
 米子市市章等選考会（第 4 回）議事の概要 

（会長による議事進行上の発言者の指名等は省略しています。また、発言内容は

要約して掲載しています。） 

 

花の表記について  

田村会長 花の表記については、いったん決まったが、表記のしかたについ

てカタカナで表記するのかひらがなで表記するのかということについて確認し

たい。 

事務局（総務課土井主任）先月の選考会において、花についてはつつじと決めて

いただいたが、（前回の選考会では）表記についてはご決定いただいいなかった。

あとで、各委員にご意見を伺った結果カタカナ表記４名、ひらがな表記３名と

意見が分かれた。会長と相談の結果、今日の選考会において話し合いをすると

いうことで、「花」及び「鳥」については告示をしていない。「コハクチョウ」

については、カタカナ表記で了承していただいているが、「花」についてはカタ

カナ表記がよいといわれた方は植物学上、また、「鳥」の「コハクチョウ」のカ

タカナ表記と統一したほうがよいという意見であり、ひらがな表記がよいとい

われた方は見た感じがソフトなイメージであるという意見だった。 

事務局（山西総務課長）補足で、つつじについてはひらがな、カタカナどちらも

誤りではない表記だ。 

前田委員 いままで、米子市はどういった表記をしていたのか。 

事務局（総務課岩﨑庶務係長）旧米子市はひらがなで、旧淀江町はカタカナだっ

た。 

事務局(山西総務課長）資料のほうでは、淀江町についてもひらがなで記載して

いるがカタカナの表記が正しいのでお詫びする。旧米子市の場合はひらがな。 

事務局（総務課岩﨑庶務係長）これ(旧米子市、旧淀江町の花)を決定した際にそ

こまで議論して決めたものか、告示の際の表現がそうなったのか定かではない。 

井上委員 ソフトな感じがするので、ひらがながよいと申し上げた。 

前田委員 コハクチョウについては(旧米子市では)どうか。 

事務局（総務課岩﨑庶務係長） 制定のときからカタカナである。制定の際の表現

についてご意見を伺ったときに、カタカナ以外に表現していなかったこともある

と思う。 

田村会長 他の自治体の状況は。 



事務局（総務課岩﨑庶務係長） 様々である。告示の表現の表記の仕方、実際に○

○市の花、つつじ等イベントの際に表現する場合はひらがなであったりカタカナ

であったり、いろいろな使い方をしているのが実情である。特に、こだわってい

るようではない。告示の際に残るので、正式に決めていただいたほうがよい。 

田村会長 どちらが正しいということは無いので多数決という方法もある。

この際、漢字にするということもある。議論しても尽きないので、多数決で決め

たい。事務局が説明したように、市が公式的に告示するのはカタカナとしても、

イベントなどにおいて柔らかなイメージを出したいという場合は、ひらがなで表

現されても特段問題は起こりえないということなので、そういうことを許容して

いるということを踏まえたうえで、市の正式文書としてはカタカナの「ツツジ」

とする。「コハクチョウ」と統一するということでいかがか。旧淀江町はカタカ

ナ表記だったということで、「鳥」は、旧淀江町には決められておらず、旧米子

市の「コハクチョウ」でカタカナ表記を使うということでいかがか。意見が無け

れば、今提案した内容でいかがか。 

(委員全員承認) 

田村会長 よろしいか。では、新米子市ではカタカナで表記することで決定

する。 

 

