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広 報 広 聴 委 員 会 会 議 録 

 

招  集 

令和２年７月１４日（火）午後１時 議場 

出席委員（８名） 

 （臨時委員長）尾 沢 三 夫 

（委員長）岡 村 英 治    （副委員長）矢田貝 香 織 

 安 達 卓 是   門 脇 一 男   田 村 謙 介   土 光   均 

 前 原   茂 

欠席委員（０名） 

出席した事務局職員 

松下局長 土井次長 佐藤議事調査担当係長  

傍 聴 者 

岩﨑議員 奥岩議員 

協議事件 

・正副委員長の互選 

・市議会だよりについて 

・議会報告会について 

・その他 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後１時００分 開会 

○尾沢臨時委員長 ただいまから広報広聴委員会を開会いたします。 

 本日は、米子市議会広報広聴委員会要綱第６条の規定により準用する米子市議会委員会

条例第８条第２項の規定により、年長の私が委員長が互選されるまで、委員長の職務を行

います。 

 この際、お諮りいたします。 

互選の方法につきましては、指名推選の方法によることとし、臨時委員長の指名とさせ

ていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と声あり〕 

○尾沢臨時委員長 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

 委員長には岡村委員を指名いたします。 

これに御異議ありませんでしょうか。 

〔「異議なし」と声あり〕 

○尾沢臨時委員長 御異議なしと認めます。 

委員長には岡村委員が当選されました。 

 委員長より就任の御挨拶があります。岡村委員、よろしくお願いいたします。 

〔臨時委員長と委員長の席交代〕 
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○岡村委員長 ただいま委員長に御選任いただきました岡村です。開かれた議会にしてい

くといった委員会の役割を果たしてくために、委員の皆さんの闊達な議論を引き出してい

けるよう、そうした委員会運営に努めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 それでは、引き続いて、副委員長の互選を行います。 

 この際、お諮りいたします。 

互選の方法につきましては、指名推選の方法によることとし、委員長の指名とさせてい

ただきたいと思いますが、御異議はありませんか。 

〔「異議なし」と声あり〕 

○岡村委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 副委員長には矢田貝委員を指名いたします。 

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と声あり〕 

○岡村委員長 御異議なしと認めます。 

副委員長には矢田貝委員が当選されました。 

 副委員長から就任の御挨拶がございます。 

○矢田貝副委員長 委員長のサポートをしっかりいたしまして、委員の皆様のお力をお借

りし、精一杯務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○岡村委員長 これからの委員会運営、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、次に、市議会だよりについて、事務局からの説明を求めたいと思います。 

佐藤事務局。 

○佐藤議事調査担当係長 では、ごめんなさい、パソコンがあって顔が見えにくいですけ

ど、こちらから説明させていただきます。事前にお配りしております資料の中に、表紙の

応募作品という資料を配らせていただいております、資料１を御覧ください。 

 このたびの応募作品は、７作品ございました。本日は、この中から９月１日の発行にな

ります表紙の写真を皆様に選定していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○岡村委員長 今、説明がございましたけども、皆さんのほうから御意見ございませんで

しょうか。 

最初が、「今年の初の積雪」ということで今年２月７日に撮影されたもの。２番目が「ド

クターヘリ」、同じく５月２５日撮影。３番目が「海の探検隊」ということで、令和元年の

９月に撮影されたもの。そして、４番目が「静寂な朝 米子港」ということでこれが平成

２８年９月に撮影されたもの。５番目が「フグが釣れたよ」ということで、令和２年５月

に撮影されたもの。６番目が「米子市内から見えた３７２年ぶりの夏至の部分日食」、これ

は今年の６月２１日。７番目、最後ですけども、「米子市内の紫陽花の名所の大神山神社に

て」ということで、同じく今年６月の２０日ということです。 

前原委員。 

○前原委員 それぞれ、やっぱり好みもあると思いますので、それぞれの番号に則して、

投票というか手を挙げてもらって、多いものという形で決めていくのはどうでしょうか。 

○岡村委員長 それぞれ投票したらどうかということでの御提案ですけども、これに御異
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議ありませんでしょうか。 

〔「異議なし」と声あり〕 

○岡村委員長 門脇委員。 

○門脇委員 前原委員の考え方に賛同しますけれども、あと、次の発行が９月１日号でし

たので、季節感ということもありますので、そういうところも加味しながら決めたほうが

いいんじゃないかと思っております。 

○岡村委員長 門脇委員の御意見も参考にしながら、投票に移っていきたいと思います。 

 それでは、まず最初に「今年の初の積雪」、１番目ですけども、これに御賛同の方はあり

ますでしょうか。 

なし。次、２番目、「ドクターヘリ」、これに御賛同の方はありませんか。 

なしです。３番目に「海の探検隊」。 

〔賛成者挙手…土光委員、前原委員、土光委員〕 

○岡村委員長 はい、３人の方に御賛同いただきました。 

次、４番目の「静寂な朝 米子港」。 

〔賛成者挙手…安達委員、尾沢委員、門脇委員、田村委員〕 

○岡村委員長 ４人の方に賛同いただきました。ということで、全ての委員に意思表示を

していただきましたけども、「静寂な朝 米子港」ということで４人の方が多数というふう

になりました。この写真に決定したいと思いますけど、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と声あり〕 

