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欠席委員（０名）
出席した事務局職員
先灘局長

佐藤主任

傍 聴 者
渡辺議員
協議事件
・議会報告会について
・議会だよりについて
・その他
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
午前９時５９分
○伊藤委員長

開会

ただいまより広報広聴委員会を開催いたします。

今回より、山川委員にかわりまして矢倉委員に入っていただきましたので、どうぞよろ
しくお願いいたします。
それでは、早速協議事件に入らせていただきたいと思います。
まず、議会報告会ですが、議会報告会につきましては、これまで皆様方に本当に御苦労
いただきまして、また全議員で議会報告会、４回の報告会を終えまして、無事終わりまし
たこと、本当に感謝申し上げます、ありがとうございます。
それでは、議会報告会について資料もついておりますが、まだアンケートの結果等もあ
ろうかと思いますので、事務局佐藤さんのほうから説明いただきたいと思います。
佐藤さん、お願いします。
○佐藤議会事務局主任

では、レジュメを１枚はぐっていただきまして、資料１と書いて

ある議会報告会の実施結果概要というのをごらんいただけますでしょうか。今 、委員長さ
んのほうからも言われましたけれども、まだ今各班からの結果報告も提出されていない状
況ですし、まだまだアンケート等も取りまとめの最中ですので、ここで御報 告できること
としましては、新しい情報といったら参加者数のところ、あと裏面の各会場で出た御質問
です、質疑応答の中の質問の主な項目ぐらいしかここにはちょっとまだ報告はできないん
ですけれども、そのことを書いた資料を本日は配付させていただいております。以上です。
○伊藤委員長

ありがとうございました。まだアンケートについても取りまとめの最中だ

ということですし、各班長からの報告もまだ出ていないということですので、それが出ま
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してから、また検証ということをさせていただきたいと思います。まず、皆様方 、議会報
告会に参加されて、また報告されて、感想とか御意見とかありましたらよろしくお願いし
ます。いかがでしょう、資料についてだとか、あと あれだけ議論した議会については、余
り混乱することなくうまくいったのではないかなというふうに思いますが。
稲田委員。
○稲田委員

自分の会場の感想になってしまうんですけれども、こちらがあらかじめ用意

した資料はまさに報告であって、出席された後半の質疑応答の部分、質疑に関しては市民
の皆さんのそれぞれの関心事が出まして、その関心事と報告書の内容は別に遠いものを狙
ったわけでなく、結果的に余り近いとは言えなかったと。ただ、今後に対して報告という
形であると、やはり広い内容を準備しなければならない、かつ市民の皆さんはより具体的
な、少し狭いという言い方はおかしいでしょうけど、限定的なものでありますので、この
乖離というか、この幅を今後どうやって埋めていく作業が必要かなというのは率直に感じ
たところです。以上です。
○伊藤委員長

貴重な御意見ありがとうございます。私もそのようなことは本当に感じま

した。報告ですので、資料をつくる際もほぼ網羅したような形で載せますので、ちょっと
抽象的というような意見もあったと思いますけれども、そうならざるを得ないところもあ
ったかなというふうに思いますし、今の一つ一つの具体的なことを上げるというのは、本
当に時間の制限もございますので難しいなというふうに思いました。
それでは、まだまだ各班からの報告だとか、そうこともアンケートも出ておりませんの
で、次回の委員会でどこまで検証できるかということもございますが、できるだけの検証
をさせていただきたいと思います。
事務局にお願いですけれども、アンケートだとか、また各班の班長の報告が上がりまし
たところで議員の皆さんに配付していただきますようにお願いします。
それでは、よろしいでしょうかね、議会報告会の件は。
〔「はい」と声あり〕
○伊藤委員長

それでは、２番目の議会だよりについて、協議し たいと思います。

議会だよりナンバー５７が今配付されておりますが、事務局の佐藤さんのほうから説明
をお願いします。
○佐藤議会事務局主任

カラーでよなご市議会だよりと書いてあるもの、あとクリップで

一緒にとめておりますけれども、何個か記事を添付しておりますので、それとあわせてご
らんいただきたいと思いますが、まず表紙の写真は前回選定していただきました 「力泳」
という作品で、全国トライアスロン皆生大会で、岩﨑委員、合ってますか。括弧でつける
ということを田中様御本人にも確認して……。
（「全日本でしょ、これ。」と先灘議会事務局長）
ごめんなさい、失礼しました。全日本トライアスロン皆生大会を 括弧書きでつけるって
いうことは田中様のほうにも確認をさせていただいて、ああ、どうぞどうぞということで
したので、全日本トライアスロン皆生大会というサブタイトルを入れて、表紙の上のとこ
ろの文字は、これ前回の市議会だよりなんですけど、前回と同じような感じでつくっても
らう、これはイメージでつくってありますので、前回と同じような感じで上のほうに来て、
こういうのでつくらしていただこうかなと思っております。
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めくっていただきまして、２ページ目のところにあらましがありまして、その下に市政
一般に対する質問の説明というところで、そのクリップで添付しております資料の「あな
たの声を市政に」と書いてあるもの、委員さんのほうに作成していただきまして、この内
容について御協議いただくことと、あと代表質問とか関連質問、あと遠藤議員の各個質問
の記事をこういった感じでこのたびは載せていこうかなと思っております。
２４ページを見ていただけますでしょうか、このたびは２８ページにおさめるような関
係で、いろいろレイアウト等もつけていきまして、これまでは意見書を全文、大体あらま
しの次ぐらいに載せてたんですけれども、このたびそんなに意見 書は表のほうにだらだら
とつけたりしないで、ちょっとまとめて最後のほうにつけたらというところで、２４ペー
ジの下のほうに、この意見書という記事も委員さんのほうにつくっていただきまして、こ
れもつけております。こんな内容でどうだろうかっていうのを協議 していただきたいなと
思いますし、あとその隣の２５ページのところも前回と同じように結果を載せていくんで
すけれども、３月定例会の結果が非常に多いので、これはおつけしてないんですけれども、
こういった結果をこれまでどおり２５ページから２７ページにかけて結果を載せていきた
いと思います。
最後のページになんですけど、後ろの表紙ですね、裏表紙になるんですけれども、議会
報告会と表紙の写真の募集の記事を載せたらどうかっていうことを 委員長さんと相談させ
ていただきまして、その記事の案もつけておりますので、またその掲載内容等について、
きょう御協議いただきたいと思います。
それで、きょう市議会だよりのレイアウトの確認をしていただきましたら、２６日の金
曜日には遅くとも原稿が欲しいということでしたので、事務局のほうで代表質問ですとか
関連質問の中身の記事を、これからまだ確認するところなんですけれども、確認をして 、
早々に２６日の早い時間には、ゴールデンウィークがある関係でお渡ししないといけなく
なりますので。きょう、この記事のことについて御協議いただきたいと思いますが、大き
くがらっと変えるとかっていうのは、ちょっともうきょうからは時間がないので、御了承
いただきたいと思います。以上です。
○伊藤委員長

