していない人がいるんじゃないか、漏れる人がいるんじゃないかなと思っていますので。
ちなみに、職員さんで、佐藤さん、どんな体制で考えておられたんですか。
○奥岩委員長

事務局、お願いします。

○佐藤議事調査担当主任

一応、担当の職員が行こうかなとは思っていたんですけど、き

ょう、協議していただいてと思っていたので特にこれという決まったことはないんですけ
れども。
（「議会事務局の職員さんが。」と国頭委員）
はい、必要でしたら行きますし。以上です。
○奥岩委員長
○岩﨑委員

岩﨑委員。
どうも、今、もう４人も行ったほうがいいじゃないかというお話しもあるの

で、それはまあ、できる限り我々委員も、ちょっと事務局さんも大変申し訳ないけど御足
労いただいて、みんなでね、そこまで徹底してやろうやという気持ちはあるのかなという
ふうに思います。それと、ちょっと関連でございますが、佐藤さん、これきょう付で郵送
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すると、自治会長あてに。もうこれ袋詰めされた。
○奥岩委員長

事務局、お願いします。

○佐藤議事調整担当主任

きょう、ここに提案させていただいております、これがオッケ

ーが出ればということで、まだ袋詰めはしておりません。
○奥岩委員長
○岩﨑委員

岩﨑委員。
ちょっと協議してもらいたいのは、私がもし仮に自治会長でも、この文章を

ぽんともらったら困るんですよ。何が困るかっていったら、これじ ゃあどういう周知する
のと。俺、自治会長でこの文章もらったのに、これ回覧するの、それともどう処置すれば
いいのって、責任ある人だからみんなそう思うんですよね。困るんですよ、だから。だっ
たら、きょうの委員会が余りにも遅かったので、あれなんですけど、僕は極論から言えば
この間みたいに袋詰め作業をこのあとして、わっと一斉に各班ごとの袋に詰めていって、
みたいな話もあるのかなと思っていたんですよ。２５日が大体回覧物の締め切りなので、
まだきょう、あした、あるっちゃあるんですよ。というのがまず一つと、もし年度末とか
月末、あるいは月頭で各自治連が必ず会合を持つはずなんですよね、それもちょっと状況
を取らなきゃいけなんですけど、自治連合会長会に出向いていくっていうことで、正式に
我々も正副をはじめ、頭を下げにちょっとそういう機会を持つというのも一つの手かなと
いうぐあいに思っているんですけど。極端ですか、ちょっと済みません、御協議いただけ
れば。でも、ただもらったら困るなというのは思いました。
○奥岩委員長

事務局、お願いします。

○佐藤議事調整担当主任

先ほどおっしゃいました回覧についてなんですけれども、以前

開催のときにした回覧、あれが２月１０日から１３日で、このたびももし回覧するとした
ら３月の９日から１１日の間までじゃないと回覧は間に合わないということで……。
（「ああ、そうかそうか。なるほど、そういうことなんですね。」と岩﨑委員）
それで、諦めて郵送を考えたということです。
それと、自治会の会合のことなんですけど、ちょっと地域振興課に相談に行ったときに
はそのような話はなくて、コロナの関係で全部会合がキャンセルになっているそうなので、
それで手段がないということで郵送したらどうかというアドバイスをいただいたこともあ
って、きょう、この提案をさせていただいてるので。ちょっと回覧はもう諦めていくしか
ないのかなということだけは御承知おきください。
○奥岩委員長
○岩﨑委員

岩﨑委員。
であるならば、提案なんですけど、もしこの文面の差しかえができるのであ

れば、文面の一番最後、なお書きから下、もうちょっと丁寧に、自治会長あてにどうすべ
きかっていうところまで考えられていいんじゃないだろかと。これは、開催中止の御案内
は市議会のホームページ等でお知らせをいたしますっていうことは、一応書いてはあるん
ですけど、そのほかに何か、例えば中海テレビ放送とか新聞紙上で お詫びの記事を載せて
もらうとか、いろんな周知方法を何かしら考えたほうがいいのかなって思うんですけど、
どうでしょうか。要するに、この文章をせっかくつくってもらってあれなんだけれども、
もうひと工夫、自治会長に対して、御迷惑をおかけしましたと、ついては各自治会で何か
問い合わせがあれば御周知お願いしますとか、何からのコメントが必要なんじゃないかな
って思いますが。
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○奥岩委員長