○岡村委員長 それでは、この「静寂な朝 米子港」に決定させていただきました。 

 次に、議会報告会の開催について、事務局からの説明を求めます。 

 佐藤さん。 

○佐藤議事調査担当係長 続きまして、３番の議会報告会についてということで説明をさ

せていただきます。これは、本日特に何かを決定していただくというものではないんです

けれども、皆さん御存じのように、今年の４月に開催を予定しておりました議会報告会は

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で中止とされました。今後の開催につきましては、

コロナの状況もわかりませんし、いつ、どの時期に開催をするということを決めていただ

くことはちょっとできないかなとは思うんですけれども、今後、これからまた委員会を開

催していったり、会派で話し合われていく中で、議会報告会をこれからどうするのかとい

うことを、ちょっと頭の片隅にでも入れておいていただいて、検討していっていただけた

らなと思います。このたびは中止になって、もしコロナの状況が落ち着いてきたら、また

開催をするのかとか、今、開催要綱の中では市内自治会のブロックごと、４つのブロック

でやっているんですけれども、例えば要綱を変更し、改正をして、会場を１つにして広い

ところでフィジカルディスタンスですか、をとって、対策をとってでも開催するだとか。

今日は、先ほども言いましたように、すぐ決められることではないと思うんですけども、

そういったこと、今後どうするのかということをちょっと持ち帰っていただいて、もしま

た御提案があれば、次の委員会なり何なりで、委員長さんや副委員長さんに申し出ていた

だいたりなんかして、少しでもどうするかっていう話し合いは進めていっておいた方がい

いのかなということで、ちょっと今日ここに項目として挙げさせていただいたところです。
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事務局からは以上です。 

○岡村委員長 ありがとうございました。今、説明していただきましたけども、場合によ

っては要綱も変えて開催についていろいろ工夫をするのかといった点、こういったことも

含めて検討をこれからしていくということで、今日の場合はそのことを確認して、それぞ

れ会派に帰っていただいて御意見を吸い上げていただくという形にしたいと思いますけど

も、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と声あり〕 

○岡村委員長 では、そのようによろしくお願いします。 

 では、次に、その他のところですけども、事務局から説明を求めます。 

 佐藤事務局。 

○佐藤議事調査担当係長 では、説明をさせていただきます。本日お配りしております一

番最後の資料になんですけれども、資料２というＡ４の横版の資料を御覧ください。市議

会だより及び議会報告会に関する意見の取りまとめということでタイトルをつけておりま

すが、これが前回の委員会から今の皆様の委員会に、ぜひ申し送りをしてもらいたいとい

うことでまとめられたものです。そこに書いてありますとおり、市議会だよりですとか議

会報告会、あと委員会の在り方、委員の選出の在り方だとか、そういったことを引き続き

検討していただけたらということで項目をいただいております。 

 議会だよりにつきましては、ちょっと前に変えて読みやすくして、質問された議員の皆

様に御自身で原稿を書いていただいて、あと表紙もすごくスタイリッシュにといいますか、

シンプルにして、手に取っていただきやすい表紙にするなどといった改革をずっと進めて

きておりますので、そういったレイアウトについてもまだまだ見直す余地があるんじゃな

いかということで御意見をいただいております。掲載内容についても、ここに書いてある

とおり議論を進めていくところがあるんじゃないかということで御意見をいただいており

ます。 

 あと、議会報告会につきましても、そこに書いてあるような内容で、先ほども言いまし

たように今後どうするのかというところがまだあれなんですけど、もし今後開催をしてい

くようなときにはここに書いてあるような内容も加味しながら、考えながら協議していけ

たらというところです。議会報告会のその他のところに、鳥取市の取り組みも参考しては

どうかということで、前の委員会のときには資料も配らせていただきました。今日はお配

りしておりませんし、高校に出かけていくということが今の状況ではちょっと厳しいかな

と思いますが、この資料の中身ですとか、そういったことをお知りになりたい方がいらっ

しゃいましたら、いつでも事務局のほうに言っていただきましたら、前回の委員会の資料

もございますのでお渡しします。 

 あと、委員の選出につきましても、今日ここでどうこうということはできませんが、そ

こに書いてあるとおりに選出の仕方を考えてはどうかという御意見がありましたので、そ

れを申し送りとして今日報告をさせていただきました。以上です。 

○岡村委員長 ありがとうございました。いろいろ前期の奥岩委員長の下での広報広聴委

員会からの申し送りも含めて、これからどういうふうにやっていくのか、市議会だより、

それから議会報告会それぞれの在り方について、前期の委員会の皆さんからの申し送りを
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参考にしながら深めていきたいというふうに思います。 