ありがとうございます。今御説明いただきましたように４掛けるっていう

ことで、２８枚のページ数がもう確定してしまっていましたので、４の倍数っていうこと
ですね、大山町もそういうふうにおっしゃってましたけれども、４の倍数なので、２８ペ
ージから質問のところを引きますと、本当にわずかな紙面しか残りませんで、そこの中で
資料作成チームで２回ほど集まりまして、いろいろ御意見をいただいた中で、このような
形ではどうだろうかといいますのが、さっき佐藤さんからも御説明がありましたように、
やっぱり議会の質問がよなご市議会だよりの中では一番ボリュームがあり、また皆さんに
伝えたいところだということで、意見書が初めに来るというよりかは、やっぱり初めから
代表質問なり質問の記事が出たほうがいいんじゃないかということで、ここの市 政一般に
対する質問の説明のところで、ここの「あなたの声を市政に 」というふうにありますけれ
ども、これを入れさせていただきたいなと思ってます。
以前の提案のところでは、
「市政のここを問う」とか、あとほかでは「市政のここが聞き
たい」というようなところもありましたけれども、資料作成チームの中ではこっちの「あ
なたの声を市政に」というほうが何か落ちつくっていうか、すんなりとくるんじゃないか
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なというふうなことで、このようにつくらせていただいています。やっぱり議会の雰囲気
の写真があったほうがいいだろうというようなこともあります。そして、意見書が初めに
来ないほうがいいということで、あと陳情を採択するようなところで意見書が出るところ
もあるので、そこに近いほうがいいのではないかというような意見もあり、意見書を後ろ
のほうに入れたらどうかというようなところです。
最後、紙面の関係で議会報告会も載せたい、また表紙の写真募集というところも入れた
いというようなところで、ちょっときゅうきゅうになりましたけど、このような形にさせ
ていただきました。
本来なら、レイアウトの日にちを１日とって委員会を開いてということをさせていただ
きたかったんですけど、先ほど説明あったように、きょう委員会、また２６日に締め切り
というようなこともあって、ちょっとその期間が難しかったので、次の号 、９月の号から
はレイアウトの時間、日程もとれるのではないかと思っております。御意見等ありました
らお願いしたいと思います。
今城委員。
○今城委員

ほかのことはわかるようにしていただいていいなって思っております。最後

の裏のページのところなんですけど、何も言うことはないのですけれど、一つは広報広聴
委員会の中に今回から矢倉委員が入ってくださってるので、この部分が必要かなというこ
とと、ただそこについて令和元年６月１日現在っていうふうになってるんですけど、こ れ
がこの委員なのかが私はちょっとはっきりわからなくて、そうだったとするとこのメンバ
ーでいいんですけど、そうじゃなかったとすると、日に ちを何現在っていうところまでこ
このメンバーだと、今この現委員でなのかなっていうのがちょっとそこがわからなくて、
済みません。
○伊藤委員長

議会開会日に確定する予定なので、６月１３日ですよね。なので６月１日

ということでいいんですよね。
○今城委員
○伊藤委員長

そこの確認だけですから。
矢倉議員、失礼しました。ありがとうございます。

奥岩委員。
○奥岩委員

ごめんなさい、前回気づけばよかったんですが、トライアスロンの表紙の写

真なんですけど、これ第何回とかってつくんでしたっけ。
○伊藤委員長

佐藤主任。

○佐藤議会事務局主任

一応２０１５年のトライアスロンにはなるんですけれども、だか

ら去年とかいうわけではないので、特に何回とかなくても。
○先灘議会事務局長
○佐藤議会事務局主任
○先灘議会事務局長
○岩﨑委員

○伊藤委員長

はい。
古いね。去年かと思ってた。２０１５年、４年前。

去年のが３７回大会。

○先灘議会事務局長
○岩﨑委員

１５年。

そんな古い写真だったんですね。

今さらですよね。
募集のときには、いつの写真でなければいけないというふうには入れてま

せんので、そのようなこともあろうかなと思いますし、また議会だよりがずれてしまうの
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で、年に４回しか発行されないので、そうこともあるかなというふうに思います。
○先灘事務局長

撮影年月日があったんですね。最初から。

○佐藤議会事務局主任
○先灘事務局長

それ、お知らせしてないですよね。

○佐藤議会事務局主任
○先灘事務局長

はい、ありました。
してないです。

よくないですね、それは。

○佐藤議会事務局主任

済みません。
（「済みません。」と声あり）

○先灘事務局長

いや、今頃になって済みません。

○佐藤議会事務局主任

いや、済みません。大変申し訳ないです。ただ個人的にそのトラ

イアスロンの写真がこれが新しいか古いかとかっていうのは、まあ、第何回って載せれば
古いってわかる……。
○先灘事務局長

Ｔシャツを見ればわかるでしょ、だって違うもん。

○佐藤議会事務局主任
○先灘事務局長

だけん、この係員っていうんですか。

○佐藤議会事務局主任
○先灘事務局長

○稲田委員

これはライフセーバーのシャツですので、関係ないですね。

もうこれずっと黄色なの。

○佐藤議会事務局主任
○伊藤委員長

Ｔシャツ。

はい。これは有資格者が着るＴシャツです。

稲田委員。
ライフセーバーの方の色合いはこうです。毎年、変わってるかどうかはわか

りませんけど。黄色地に赤が恒例でしょ。
○佐藤議会事務局主任

これはライフセーバーが着るユニフォームなので、これは毎年変

わらないですね。ボランティアさんが着るようなシャツとはちょっと違うやつです。
○伊藤委員長

この表紙のイラスト写真募集のときには何年とは書いてないんですけど、

次回からは何年のものですというようなことを選定のときにお聞き しまして、それもあわ
せて選定させていただきたいなと。今回はもう撮影者さんにお伝えをしてありますので御
了承いただいて、次回からは気をつけるということにさせていただきたいと思います。
奥岩委員。
○奥岩委員