事務局、おねがいします。

○先灘議会事務局長

副議長の言葉、確かにそのとおりだと思います。一番最後のなお書

きのところを入れましたのは、回覧をお願いできれば回覧をお願いしますって書けば一番
いいのかなって思ったんですけど、通常の回覧がもうできない状況なので、自治会長様に
はこういう形、他の一般市民の方には市議会ホームページ等でお知らせしますというふう
にさせていただきました。ですので、ここのところを御協力いただければ自治会長さんに
回覧をお願いできませんかとしていいのか、ちょっと判断つき兼ねたものですから、この
ような形をまずは提案させていただきました。回覧していただける方もいらっしゃるかも
しれませんし、ただ、年度で会長が切りかわったりすることもありますの で……。
（「それはある、それはありますね。」と岩﨑委員）
そこまでなかなかお願いしにくいなと思って……。
（「しにくいな。」と岩﨑委員）
お知らせはその他の方法で、お知らせできる範囲内でしていこうと。で、当日、知らず
に来られた方に対しては、丁寧に中止になりましたっていうところで現地で御案 内すると
いうところをさせていただけたらというところの組み立てを、何本か立て で佐藤さんのほ
うにしてもらいました。
回覧が一番いいというのはよく理解できるんですが、そこのところで、ちょっと苦肉の
策でこの部分をなお書きでつけ加えさせていただいたところです。できましたら回覧をお
願いしたいんですが、それについてまた年度がわりでいろいろ役の交代があったりして、
自治会長さんに御迷惑がかかるのかなと思いながら、こういう書き方になってしまったん
ですけども。
○奥岩委員長
○岩﨑委員

岩﨑委員。
わかりました、はっきり言ってあれです、回覧もなかなか難しいし、自治会

長さんに文章で、できれば回覧をお願いしますというのは絶対苦情が出ます。ですから、
なお書き以降のところに、さきほど３点ぐらい、市議会としては現時点ではこういうこと
が考えられるので、こういうことの対応をさせていただきましたと。さらには、間違って
来られた人がいたらいけませんので、当日、そこには担当者も張りつけておりますという
ようなところまで丁寧に何とか書いてもらったら、どうなんでしょうか、ある程度納得い
ただけるんじゃないかなと。僕が自治会長でも、これだけの文章が書いてあれば、じゃ納
得だわなと。特にこれを回覧してくださいということを逆に書かないというか、してくだ
さらなくてもいいですよぐらいなところまで書いてあると、もらった人は安心するんです
よね。ああ、あるほどなと、議会としても次の手、三の手、 考えてるんだなと理解できる
と思うんですよ。
○奥岩委員長

今、岩﨑委員からずっと提案がございまして、少し話がそれたんですけど、

そもそもが会場に委員が行くのか行かないのかというところとセットになるかと思います
が、先ほど事務局のほうからもお話がありましたとおり、私も御相談を受けながらいろい
ろと準備をさせていただいたんですが、スタートといたしまして、議会報告会を依頼した
先が自治会長回覧であるので、まずは自治会回覧で中止の対応ができないかということを
まずは検討させていただきました。結果、先ほどお話もありましたとおり 、それが難しい
だろうということと、この時期ですと自治会によって対応がどのようになるのかわからな
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いということと、今度は新型コロナウイルス感染対策でそれぞれがどういうふうに扱われ
るのかもわからないというとことで、今回中止についてのお知らせを郵送でということで
お話をさせていただいております。なおかつ、先ほど岩﨑委員からもお話がありまして、
事務局長からも少し補足があったんですけれど、それでも情報が行き届かない方に対して
は、当日、現地で何名かいて中止の御案内をしたほうがいいのではないかということで 、
先ほどの、今後の対応についての（２）のその他の一番下のところになりまして、各会場
に二、三名いたほうがいいのではないかというところに至っております。はじめにこれを
お話すればよかったんですが、失礼いたしました。
皆さんから御意見をいただいておりまして、チラシの文言修正の御意見がありましたが、
そこの部分と会場で委員がいたほうがいいのではないかと、おそらく両方セットのような
形とは思うんですけども、改めまして皆様の御意見を伺いたいと思いますが、いかがでし
ょうか。
○奥岩委員長
○岩﨑委員

岩﨑委員。
今、言ったような形で総合的にやっぱり丁寧にやりましょうよというところ

です。
○奥岩委員長

ほか、ございますでしょうか。もしないようでしたら、先ほど岩﨑委から

の御提案ありました開催中止の案内の文言につきましては委員長、副委員長と事務局のほ
うに一任していただければありがたいなと思いますが、そちらの修正案を皆さんにお諮り
せずに、こちらに一任でよろしいでしょうか。
〔「はい」と声あり〕
○奥岩委員長