 その他、何か皆さんのほうからございませんでしょうか。 

 田村委員。 

○田村委員 最初に議論した市議会だよりの写真の応募作品ということで７点見させて

いただいたんですけれども、ちょっとお伺いしたいのが、この応募要項というのはどうな

っているのか、どういう人がどういうタイミングで募集をされているのかということをま

ずお伺いします。 

○岡村委員長 佐藤さん。 

○佐藤議事調査担当係長 ごめんなさい、今ちょっと手元にはないんですけれども、米子

にお住まいの方とかという条件が、議会だよりには載せさせていただいているんですけど、

ちょっと待ってくださいね。ちょっとお時間をください。 

（「委員長、暫時休憩でいいですよ。焦らせてもあれなんで。」と田村委員） 

 すみません。 

○岡村委員長 じゃ、暫時休憩いたします。 

午後１時１６分 休憩 

午後１時１７分 再開 

○岡村委員長 再開いたします。 

 どうぞ。 

○佐藤議事調査担当係長 すみません、お待たせいたしました。今、募集資格として米子

市内に住んでいる方、または通勤・通学している方。募集内容としては、写真とイラスト

に分けておりまして、写真の条件として、応募者が米子市内で撮影した写真で未発表のも

の、組み写真だとか合成写真とかは不可ということにしております。あと、個人が特定で

きる写真は本人の承諾を得たもの。デジタル写真の場合は６００万画素以上、これはちょ

っと印刷会社さんと相談させていただいて決めたんですけれども、６００万画素以上で、

プリント写真の場合は２Ｌサイズ以上でお願いをしております。イラストの場合は、はが

きサイズ以上のものでＡ３サイズ以下のもの。あまり大きすぎるのもだめということで、

Ａ３サイズ以下のものということで募集をかけております。 

 選定の方法とかも御説明させていただきます。選定の方法としては、期日までに応募が

あった作品から広報広聴委員会において選定しますということにしております。あと、応

募作品がない場合や採用作品がない場合は、本委員会で撮影した写真を使用、もしくは過

去に御応募いただいた作品の中から選定しますという条件にしております。 

 応募方法なんですけれども、住所、氏名、ふり仮名も、電話番号、作品タイトル、写真

の場合は撮影場所・撮影月日を明記の上、郵送、持参、電子メールで、下記お問い合わせ

先というのは議会事務局が問い合わせ先に書いてあるんですけれども、まで御応募くださ

い。注意書きとして、電子メールで応募される場合は、５メガバイト以下の容量で送信し

てください。これが、市役所のパソコンがセキュリティの関係上５メガ以上のものが受信

できませんので、５メガバイト以下の容量でお願いしますということにしております。 

 その他の注意事項として、応募作品に関する著作権・肖像権等の問題が発生した場合は、

その責任及び解決は応募者に帰属します。採用作品は、市議会だよりへの掲載を持って発
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表とします。括弧書きとして、トリミングを行う場合があります。応募作品は、無償で米