今回のは前回で決定しておりますのであれ ですけど、そういたしますと今後

いろいろそういったことも考えられるので、表紙写真・イラスト募集のところに、募集の
ときにでも、ちょっといつ撮られた写真ですとか書いて もらって。
○伊藤委員長

佐藤主任。

○佐藤議会事務局主任

一応募集をしていただくときに、撮影年月日を明記の上ってして

いるので。ごめんなさい、書いてあったのを私が皆さんにお伝えしてないっていうところ
だけです、済みません。それは私が情報をどこまで出していいのかと、前回、住所とか名
前とか出したらそれはだめっていうところがあったので、ただ撮影月日は出さないといけ
なかったなと。
○伊藤委員長
○奥岩委員

奥岩委員。
最後にさせていただきますが、議会報告会の開催しましたのところ文言の一

番最後から２段目の行の最後のほうなんですけど、
「アンケート結果につきましては、後日
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市議会ホームページに掲載いたしますのでごらんください」とあるんですが、この後日が
明確じゃないので、どういった表現がいいかなと思うんですが。
○伊藤委員長
○今城委員
○伊藤委員長

ありがとうございます。
この段階で後日というと。
でも、はっきりしませんよね、多分ね。

先灘局長。
○先灘議会事務局長
○伊藤委員長

ちなみに前回は１１月でしたね。

はい、１１月でした。

○先灘議会事務局長

年内には公表しましたので、大体１カ月もおくれるとちょっと時期

を逸するような気がしますので、前回並みに事務局も頑張りたいと思いま すので、後日と
いうところで、ですから６月でしたら多分もう出ている 可能性があります。後日はとって
もいいかもしれません。どうですか。６月１日発行で、今４月なんですけど、５月中に出
せる態勢をとって、結果については市議会ホームページ に掲載いたしておりますとかしま
す、そっちのほうがいいかもしれません。これ６月１日発行ですので。どうしましょう。
○伊藤委員長

６月１日発行ですので、これを発行されるときにはもうホームページに出

ている。
○先灘議会事務局長
○伊藤委員長

出るように頑張りたいと思います。

ありがとうございます。でしたら、「アンケート結果につきましては、市

議会ホームページでごらんください」でいいでしょうか。
〔「はい」と声あり〕
○伊藤委員長

矢田貝委員。

○矢田貝委員

済みません、細かいところですけれども、表紙の「力泳」、括弧のところ

なんですけれども、表紙タイトルとしては「力泳」なんじゃないかと思うんですけどもっ
ていうあたり。それから写真のすぐ下にこの表示が要るのかというと、ちょ っと離れたと
ころでもいいのかなみたいな感じがしていますが。これが普通だったらいいですけど。
あと、中身の縦の見出しの帯なんですけれども、今回でいきますと一般質問のところに
会派ごとのくくりっていうのが出てるんですけど、どんな表示が来るんでしたでしょうか。
説明があったのを聞き漏らしてたんだったら申しわけないですが。代表質問で（会派）と
いうことで、そこからこう引っ張ってすぐに見れるようなことになるのか。
○伊藤委員長

インデックスの部分ですね。

○矢田貝委員

はい、前回だったら４項目、一般と委員会視察報告とお知 らせと審査結果

っていうところがありまして、今回はこれはどういうふうになるんでしょう。お任せでよ
ろしいのでしょうかというあたり。
それから、一番最後の、今いただいている議会報告と写真等の募集の件なんですけども、
もう少しこれはこのままいくんじゃなくて字体やら 、黄色いバックがかくかくしてるんで
すが、それが若干丸くなって、本当にいかにも写真やイラストを募集してるんだよみたい
な、ちょっとかたいところから違って呼びかけてるというようなこととか、開催して４４、
ふれあいの里からずっと各４会場あった中の、合計これだけの方に参加していただけまし
た、ありがとうございましたのような、何かもう一つ、こちらが一方的にやって勝手に報
告して終わりというよりは、終わった日程ですので字がしっかり大きいところも少し幅を
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狭めることで、そんな一文が入らないかななんて思ったんですけど、いかがでしょうか。
○伊藤委員長

ありがとうございます。貴重な御意見、 本当にそのとおりだと思います。

御参加いただいた皆さんありがとうございましたとか、そういうふうな一 文は入れていき
たいなというように思いましたので。合計数もやっぱり載せたほうがいいですか。
佐藤主任。
○佐藤議会事務局主任

インデックスはイメージとしてはどういうイメージでしょうか 、

物すごい長くなるのか。どういう感じですかね。
○矢田貝委員

どういう感じですかね。１個のページに代表質問が違う会派の方から始ま

ることもあるわけですから、難しいことかもしれませんけれども。どう書くんですかみた
いな。まず言葉的には何が入るんでしょう、代表質問で関連質問、 イメージつきにくいで
すよね。
○佐藤議会事務局主任

代表質問、括弧何々、関連質問、括弧何々、代表質問、括弧何々、

何々は会派名ですね、それがだあっと来る。
○伊藤委員長

ここにあるのが縦にくるという意味ですか。

○矢田貝委員

いや、私がふとこう見て縦の帯のインデックス部分がどういう表現になる

んだろうと思ったんです。
○伊藤委員長

縦にあったほうが見やすい。

○矢田貝委員

いきますよね、これはね。黙っとっても入るもんなら。

○伊藤委員長

黙ってたら入らないですよね。

○佐藤議会事務局主任
○伊藤委員長

何がですか。

インデックスです。黙っていても入るもんですか。

○佐藤議会事務局主任

イ ン デッ ク ス は 前 の 回 か ら 入れ る っ て い う ふ う に 決定 さ れ た の

で、このたびも入れる予定です。今、言われたので私もああそうだなと思ったけど、何個
インデックスを入れるのかっていう項目をできれば御協議いただければと思いますが、何
ていう項目を入れていくのかっていう。これまではちょっと事務局と委員長さんとかと相
談して決めさせてもらっていたんですけど。あんまりいっぱいあるのもどうかなっていう
ところもありますし。
○伊藤委員長
○今城委員