木、歌などについて  

田村会長 前回も話があったが、淀江町はなぜ、「モクセイ」なのか。 

事務局（山西総務課長）かつて、制定された際に町民アンケートを取ったという

こと。前町長（現田口特別参与）に経過を聞いたり、調べていただいたが淀江の

どこにあってというような明確なものが無い。淀江の思いについても伺ったがコ

メントはなしということだった。淀江支所の中にもヒイラギモクセイではないか

と思うが生垣にある。家庭には当時１本ずつ配られたものが残っていると思う。

手元の資料の小中学校でモクセイ２４２本となっているが、彦名小学校に１５０

本植わっており、分類的に言えば、生垣のヒイラギモクセイではないのかと思わ

れる。 

斎木委員 施設によって木が異なるので、これということは難しい。 

前田委員 旧米子市に「木」が無かったのは意味があるのか。 

事務局（総務課岩﨑庶務係長） 県の木は「大山キャラボク」で鳥取県を代表する、

自然に残るという特徴的な木であるが、そのようなものが、米子市には象徴的な



ものが無かったということもあると思う。 

井上委員 これが「米子を代表する木」というイメージが無い。米子自体が

砂地なので大きな木が見当たらない。県の樹木百選に入るような木も、湊山公園

のマツが入っていたような気がするが、ほかに聞いたことが無い。いざ決めよう

とすると迷う。 

足立委員 住まいが浜なのでマツがいいような気がする。どこにでもある木

だが、しいて言えば、私はマツがよいと思う。 

間島委員 これから米子市の木として決めていくのであれば、全く新たな木

を決め、これからこういう期待をもって、こういう風に成長していくという意味

を込めてこういう木を制定する、というのもよいのでは。ここ(資料)にはない木

を制定してもよいし、時間をかけて皆さんに問いかけてもよいのでは。決められ

ないということであればなくてもよいと思う。 

柳谷委員 合併したことによりいろいろなことを決めているわけだが、淀江

と融合していくことが大切だと思う。もう少し時間がかかって融合が進んだ段階

で決めてもかまわないものであれば、そのときの方が適当な時期であると思う。

今が決めるのにいい時期なのか、融合が進んで、新しい米子市が軌道に乗ってか

らでもいいのかなという思いである。この木ということは現在決めかねている。 

高桑委員 今すぐに決める必要があれば決めなくてはいけないが、そうでな

ければ、何年か先の節目の年に新たに決めてもよいのではと思っている。この木

というのは無い。 

田村会長 旧米子市では、（「木」の）制定が無かったことと、旧淀江町にお

いて「モクセイ」については、こだわりがあるというわけではないということ。

新たな米子市での慣行のひとつであるので、今後どのようにこの地域で育ててい

くのか。今すぐに決定しなければいけないものでもない。全体の状況から考える

と時間をかけたほうがよい。この選考会では決められないように感じるので、し

ばらく「木」については制定しないということも考えられる。 

前田委員 アンケートの結果でダントツに「モクセイ」が多い。モクセイが

４２６件、次のマツが５５件。８倍近い。モクセイが米子市にあったのか、愛着

があるのかと思う。 

田村会長 旧淀江町の方々のご意見が大体なのか、旧米子市の方のご意見も

あるのか。 

事務局(総務課岩﨑係長）  想像するしかないが、４２６人以上が旧淀江町の



方ということは考えられない、米子市の方も含めて「モクセイ」をあげてもらっ

た。それは、淀江で制定されて育ってきたものなので、新市に生かしてもよいの

ではという意見もあるのでは。 

田村会長  「街路樹等の種類一覧表」資料は、はじめてつくられたものなの

で、この資料も提示して、旧米子市、旧淀江町を明らかにして、もう一度、精査

しないと結論が出ない。今後、新市として「モクセイ」を育てていく木として考

えていくことについても聞いてみるということにしたほうがよいのでは。 

柳谷委員 今後、米子市の発展のために、一役をかってくれるようなもので

あったほうがよいのではと思う。例えば、観光とタイアップして、全国の市町

村には無いようなものを制定して、普及することで、観光の目玉にするなど発

展性のある選定ができたら地域に貢献できることではないのかという思いがあ

る。現状は何が多いからその木にするというのではなく、先を見込んだことで