子市議会が使用することに承諾したものとします。括弧書きとして、希望される方には作

品を返却します。とりあえず、今現在ではそういった内容で募集をかけております。 

○岡村委員長 田村委員。 

○田村委員 よくわかりました。それで、先ほど門脇委員からも意見がありました季節感

であるとか、やはりそういったものは必要かなと思っているんですが、１番で雪のやつが

出てきているということで、送っていただいた方に極めて申しわけないお話なんですけど

も、やはりこういうこと、９月発行のやつは確実に選から漏れてしまう写真がここにある

ということになってしまいますと、市民の方にはちょっと失礼というか、申しわけないな

と思っているわけなんです。いわゆる、この次の号の写真を求めますというようなものが

ちゃんと記載をされているのかどうか、この確認を再度させてください。 

○岡村委員長 佐藤さん。 

○佐藤議事調査担当係長 一応、締め切りは書いてあるんですけども、例えばこれでした

ら１２月１日に発行したものなんですけれども、その裏表紙に募集を載せておりまして、

そこの締め切りのところに令和２年３月１日発行号、これの締め切りが１２月１６日月曜

日ということで、何月何日発行号ということは一応書いてはいるんですが、先ほど言われ

たみたいにその季節にあった写真をというような内容の文言は書いてはございません。 

○岡村委員長 田村委員。 

○田村委員 そこの部分に関しては、やはり市民にきっちりとお伝えをすべきだというふ

うにまず意見を申し上げたいと思います。あと、撮影の年月の中に、今回選んだのがくし

くもそうだったんですが、平成２８年って結構古いっていえば古い。米子漁港も写ってい

るよみたいなそういう写真を選んでいるわけなんですけども、そういった過去の撮影のも

のについて、例えば旬なといいましょうか、今の米子市の状況をぜひ切り取ってほしいと

思うんですが、その辺りについての事務局としての見解を伺います。 

○岡村委員長 佐藤さん。 

○佐藤議事調査担当係長 特にこの募集の内容を、前々期の委員会になるのかな、協議を

していただいたときには、何年以内だとかそういったところまでは決めていなかったので、

今後どうされるかということは御協議いただけたらと思います。 

○岡村委員長 田村委員。 

○田村委員 最後にします。市民の方には、せっかく御応募いただいているということで、

最初から選に漏れてしまうようなものを出していただくということがないような注意書き

といいましょうか、それぞれの次の季節にあったものということについては再度しっかり

とお伝えいただくようにしていただきたいということと、これは要望なんですけども、選

から漏れても、例えば佳作といいましょうか、そういったものもどっかの右端に出してあ

げるというようなことも考えていいんじゃないかなと、これは委員の中の話になると思い

ますが、そのように考えました。以上です。 

○岡村委員長 そういう田村委員からの提案もございましたので、また今後の委員会での

議論に委ねたいと思います。 

 そのほか、皆さんのほうからありませんでしょうか。 
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 土光委員。 

○土光委員 今の写真の選び方に関連してですけど、今の例で来年の３月の発行の表紙の

写真は、締め切りが１２月１６日までということですよね。こうすると、つまり冬の最中

に出すやつの写真の締め切りが１２月まで。だから、季節感に合うのはなかなか難しいと

思うんですよ。ずれてるから、締め切りと実際の発行日とが。今の選び方に関してお聞き

したいんですけど、例えば来年の３月のやつは１２月の１６日まで、いつからかある期間

の応募を今回みたいに選ぶわけですよね。応募がないとかいうのは過去のも選ぶ対象にす

るという選び方を今しているということなんですよね。まず、ちょっと確認。 

○岡村委員長 佐藤さん。 

○佐藤議事調査担当係長 ごめんなさい、過去に……。 

（「うん。」と土光委員） 

 提出されたもの。例えば、さっき申し上げました３月１日発行号のものは１２月１６日

に締め切らせていただいて、広報広聴委員会を開催するのが、定例会中に皆さんが来られ

る関係で開催をしたりするもので、それかもしくは次の月の閉会中の委員会が３日間取っ

てあるんですけども、それのどこかで開催をすることになります。そのあとすぐに印刷会

社さんに、例えば３月１日発行のものでしたら２月の頭にはお渡ししないといけないので、

下手したら１月末にはくださいっていうことになるので、それまでには表紙が決まってな

いといけない。そういった締め切りの関係もあるし、皆様の集まりやすい日というような

イメージもあって１２月の半ばごろまでには締め切って、それから取りまとめて資料作成

し、委員会を開き選定して印刷会社さんに渡すというような流れの中で、今、この期間で

やっているところですが。そういうことで、いいですか。 

○岡村委員長 土光委員。 

○土光委員 私が言いたいのは、締め切りと実際に載るのがかなり差があるので、なかな

か季節感にあったような写真というのは難しいんではないかと思うんですよ。だから、選

ぶときに選ぶ対象のある応募期間の最新のやつだけが対象になるんではなくて、過去に例

えば１年間の応募の中から選ぶみたいに、そういうふうにしても、もちろん時期的に昔の

だったらちょっとそぐわないとかあるかもしれないけど、それは選ぶときに考慮して、最

新の部分だけじゃなくて過去１年間の応募の中から、だから選に漏れたやつも含むかもし

れないけど、そういった１年間を通して選ぶ対象にすれば季節感にぴったりのものを選ぶ

ことが可能になるのではないかと思ったんですけど、そういう選び方はしてはいかがでし

ょうかということです。 

○岡村委員長 今、土光委員のほうから今回新たに応募された作品からだけじゃなくて過

去の応募も含めて選考したらどうかという御提案がありました。これについては、また皆

さんのいろいろな御意見を今後の委員会の議論の中で受けたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

 そのほか、ございませんでしょうか。 

〔「なし」との声あり〕 

○岡村委員長 ないようですので、以上で広報広聴委員会を閉会いたします。 

午後１時２６分 閉会 



－8－ 

 

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。  
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