ありがとうございます。では、配付のちらし に関しましてはそのようにさ

せていただきます。
当日の会場への中止の案内につきましてですが、こちらにつきましてはいたほうがいい
のではないかという委員さんが多かったように思い ますが、前原委員、よろしいですか。
○前原委員
○奥岩委員長

はい。
では、それぞれ４日間で各広報広聴委員会メンバーで、当初、割り振りを

させていただいておりますが、そこの場所でいくと、ちょうど４カ所に何名かずつ割り振
りができるのではないかと思いますがいかがでしょうか。それとも別に、こっちのほうが
いいという御意見がございましたらお願いします。
○岩﨑委員

多いところは３人おられる。和田、３人。

○石橋委員

和田公民館は３人いるね、確かに。

○岩﨑委員

加茂、２人。ふれあいの里と尚徳。尚徳、一人。

○奥岩委員長

ちなみに、中心、ふれあいの里が当委員会からは稲田委員が配属になって

おります。加茂公民館が伊藤委員と国頭委員。弓浜ブロックの和田公民館が安達委員と石
橋委員と前原委員。南部ブロックの尚徳公民館が私となっておりますが。
○前原委員

僕、ふれあいの里に行きましょうか。

○岩﨑委員

じゃ、僕は尚徳に行きましょうか、そうしたら。２１日。

○奥岩委員長

では、１９日のふれあいの里に前原委員。２１日の尚徳公民館が岩﨑委員

が行かれるということで、ちょうど２名ずつ。
稲田委員。
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○稲田委員

服装はスーツだと思いますが、ちょっとほかから行くもので。服装には当然、

留意して行きますが、時間なんですけど、合わせるんだったら、例えば開始時間の３０分
前に来て、ちらしを数枚持たせていただくか、なければ中止したのはこうですって言って、
終わりの時間ですよね、開始から１時間半後までいるのか、最初の３０分で、要はトータ
ル１時間でというのは、ちょっと合わせておかないといけないかなと思って発言しました。
○奥岩委員長

今、稲田委員から御提案がありましたが、開始前後の時間ですが、何分ぐ

らいが妥当でしょうか、開始前３０分……。
○伊藤委員

３０分でいいと思います。

○岩﨑委員

夜の７時だったら晩の６時半。

○奥岩委員長

開始前は３０分で、皆さん、よろしいでしょうか。
〔「はい」と声あり〕

○奥岩委員長

開始後は……。

○石橋委員

開始後も３０分でいいじゃないか。

○安達委員

３０分で。

○奥岩委員長

では、開始前後３０分でお願いいたします。
〔「はい」と声あり〕

○奥岩委員長

事務局、お願いします。

○佐藤議事調整担当主任
○岩﨑委員

事務局職員は。私がいるかいないかは、わからないんですけど。

いいんじゃないですか、２人ずつおればいいですわ。ちょうど８人おりまし

て、２人で別れましたし。
○安達委員

そのための委員だし。

○前原委員

いいです、いいです。

○佐藤議事調整担当主任
○岩﨑委員

ありがとうございます。

いいです。そのかわり、郵送の袋詰めとかね、ちょっと大変ですけども。申

しわけないけどね。
○奥岩委員長

では、議会報告会の開催中止につきましては以上でよろしいでしょ うか 。
〔「はい」と声あり〕

○奥岩委員長

続きまして、協議事件３番、その他はございますでしょうか。

稲田委員。
○稲田委員

今後のスケジュールを、要は残念ながらおそらく５月末までに開けないだろ

うということになれば、それでも、じゃあ、この委員会次の招集はもうないのかと。招集
しないならしないでいいですけど、６月以降のまた新たなメンバーに申し送るのが何か。
いろいろと言っては来たんですけど、最後、総まとめ、総さらいをする機会が一回あって
もいいのかなとは思いました。ぜひ、とか、ねばならない、まではないですけど。
○奥岩委員長

当初、議会報告会終了後に取りまとめて検証して、次期委員に引き継ごう

というお話でしたが、残念ながら今回かなっており ませんので、次回の定例会開催前に一
度、広報広聴委員会を開催させていただけたらと思いますが、皆様、よろしいでしょうか。
〔「はい」と声あり〕
○奥岩委員長

では、スケジュール調整のほうはさせていただきます。よろしくお願いし

ます。
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〔「はい」と声あり〕
○奥岩委員長

ほか、ございますでしょうか。
〔「なし」と声あり〕

○奥岩委員長

それでは、以上で広報広聴委員会を閉会いたします。
午後３時２７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
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