決めたらよいのではと思う。 

井上委員 これまでの歴史、伝統も大事にしていきたいと思う。米子の地で

美しい米子の木に育っていくのは何かと考えたら、マツというものが浮かんだ。

近辺を見てもモクセイは見当たらない。 

斎木議員 管理上のこともあり、マツについては、大きくなったら剪定の費

用もかかる。 

田村委員 委員のなかでも意見が分かれるので、委員の様々な意見を参考に

しながらアンケートを取るということも必要ではないのか。費用、時間はかかる

が、決めるのであれば、もう一度アンケートをする必要があるのでは。 

前田委員 おそらく今まで（旧米子市に）無かったということは、いろんな

意見があって決められなかったと思う。決めるならば、米子市でどういう木を育

てたいかということも含めてするのもいいと思う。 

田村会長 資料を示して、現状を踏まえて、新市においてどういう木を育て

たいかということを住民の意向を確認する作業が必要ではないかと思う。その結

果、どこで、いつまでに決めるのかということになる。われわれの任期はいつま

でか。 

事務局(山西総務課長）市章等選考会設置要綱で委員の任期について「委員に委

嘱された日から市章等の選考会を終える日まで」となっているので、期限は無い

が、一応の区切りをお願いしたい。５年後、１０年後の市制の記念的なときに残

していただく場合もある。これまでの経過が、一度に決まったものではなく、記



念のときなどに花、鳥など決まってきている。今後、市町村合併が起こるかもし

れないので、課題として残していただくことも選択肢のひとつであると思う。ア

ンケート調査については、様々な手法や対象があると思うが、準備など費用、時

間がかかる。 

田村会長 我々(の役目)は、物を決める、あるいはやり方を決めれば終わり

ということになる。木を制定しないということであれば、申し送り、やり方につ

いては残っている。 

井上委員 今の段階では決まらないと思うので、やり方について方法を残し

ておいたらと思う。米子市の木としてこれから育てていくということで。 

前田委員 アンケートでは、なぜ、モクセイが多かったのだろうか。米子市

に特に多いというわけではないのに。 

事務局(山西総務課長）  アンケートの手法によるものと思う。旧米子市、旧淀江

町で制定されていたものを提示しており、旧米子市には「木」の制定は無かった。

旧淀江町では「モクセイ」となっており、あったほうがよいと答え方には、木の

名称を記入する空欄を設けている。その際、「モクセイ」を記入する方が多かっ

たと思われる。 

田村会長 将来、例えば合併の５周年記念の時に決めるなど、区切りの時に

向けて制定することとし、それに向けての資料を作成する（住民の意見をさらに

聞く）期間を十分に取って、今回は決めないということはどうか。 (モクセイに

ついて)淀江町でこだわりがあって、どうしてもということであれば話は違うが、

田口特別参与の話だとこだわりはなさそうだし、淀江町でも目立つようでもない

という話なので、(木について)この会では決められないのではと思う。今回は新

米子市では木については制定を見送るが、ある期日に向けて住民の意見の集約、

直接アンケートをするということでなくても、自治連合会、商工会、青年会議所、

様々な団体があるので、そういった方々の意向を聞くなど、また、子供たちがど

のようなイメージを持つのかなどそういうような資料を集めておいて、ある時期

に記念のときに決めるということでいかがか。 

（委員全委員承認） 

田村会長 「歌」については、必要であれば作るということであるが、今回

すぐにというわけにはならないと思う。今までは、制定されるまでに時間がかか

っているが、あったほうがよいということで記念の時に制定しようということに

なったのだと思う。(旧市町に)すでにあったものを新しく制定しようというので



あるから、短い期日で、区切りのいいところで、歌詞を募集し、選定後、曲をつ

けてもらうという手順を踏まえてしていただいたらよいということでいかがか。 

柳谷委員 前回から非常に悩んでいるところであり、商工会議所の代表とし

てこの場に出ているので、商工会議所の皆さんに曲を聴いてもらい、意見を伺っ

た。 

 新米子市の歌について（意見）  

 ・米子市の歌 格調が高くよい感じ 