今城委員。
「あなたの声を市政に」のところで、３月の定例会ではこのような形の代表

がこう、関連がこうで、各個質問をっていうふうにとりあえずここに一応 、もうちょっと
大きくしたほうがもしかしたらいいのかもしれないんですけど、こういう形でしてますよ
っていうことをここに載せているということと連動すると、会派の名前を例えば政英会、
信風とかよなご・未来とかっていうふうに、そのくくりで、それでぴっとそこを開くと代
表質問の（政英会）ですよっていうところが代表質問じゃなくて関連質問の政英会さんで
すよっていうのが上に載ってますよね。だから会派部分と、あと各個質問とかっていう感
じでもいいかもしれないですね。そうすると６ぐらいで済みますよね、インデックスの形
が。かなとちょっと思ったりします。この３月について は。
ただ、毎回毎回そのインデックスの形とかを変えないといけないっていうことになるの
が、余りちょっとどうかなとは思ったりもしますけど。もし 、この６月発行号でっていう
ことになると、わかりやすく見やすいんだったら会派ごとのをぱんぱんぱんぱんっていう
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感じのほうが、もしかしたらめくりやすいかなと。
○伊藤委員長

どうでしょう、皆さん。ほかに御意見とかございませんでしょうか。

稲田委員。
○稲田委員

そう私も思うんですけど、２１ページがちょっと。

○今城委員

そうなんです。２つあったりしますとね。

○稲田委員

ですから、広くくくると代表・一般質問で、何のおもしろみ もないインデッ

クス。細かくやると会派名、それも代表と一般も分けるべきですけど、２１ページが、さ
あ、どうしましょうかね。縦に２行入ったらちっちゃい字になりますよね。そもそも入る
かどうかもわかりませんし。
○伊藤委員長

縦に２行入るとは思うんですけど、やっぱりちっちゃい字になって、イン

デックスの意味があんまりなくなってしまうかなっ て思うんで、まあ余り期間がないので、
１回やってからまた変えるっていうのはとても難しいか と思いますが、では皆さんの意見
としては、会派名が入ったほうが見やすいのではないかという意見を取り入れていただい
たらいいでしょうかね。
○佐藤議会事務局主任

一般質問（会派名）っていうこと。代表・会派名、関連・会派名、

代表・会派名っていうこと。
○今城委員

会派名だけでいいかな。こことかに、例えば関連の何々、会派名とかつけて

もらってますよね、ここのところに。代表質問のここのページの上のところに代表 質問の
会派、こちら関連質問の会派とかって書いてあるので、 今の１７ページのところでも、代
表質問と公明党、関連質問と公明党って感じになってるので、会派のぶんだけぽん ぽんぽ
んぽんってあると。会派が１ページで変わっているところが問題かなというところです。
○佐藤議会事務局主任

またいでるときは何とか会派名、チョメ、何か別の会派名ってい

う書き方になるんでしょうか。
○矢田貝委員

次の人は省けるんじゃないですか。

○伊藤委員長

奥岩委員。

○奥岩委員

これ完全に個人的な意見ですけど、見るほうからすると、１ページで複数会

派があるということは、次の会派さんの名前のほうが見やすいかなとは思いますが、どう
ですか。
○伊藤委員長

佐藤主任。

○佐藤議会事務局主任

１５ページ開いていただけますでしょうか。今の奥岩委員の御意

見からいくと、１５ページは公明党になるということで しょうか。
○先灘議会事務局長

インデックスって、スタートを基準にすればごちゃごちゃはないと

思うんです。スタートのところにもちろんあるわけですから、一緒になっている分はもう
スタートの部分だけ、おっしゃったようにするという基本的なルールを持っていただけれ
ば。中身のものの説明ではなくて、ここから始まりますよっていうのがインデックス の意
味ですので、その基本的なものでしていただいたほうがいいのか、どうなんでしょう。
○伊藤委員長

局長からこのような意見が出てますが、基本的なもので、そこから始まる

ということです。よろしいでしょうか。
〔「はい」と声あり〕
○伊藤委員長

じゃあ、そのようにさせていただいて……。
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○佐藤議会事務局主任
○伊藤委員長

１５ページはよなご・未来っていうことですか。

ううん、公明党。

○先灘議会事務局長
○佐藤議会事務局主任
○伊藤委員長

公明党議員団。公明党議員団がスタートするから。
ああ、スタートする……。

２１ページは日本共産党米子市議団でということ。御了承いただきたいと

思います。
矢田貝委員。
○矢田貝委員

２１は今ので埋まると思うんですが、２４はどっちですか。一般質問とい

うところでいいですよね。言葉的には何っていう言葉で会派名を入れるんですか。
○伊藤委員長

一院クラブ。違いますか。

佐藤主任。
○佐藤議会事務局主任

言葉の定義の問題、各個質問イコール一般質問っていうイメージ

ですか。一般質問っていうのは代表も関連も込みのことで……。
○伊藤委員長

局長。

○先灘議会事務局長

各個質問っていうのは、米子市独自の名称なんですね。要するに、

市政一般に対する質問が各個人の議員さんがおっしゃられるということで各個質問って言
いまして、一般的には一般質問っていうくくりなんです。ですから、ここの 説明書きの中
で、各個質問ってなってますから、これを一般質問とするとまた混乱するというところで
すので。全てが一般質問です、その中で代表質問、関連質問、各個質問っていう区分けを
しているわけでございますので、できましたらこれは各個質問にしませんと、ここに説明
がしてありますよね。
○今城委員

そうですね。各個質問はこうですよっていうふうに書いてあるので、代表質

問はこうですよとか。
○先灘議会事務局長

米子市独自の言い方です。各個質問って使っているとこはほかにあ

りません。ないと思います。一般質問って言っています。
○伊藤委員長

そうですね、一般質問ですね。

矢田貝委員。
○矢田貝委員

一般質問（会派）、一番最後も一般質問（一院クラブ）っていうことです

ね。インデックスで。
○伊藤委員長
○今城委員

今城委員さん。
会派名でインデックスをするんだったら、政英会、よなご・未来とかだけで

すよね。ということになると、一院クラブっていうことになるんですか。会派名じゃない
んだけど。
○伊藤委員長

先灘局長。

○先灘議会事務局長

３月ですからこれでいいかもしれません。今後、各個質問オンリー

になりますね。そうすると、そことの整合もとっていただきたいですね。そうすると、一
院クラブなのか、お名前なのか。今度の各個質問は会派は関係ありませんので。会派のほ
うが主というと１０ですね、ですのでどちらをメーンにするかっていうとお名前にするか、
一院クラブはあくまでも呼称名ですので、そのあたりは遠藤議員がどうおっしゃるかわか
りませんが、やはり一院クラブでいいのかどうなのか。
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○今城委員