 ・淀江町の歌 元気がよくてよい感じ 

 ・両方の歌について出た共通意見 

  歌詞の地域が限定されている 

 ・最終的結果 

   どちらもよい歌ではあるが、地域の景色や行事を歌詞にどう取り込む

 か市民の気持ちをどう表現するかなど、曲、詩の両方、もう少し検討し

 て時間をかけたほうがよい。 

斎木委員 南部町の総務課に聞いた。西伯町の歌、会見町の歌を５年後くら

いまでは残し、南部町には現在、歌が２つあるが、将来の合併をみて、そのとき

にということを話していた。 

井上委員 （旧米子市の）歌を聞く人は限られており、知っている人は少な

い。「新年のつどい」などイベントのときに歌うということであるが、歌いづら

いという意見もあった。この２つの歌をどうしたらよいのか女性団体の中からも

困惑するという意見があった。少し時間をかけて検討したらいかがか。 

前田委員 米子市の歌は必要だと思う。団体として意思をまとめるというこ

とに大事だと思う。今の歌に淀江町と米子市の行事や景色の歌詞を挿入するとい

うことはいけない。米子市の高揚するような活気あふれるそういった物を含めて、

新しい歌を作るべきだと思う。かといって、何年か後に合併をして、また、新し

くということも考えられるので、見通しをしなければならない。今すぐ作るか、

ある程度見通していつごろまでに作るか、ほかと合併しても通用するような歌詞

にするのか。検討して作っていくべきだ。 

井上委員 検討の段階で、（旧）米子市の歌は使わないということか。５年

くらい検討するということであればその間は（どうするのか）。例えば「新年の

つどい」などは。 

事務局(山西総務課長）新市となったので旧米子市の歌はご披露する考えはない。 



事務局(総務課土井主任）（「歌」が）この場で決まらなくて、何年か後に作るこ

とになり、その間は旧米子市のものを使うということになれば、それはそれで使

わせていただくことになる。今の段階では、決まっていないため使うことはでき

ない。 

井上委員 その辺を明確にしておかないと。 

田村会長 先ほどの斎木委員の話では、南部町は２つを使っておられるとい

うことだが、「新年のつどい」のようなときに２つとも歌われるのか。 

斎木委員 聞いてはいないがおそらく。 

事務局(総務課岩﨑係長）  例えば、松江市の場合は、市章もとりあえず旧松

江市の市章を使い、今後どうしていくかを検討していかれる。歌も同様である。

米子市という名前は変わっていないので、とりあえず旧米子市のままにしておい

て５年後１０年後の節目のときに向けて、また合併の動向もあるということであ

れば、見極めながら今後検討していくという結論を出していただくこともひとつ

のやり方である。今回制定しないということであれば、米子市の歌は無いという

形になる。 

高桑委員 新しい歌を作るということになれば、時間がかかると思う。松江

市の場合を伺うと米子市の場合も名前は変わらないため、限られた方しか歌に接

する機会がないと思うので、特に支障が無ければ、松江市と同様、様子を見ても

よいと思う。 

井上委員 この合併が対等合併を前面に出しているので、旧淀江町の方の感

情的にどうかということもある。そこのあたりの確認もしておかないと。 

田村会長 田口特別参与は、歌についてはどのようなご意見だったか。 

事務局(山西総務課長）  その点は確認していないが旧淀江町の歌は、米子市全体

の歌としては使えないと思う。歌詞自体が石馬等淀江町の時の歌なので。米子市

の歌の経過措置として、５年後くらいに歌詞、曲募集など歌だけの選考会を立ち

上げて取り組むということになると思う。 

足立委員 歌う場面は少ないと思うので、暫定的に旧米子市の歌を使うとい

うことで、旧淀江町の方々に同意を得てということではどうか。 

間島委員 米子市の歌は新たに作ったほうがよい。タイミングも考えた上で、

木と同じように皆さんの意見を集約したものであるべきと考える。その間の、暫

定的なものということであれば足立委員のようにひとこと前置きがあった上で、

旧米子市の歌を使うということがよいのでは。新しい歌を決めるにあたっては、



木と同じように市民みんなで作った歌というように活性化というところに目標

を置いて、皆を巻き込んで盛り上がっていくような作り方がよい。 

柳谷委員 頻度も高くないということ、対等の合併であるということも考え