やっぱり名前ですよね、そうなるとね。

○先灘議会事務局長
○伊藤委員長

ええ、６月定例会以降の話をしますと。

ありがとうございます。局長の話を聞いていれば、一般の市民の皆さんが

会派よりかはやっぱり多分議員名のほうが具体的にわかりやすいのかなと思ったりもする
ので。
○先灘議会事務局長

会派の話になりますと、会派っていうのはあくまでも議会内で通用

するだけでございまして、これは対外的にするものではないっていうのが会派の考え方で
す。ですから、対外的には政党になります。政党とはこういうのがこうですよっていうの
が基本的には対外的な示し方。会派っていうのはあくまでも議会内 の集まりだけでして、
議会内しか使えないっていうのが会派なんですね。ですので、対外的にするんでしたら議
員名がやはりいいとは思います、主的には。議員さんが各個でしてますよっていうふうに
なると、これ会派名ですと名前はインデックスに出ていませんので。そこらの今回は代表
質問ですよ、次からは各個質問だけですよっていうところの整合性をきちんととっていた
だいたほうがいいですね。
○伊藤委員長

そうすれば、わかりやすいかもしれないですけど、会派名をインデックス

につけるっていうのはちょっとどうなんですかね。
○先灘議会事務局長

各個質問の性格からいうと、一院クラブっていうのはちょっと。見

ればわかるんですけど、遠藤議員の名前が出てるんですけどね。今後のこと考えたら議員
さん名で統一するほうがいいんじゃないかなと。６月定例会で各個質問を各議員さんがさ
れますけど、会派名はあくまでも、附属とは申しませんが、お名前があって会派名ってい
う形になると思いますので。ここからスタートするんでしたら、やはり同じ取り扱いをさ
れて、例えば呼称名にすると次回から全て各個質問のインデックスが会派名だけになっち
ゃうということなんですけど、今回限りでっていうこと でしょうか。今後のこともやはり
含めて。
○伊藤委員長

次のことから考えると……。

○矢田貝委員

この３月だけは、とするのか。

○伊藤委員長

話が戻っちゃうんですけれども、次の段階からはやっぱり多分議員名のほ

うがいいとすると、この６月号も議員名にするべきかなと思いますが。
今城委員。
○今城委員

代表質問だったときの形っていうのは、やっぱり見やすいようにっていうこ

とを一つ考えると、会派名でインデックスをつけていただく、各個質問をされるという方
は個人名を書いていただくっていうのが一番いいかもしれないなとは思う んですけど、そ
もそも今後の１ページに２人ずつ各個質問をするっていう段階で、じゃあ個人名を全部そ
のページで、こっちのページは例えば今城・矢田貝、こっちのページは安田・前原とか伊
藤・前原とかみたいな感じに、そういうインデックスのつけ方をするのかどうなのかって
いうことを考えないといけないわけだとすると、やっぱりどうしてもそういうつけ方は無
理だと思うので。となると、一般質問っていう形で名前は出てくるわけなので、そこを見
ていただくっていうふうにしかならないかなと思うんです。
ただ、今回は代表質問という形態からいうと、会派としての質問をしているっていう、
形態が違うということを明記していただいているということを踏まえて、会派ごとのイン
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デックスにしてもらった上に個人名っていうふうにする。そうし ないと、ちょっとつけ方
が難しいですよね。そうじゃなかったら代表質問、何とか何とか、代表質問、関連質問、
代表質問、関連質問、代表質問、関連質問っていうとこがずっと続くと、 何これっていう
感じになるし。そこが今回に関してはそういう形にして、次回以降、各個質問としての形
をとる場合は、一般質問というページにお二人ずつがずっと並んでいくっていうよ うな形
にするというふうに、次回の方たちに提案しとくっていうことがいいのかもしれないなと
いうふうに、ちょっと難しいですけど。
○伊藤委員長

それは議論はまたにして、やっぱり代表質問とか何か対外的に一般的な。

どうでしょう、皆さん。
奥岩委員。
○奥岩委員

見やすさでいえば、やはり会派名入れたほうが見やすいかなとは思うんです

けど、性格上で考えると一般質問とインデックスを入れてしまったほうがいいのかなとは
思います。
○伊藤委員長

ちょっと今回もう整合性とれないかもしれないんですけど、今回はやっぱ

り上のインデックス、ここの部分に合わせたものをインデックスにして、また検証しつつ
変えていくということではどうでしょう。ちょっと長くなりますけれども、会派名と代表
質問、代表質問（政英会）とか、代表質問（よなご・未来）とかそういうふうになります
けど。
奥岩委員。
○奥岩委員

そうするとインデックスの数が会派の数プラス一院 クラブさんと、最初と最

後というと７個とかですかね。結構多いかなと。
○伊藤委員長

佐藤主任。

○佐藤議会事務局主任

代表質問（会派名）、関連質問（会派 名）でいくと１１。各個質

問（一院クラブ）までだと、５会派あるので１０、代表・関連掛ける２なので１０。なの
で１１。
○今城委員

プラスあとほかのものが３つ、４つ委員会のこととか。

○佐藤議会事務局主任
○伊藤委員長
○奥岩委員

そうですね。あとほかのものが３つか。

奥岩委員。
今、事務局からお話しいただいた数であれば、逆にインデックスが見づらく

なってしまうので、それであればもう一般質問でくくってしまったほうがよくないでしょ
うか。
○今城委員
○伊藤委員長

そうしましょう。
それでは、今後のこともありますので、一般質問でくくるということでよ

ろしいでしょうか。
〔「はい」と声あり〕
○伊藤委員長

そのようにさせていただきます。いろいろ議論を尽くしていただきました。

先灘局長。
○先灘議会事務局長
○伊藤委員長

一般質問。また説明せないけませんよ。

ここでね、また出てきます。

○先灘議会事務局長

一般質問にしたら全部が一般質問なんですよ。一般質問って何だろ
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うっていう、また混乱しませんかね。
この表紙には「市政一般に対する質問」という表記がしてあるんですけど、これをこの
まま入れるっていうことでしょうか。ですから、これも表のこの目次と索引がやっぱりリ
ンクしてないといけないですよね。ここに出ているものを入れるっていう、単純に言いま
すとね。ただ、この「表紙の写真を募集しています」がちょっと長すぎますけど。最後２
８ページは必要がないと思うんですけど。この目次とリンクする形でつけさせていただく
っていうところ。余り多くなるといけないっていうことでしたら 。
○伊藤委員長

目次を一般質問ということではいけませんか。

○先灘議会事務局長

一般質問っていう言葉を米子市議会は使っていません、実は。市政

一般に対する質問って言ってます。議長が読み上げておりますの で。
○伊藤委員長

代表質問、関連質問、各個質問全てを総称し、一般質問ということ。

○先灘議会事務局長

「あなたの声」のところのちょっと文言を整理させてください。市

政一般に対する質問でどうのこうのとちょっと書かないと。ここにもう代表質問、関連質
問、各個質問って入れてますんで、じゃあ市政に対する一般質問って何ですかっていうと
ころを我々はわかっていても一般の人は混乱しちゃいますんで、ちょっと言葉の整理をさ
せていただけませんでしょうか、ここの表記をちょっと。
それと、きょう委員会で決めた事項は、文字校正等をいろいろした段階で、修正すべき
点が出ると思うんですね。その際に事務局にどれだけ裁量いただけるかっていう。この会
で大まかなことを決めていただいたら、あとは文言とかそういうものについてはお任せい
ただくっていうことがないと、また開かないといけないんですが、そこのところの御了解
をいただきたいと思います。大きな点を修正するのはもちろん御相談なんですけれども、
文字の修正、表現の仕方っていうところを一任いただけるのであれば、としていただかな
いと、作業の点、今回特に１０連休ある関係で、通常ですと５月に入ってからだと思うん
ですけども、通常６月定例会が今９月なんですけど、そうすると少しお盆があったりして
ですけども、やはりちょっと今回期間が短いというところもございますんで、そこらを皆
さんの御確認をいただきたいなっていうのが事務局としてはお願いしたい部分です。
○伊藤委員長

局長からも御指摘いただきましたように、市政一般に対する質問というこ

とを米子市議会は使っておりますので、ここの説明だとかあと各個質問については米子市
議会が独自でずっと使ってきたものというようなこともありますので、こ この整理は事務
局のほうでしていただいて、また２６日に校正が決まるということですので、また短い間
で委員会を開くということもちょっと難しいですので、あとはもう事務局でお任せすると
いうことでよろしいでしょうか。
○佐藤議会事務局主任

委員長、済みません。話が大分飛びましたけど、インデックスの

話に戻していいでしょうか。じゃあ、その市政一般に対する質問っていう文言を入れて、
そこのインデックスを市政一般に対する質問、一般質問っていう言い方はしてないって局
長は言われるので、市政一般に対する質問っていうインデックスにして、 代表から各個ま
でで全部このインデックスでいくっていうことでしょうか。
○伊藤委員長

それで、よろしいでしょうかね。

○矢田貝委員

前回の５６号同様の一般質問っていう考え方で全て をいく、奥岩さんの案

で。
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○伊藤委員長

５６号ではインデックスが一般質問。

○矢田貝委員

全部それで統一するっていうことですよね。

○今城委員

５６号は合わせないまま気がつかずに出したっていうだけかもしれんので 、

こちらが。そこ合わせるなら合わせる。インデックスに合わせるなら合わせると統一した
上でそれだけっていうふうにしないと。ごめんなさい、手を挙げずに発言してました。
○伊藤委員長
○今城委員

今城委員。
先 ほ ど 奥 岩 委 員 が 言 われ た み た い に 結 局 １ １あ っ た り と か す る っ てい う こ

とについての見にくさっていうことを考えると、質問のくくりのところっていうのは、要
するにここは質問の内容が書いてあるとこですよというインデックスをつけるっていう意
味で、また局長がおっしゃったみたいに表のところで正式に使ってある言葉という か、内
容としてのものを議長も市政一般に対する質問をっていうことを、 今回、会派による質問
をっていうふうに多分言われてると思いますので、そこら辺の整合性とかを考えると、こ
の市政一般に対する質問という項目でだあっとくくるのがいいというか、く くるほうが見
やすい。中に、例えばそのページで今つけてくださっている代表質問の（政英会）ですよ、
代表質問のどこどこですよっていうページが上についているっていうことを見ていただく
のかなっていうふうに思います。
○伊藤委員長
○今城委員

５６号と同様にインデックスは一般質問ということで……。
じゃなくて、一般質問だけど名前をこれに変える。統一するという ことです。

○佐藤議会事務局主任
○伊藤委員長
○奥岩委員

市政一般に対する質問というインデックスを。

奥岩委員。
インデックスなんで本来であれば正式名称を入れると は思うんですけど、見

やすさだけを考えると、略してという言い方が適当かわからないんですけど、一般質問の
ほうが見やすいのかなとは思うんですけど、適当な文言が今思い浮かばんのですけど、そ
こだけ長くても逆に見にくいかなって思います。
○伊藤委員長

そうですね。ここで初めのところに説明をして、一般質問という表記にし

てはどうかと思っております。大体ほかの議会だよりを見ても、やっぱり一般質問という
インデックスだとか表記が多いんじゃないかなと思ったりもしますので。米子市議会独自
なら独自でもいいんですけれども、いろいろ言葉が 出てくるよりかは一般質問で統一して
いったほうがいいのかなというふうに思っています。よろしいでしょうか。一般質問とい
う説明文を入れるということで。
奥岩委員。
○奥岩委員

ちなみに前回、前々回のインデックスを入れた後に、一般質問っていう表記

にして議会だより出させていただいたじゃないですか。ちょっと事務局の質問になるんで
すけど、それに関して質問、御意見等、問い合わせ だとかはありましたでしょうか。
○佐藤議会事務局主任
○先灘議会事務局長
○伊藤委員長
○奥岩委員

ないです。
特にありません。

奥岩委員。
な い よ う で あ れ ば 問 題な く 受 け 入 れ ら れ て るの か な と い う ふ う に 考え れ ま

すんで、何回も言いますけど、見やすさの点を考慮するとそのほうがよろしいかなと考え
ます。
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○伊藤委員長

それでは、インデックスは一般質問ということで今後もさせていただいて、

その説明をきちんとしておくということでお願いしたいと思います。
よろしいでしょうか。
〔「はい」と声あり〕
○伊藤委員長

ほかに何かありますでしょうか。

先灘局長。
○先灘議会事務局長

意 見 書 なん で す け ど も 、 意 見 書と は 何 な の か 説 明 書 きが な い と 、

我々はわかってるんですが、これは宛先があって初めて意見書になります。議会の決定で
はなくて、地方自治法に基づいて国会または関係行政庁 に出すということになってますん
で、宛先がないものでいいのかどうなのかというところです。あと意見書とはどういうも
のなのかっていうのがないと、これ議会で何をしたかっていうのがちょっとわかりにくい
と思うんですが。要約してあるんですが、要約したことによってわかりにくくなってしま
ったということでは少しいけないのではないかなと。紙面の都合もあるんでしょうけども、
意見書とはそもそも国会または関係行政庁に出すことに意味があるわけでして、これがな
い意見書はちょっとあり得ない。
○伊藤委員長