ると、新しい歌ができるまでは米子市の歌はないほうがよいと思う。 

田村会長 ある期日を目指して新しい歌を作るということに異論はないと

思うが、その間、暫定的に旧米子市の歌を使うということについてはいかがか。

仮に使うということになれば条件があったが、淀江町の方々がそれでもかまわな

いという確認が取れれば、作るまでの間、使っていこうということ。その前提の

確認はどのような方法でするのか。さしあたり議会や地域審議会などで聞くこと

は可能か。議員懇談会の場で聞くなどはできるのか。 

事務局(山西総務課長）  各会派に伺うということになるがむつかしい。それがす

べて、淀江町の声かというとなかなか。 

田村会長 いずれにせよ、誰も反対が無いということはないと思う。大勢が

わかり、それで決めるということではなく、状況を踏まえて使ってもよいのでは

ないかという会議での検討はできると思うが。暫定施行を行うには確認が必要と

いうこと。地域審議会ではどうか。 

事務局(山西総務課長）地域審議会のほうが、筋が通っていると思う。 

田村会長 次回はいつ開催か。 

事務局 確認する。 

田村会長 地域審議会に投げて意見がある程度まとまり、かつ、その意見が

使ってもいいよということであれば暫定的に使用する方向で取り計らうという

ことでいかがか。もめるようであれば、しばらく（歌の）ないままにし、新しい

歌を作る時期を早めるということで、この会の結論とすることもできる。 

井上委員 地域審議会で使ってもいいよという結論となった場合、再度、確

認のため集まる必要があるのか。事務局サイドに知らせていただくということは

どうか。 

事務局(総務課土井主任）地域審議会は年３回の予定がすでに２回終わっており、

次回は３月末の予定である。もしかしたらもう一回あるかもしれないが、２月だ

ろうということであった。 

田村会長 地域審議会で代表されている旧淀江町の住民の方々の意見を聞

いてみるということでいかがか。 

井上委員 そういう手順を踏んでおかないと、対等合併という意味から感情



的なものが起きてくるような気がする。 

田村会長 確認すると、将来ある時点で、新しい歌を作るということでよろ

しいか。それまでの間、旧米子市の歌を暫定的に使ってもよいかどうか。よいと

いわれれば使うし、駄目だという結論であれば使えない。そうなった場合、新し

い米子市の歌ができるまでは、歌は無いということである。これでよろしいか。 

前田委員 新しい歌をどのように作るかということだが、そういった見通し

もこの会でしておくべきでは。 

田村会長 提案とするなら、手続きとして、歌詞を募集し、歌詞を決め、曲

をつけるという２段階に分けて行う。そういう選定の会には、専門の委員を含め

て決めていくという形にするというのではいかがか。時期については、木と同様、

記念の時期に決めるということで、できるだけ早い時期に、暫定で使っている期

間を少なくするということで。木は歌ほど早い時期でなくてもよい。 

事務局(総務課岩﨑係長）仮に５周年といった時期に、合併の話が出てきた場合、

非常に難しい問題と思う。さらに新しい歌ということになると思う。節目を目途

とするのは当然だと思うが、事務局としては時期を確定的にしてしまうというこ

とは難しいと思う。将来的な話なので難しい場面が出てくると思う。 

田村会長 合併の話が出てきた場合は、停止ということになると思う。合併

を機に作りましょうということでよいと思う。 

事務局(総務課岩﨑総務係長)そういった条件で、動向を見極めてということでよ

ろしいか。 

田村会長 それでよろしいと思う。状況が変わらなければ、期日のところで

決めようということで。 

(委員全員承認) 

事務局(山西総務課長）花及び鳥の表記はカタカナで告示をさせていただく。暫

定的な歌の使用について、淀江の意見を聞くという作業を経て決め、会長に確認

し、各委員に周知するという手法でよろしいか。 

(委員全員承認) 

事務局(山西総務課長）市章等ということなので、ほかにご意見があれば次回（節

目の年などに開催する場合の）引継ぎということもあるが。 

田村会長 その他の部分については、いろいろ考えられるが、今回ご意見が

無ければこれでよろしいということで。選考会は、これで終わりということにす

る。 