はい、わかりました。

○先灘議会事務局長

米子市議会で決定したことを載せるんではなくて、出しましたって

いうところがこの９９条ですんで。そこで紙面の都合で 、もうこれ入れられないとなると
ちょっと配置を考えたほうが。
○伊藤委員長

局長、入れられないわけではなくて、ここに書いていて、あと米子市議会

も必要ですよね、提出先を書いて、それから米子市議会というのも必要ですか。
○先灘議会事務局長
○伊藤委員長

はい。ですけど、どうなんでしょうか。

要約したもので、記以下はそのまま上げているんですけど、記の上の前文

ですよね、前文っていうのをここではぎゅっと要約をしてしまいました。紙面がこれぐら
いしかないというのだったらそれで、できる限り小さくならないように関係省 庁とかも書
くことができますので、それで意見書とはどういうものかという説明書きは ……。
奥岩委員。
○奥岩委員

今までは、同じようなフォーマットで日付と米子市議会と宛先が書いてあっ

たので、それが入ればいいのかなとは思うんですが。意見書に対しての説明書きがあった
らあったで丁寧なことは変わりはないんですけど、ただいま局長が御心配されてるような
ところは…（聞き取れず）…かなとは思います。
○伊藤委員長

意見書とはどういうものかという説明書きは、前号のは載ってなかったか

なというふうに思いますが、関係省庁は私も必要かなという気は しているんですけど、と
れてしまっていて済みません。
それでは、ここの黒い意見書というところの前の「食品ロス削減に向けてのさらなる取
り組みを進める」というところを残して、ここ一文ちょっと切ってしまうか、それともこ
こに意見書とはどういうものかという説明書きを入れて、ここに載せるかというところで
すね。
奥岩委員。
○奥岩委員

今までの書き方が、意見書、何月定例会で何件ありましたとなってい ました、
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それとあと説明、概要があって、日付と米子市議会、宛先とあるので、これと同じような
フォーマットでよくないですか。
○伊藤委員長

変わってるのは、記の上の説明だとか前文があるか要約されて いるかとい

うところなので、意見書の説明が必要ならば意見書とはどういうものかということは、小
さくなりますけれども少しは書くスペースがあるかなというふうに思います。関係省庁は
必要だと思いますんで入れたいと思います。
今城委員。
○今城委員

今 回 １ 件 の 意 見 書 っ てあ る と い う こ と を 踏 まえ て こ の ス ペ ー ス し か持 て な

いよということも踏まえてのこの形だと思うんです よ。これが意見書が仮に今回３つあっ
たとすると、ここでは絶対入りませんよね、この残されたところで入りませんよねってい
うことを踏まえて考えていくと、例えば記の１、２、３っていうことが、入れていくこと
が必要なのか、こういう内容のものをこういう米子市からの意見としてどこどこに出しま
したっていうようなことがわかるようなことで意見書を出しましたっていうふうな 形にす
るほうがいいのか、意見書という性格上からこういう内容の、記のところですよね、１、
２、３のところが必ず入っていないといけないということであるなら、もう見えようが見
えまいが、小さい字で全文を入れるしかないよねっていうことになるんだったらそれをす
るかしないかですよ。それが効果的なのかそうじゃないのかっていう意味も含めて、それ
をするのかっていうことをここでもう決めないといけないと思うんですけど、このような
内容のこのようなことを米子市はこういうふうな考え方をし て、どこどこに出しましたと
いう、こういうことが決まりましたっていうことを、意見書を国のどこどこ の機関に出し
ましたよっていうことがわかるということの内容として 、この意見書をここに載せるって
いうことであるなら、必要最小限のことをぎゅっと要約してここに載せることができるの
なら、それでもいいのかなと思います。
今回１件だからあれなんですけど、今回３件だったらこのスペースに３つ入れるってい
うことは不可能なわけなので。その辺をどうすればいいのかな。 どうしてもこれっていう
のは、地方自治法に基づいて出したっていうことを 、さっき局長がおっしゃってくださっ
たことが必要であれば、出したという内容の中の全てを載せないと意見書をこのような形
で出しましたっていうことが定義する上でもできないということならば、ちょっとそこは
もう小さい字で読めなくても構わないから出すっていうこと とか、意味ないから出さない
っていうことにするかを決めないといけないのかなと。
○伊藤委員長
○稲田委員

稲田委員。
要は、締め切りが迫ってるのでタイトであるがゆえの発言ということで、御

容赦願えたらと思いますが、２４ページの意見書のスペースを従って縦４段に分かれると
したら、３段目はちょっと一旦脇に置いて、意見書を２分の１ページにして、この内容を
裏表紙のところの写真に持っていけば、表紙の写真募集の内容はこれを全部入れずに、 ホ
ームページに載ってましたよね、だから応募内容は写真で１個２個書いてほか、イラスト
ほかって書いて、詳しくはホームページを御確認くださいでまとめてしまえば、最終ペー
ジ、裏表紙ですね、表紙の写真の募集のところが、せっかく委員長の力作なんですけど、
これが内容を少なくして要約したらいいかなと思います。さっき言った、きょうまでにあ
る程度決めてしまわなきゃならないなら、意見書のことに関して、今ここでルール づくり
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をするのは難しいだろうということであれば、そうい った案を提案しますということです。
○伊藤委員長

稲田委員がおっしゃったのは、ここの３段目丸ごと一番最後の裏表紙のほ

うに持っていき、意見書はこの半ページを使うということではどうでしょうかということ
です。裏表紙の写真の募集のところを半分ぐらいにして、それで３月定例会 会期中に開催
した特別委員会のところを載せるということですね。
（「はい。」と稲田委員）
とてもいい案だと思います。そのようにしましょう。
奥岩委員。
○奥岩委員

今、稲田委員がおっしゃられたので、大体スペース的にはいいのかなとは思

うんですけど、今さらですけどちょっと読んでみて、２４ページのところの特別委員会の
この記載は通常入ってましたか。
○伊藤委員長

先灘局長。

○先灘議会事務局長

私がそれをちょっと申し上げたかったんですけど、この特別委員会

のみなぜここに入っているのかっていう、常任委員会も 含めてあるんですけどと思って、
委員会については何も報告というか記載が、結局本会議で付託されたものしかしてない、
ただいろんな報告案件がある、特別委員会がこれだけ出てくると違和感があるんですけど 。
これについては、審議結果に出てないですよね、結論からでも本会議です。こういうもの
をしましたっていうところが必要なのかどうなのか、あと紙面の関係ですね。奥岩委員が
おっしゃったように、なぜ特別委員会だけあるのかなという気はちょっとして います。
○伊藤委員長
○奥岩委員

奥岩委員。
なので、今までなかったような気もしておりますので、内容については特別

委員会の記載のところなんですけど、今回スペースのことと期間のことを考えると、そこ
のは丸っと削除で、先ほどの稲田委員の案でいくとよいのかなと。
○伊藤委員長

皆さんいかがでしょうか。ほかに意見ございますか。よろしいでしょうか。
〔「なし」の声あり〕

○伊藤委員長

それでは、特別委員会の記事は、これだけ載っているということもあって、

今回は申しわけないですけど削除して、６月定例会の日程は必要ですので、裏表紙に持っ
てくるということでさせていただきたいと思います。意見書は全文載せるっていうことで。
○稲田委員
○伊藤委員長

従来の仕様にのっとってということで、事務局に預けたらと。
じゃあ、全文載せるということで。

佐藤主任。
○佐藤議会事務局主任
○伊藤委員長

字は小さくなります。

はい。じゃあ、全文載せるということで、またその議論は持ち越したいと

思います。あとまた、何かお気づきの点がもし２６日までにあれば、事務局のほうにお伝
え願いたいと思います。
それでは、裏表紙は今回からカラーになるということで初めに議会 報告会、表紙の写真・
イラスト募集が来て、日程、反対がいいですね、日程が来てイラスト募集ですね。表紙の
写真・イラスト募集で、以下問い合わせ先に応募してくださいというふうになるので、日
程があって写真募集ということでさせていただきたいと思います。じゃあ、議会だよりは
以上で終わりたいと思います。
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最後、その他ですけれども、議会だよりの目的と編集の理念についてということで、案
をつくってまいりますというふうに前回伝えておりましたので、案をつくってまいりまし
た。ここの参照のところで、議会基本条例とあと市民自治基本条例の前文を載せて います
けれども、こちらのほうのよなご市議会だよりの発行に関する要綱というところも多分も
うそろそろ変えていかなければいけないのかなというふうに思っております。
それは、随分前に議論しましたけれども、議会だよりの掲載内容として、原則として１
回目の質問と答弁を掲載するというところがそのままになっておりましたので、そこのと
ころもあわせて変えていければなというふうに思っています。よなご市議会だより発行に
関する要綱では、趣旨として「この要綱は、議会の活動状況及び議会に関する各般の事項
の周知を図るとともに、市民の市議会に対する理解及び関心を深め、市議会をより市民に
近付けるため、よなご市議会だよりを発行するものとする 」というふうにございますので、
議会だよりの目的（案）としては市民が議会への関心を高め、市政に主体的にかかわる。
あと議会だよりの編集の理念ということで、大山町の視察も視野に入れまして、１は市民
目線で読みやすい内容、２、より伝わるような見出しやレイアウト、３、読んでみたくな
る紙面ということで、括弧書きも入れております。今この場でというところは難しいと思
いますので、持ち帰っていただいて会派の中でまたいろいろな御意見をいただいて、次の
委員会のときに議論して、方向性を考えていきたいなというふうに思っております。何か
御質問とか、御意見とかございますでしょうか。
奥岩委員。
○奥岩委員

委員会内では、視察も含めていろいろ協議してきた内容であるんですけど、

持ち帰りとなるとまたいろいろ意見もあると思いますので、理念を本当に策定されるなら
策定されるで、ある程度の時期的なものとかそういったところももし考えておられたら 、
ちょっと聞きたいなと思います。また、メンバーも変わることもあるでしょうし。
○伊藤委員長

多分、４月はもう委員会開きませんので、５月閉会中の委員会の時期に２

回ぐらいで、この委員会は次にバトンタッチかなというふうに思っています。なのでここ
ら辺のところで、ある程度の方向性が出ればですけれども、出なければそのような議論を
ここまでしましたというところで、引き継ぎたいなというふうに思っています。
議会報告会のあり方もそうなんですけれども、５月の連休があります関係で、２回も３
回も委員会を開くっていうことは、とてもちょっと難しいなというふうに思っていますの
で、議論したところ、ここまではこのような意見が出ていますというようなところまでま
とめて引き継いでいきたいなというふうに思っています。５月でこれがきちっとできるっ
ていうことは、なかなか私も難しいんではないかなというふうに思っております 。難しい
中で進めていくっていうことに疑義がおありなら。
じゃあ、これは次の委員会に引き継いでということで、次の６月からの委員会に引き継
いでということでさせていただきましょうか。
それで私が気になっているのは、よなご市議会だよりの発行に関する要綱のさっき言い
ました議会だよりの掲載内容、原則として１回目の質問と答弁を掲載するっていうところ
がそのままになっていて、ちょっと気になっているんですよ。これはここだけ変えるって
いうことは、議長決裁かと思いますが、可能なんですよね。事務局にお聞きします。
先灘局長。
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○先灘議会事務局長

それは可能ですが、原則として中心となるの は１回目の質問と答弁

ですよって言ってますので、原則として１回目の質問、答弁を中心に掲載させていただい
て、例えば追及とかあって変わってきます、追加もありますので、今の原則はこういう考
え方なんですけども、そこまで細かく決めないほうがいいじゃないかというところでその
ままにしております。ですので、２回目、３回目で質問答弁があっても当然入れておりま
すので、原則はやっぱり中心は１回目だよというところを御理解いただきまして、裁量を
持たせているというところで変えてはいないんですけど、変える必要があれば変える。
○伊藤委員長

わかりました。原則として別にいいじゃないかというような事務局の判断

ですが。
奥岩委員。
○奥岩委員

これは前の委員会のときでも同じようなお話があって、同じ御回答を局長の

ほうからされてたと思うんで、そのときにも同じ話をしていたはずですので、このま まで
よろしいんではないかなと。
○伊藤委員長

わかりました。大変失礼いたしました。

何もなければ以上できょうの委員会は終え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〕
○伊藤委員長

それでは、広報広聴委員会を閉会いたします。
午前１１時１１分

閉会
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