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第１回 伊賀市行政情報番組検討委員会 議事概要 

 

日 時：平成２８年８月２２日（火） 

    午前 10時 30分～11時 50分 

場 所：上野ふれあいプラザ２階第４会議室 

 

 

出席者 

委   員：山菅委員長・竹森副委員長（欠席）・梅嶋委員・廣島委員（欠席）・川口

委員・上田（三）委員・小坂委員・上田（晴）委員 

 

事 務 局：企画振興部部長 藤岡 淳次 

      企画振興部次長 前川 浩也 

広聴情報課課長 川部 千佳 

広聴情報課主幹兼広報広聴係長 馬場 俊行 

広聴情報課主任 出山 幹・赤木 修 

 

《事項・資 料》 

 １．あいさつ 

 ２．報告    

１）ウィークリー伊賀市 

 ・現在までの番組について・・・・・・・・・・・・・ 資料１ 

・高校生スタッフについて・・・・・・・・・・・・・ 資料２ 

 ・屋外収録について・・・・・・・・・・・・・・・   資料３ 

  ２）文字放送 

・現在までの番組について・・・・・・・・・・・・・・ 資料４ 

  ３）アンケート調査結果（中間報告）・・・・・・・・・・  資料５ 

  ３．協議 

  伊賀市行政情報チャンネル運用基準について・・・・・・・ 資料６ 

 

１．あいさつ 

藤岡企画振興部部長 
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２．報告 

１）ウィークリー伊賀市 

 ■現在までの番組 

【事務局】資料１を説明 

  ・今年度から「おしらせ」は原則文字放送へ移行（ウィークリーは職員が出演） 

   ⇒「できごと」枠を２～３本確保  

    伊賀・甲賀・亀山３市連携の「いこか」のおしらせを放送 

・５/30～６/５：花しょうぶまつり（亀山市）  

・６/27～７/３：関宿祇園まつり（亀山市） 

・７/４～７/10：しがらき火まつり（甲賀市） 

伊賀市からは伊賀線まつりのおしらせを亀山市・甲賀市で放送 

  ■高校生スタッフについて 

【事務局】資料２を説明 

出演いただく高校生の同世代やその親世代の視聴者の拡大を図るとともに、高校 

生にも市政に興味を持ってもらい、市政について考えてもらうきっかけとしていた

だくことを目的に広報いが市６月 15日号で募集。 

  ・７月１５日（金）：スタジオ見学 

  ・７月２１日（木）：こども広場収録（しのちゃん） 

  ・８月２日（火）：特集収録（俳句俳諧をユネスコ無形文化遺産へ） 

  ・８月５日（金）：スタジオ収録（８月８日～１４日放送） 

          市長へのインタビュー(新聞３紙にも取り上げられた) 

  ・８月１９日（金）：スタジオ収録（８月２２日～２８日放送） 

  ■屋外収録について 

  【事務局】資料３を説明  

スタジオ以外で収録することにより、通常とは違う雰囲気の番組となり、番組の 

  マンネリ化を防ぐ。 

季節ごとに１回（年４回）とし、今年度は試験的に行うものとする。 

 ⇒屋外の収録は通常のスタジオ収録と違い時間を要し、撮りなおしは原則できな 

い。このため頻繁に行うことは困難であり、季節ごとに１回とする。 

   収録は市民スタッフが２人１組でそれぞれの季節の雰囲気を象徴するような場 

  所で行う。 

 

２）文字放送 

 ■現在までの番組 

 【事務局】資料４を説明  

  おしらせは原則文字放送で行っているが昨年度と比較しても件数に変更はない。 
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３）アンケート調査結果（中間報告） 

 【事務局】資料５－１～３を説明 

 ３月 15日を期限として実施 

・現在数字を取りまとめた段階で今後精査し報告する。 

 

【委員長】 

 それでは、事務局からの報告に対し、委員の皆様からご意見、ご質問などがありまし

たらお願いします。 

 

【委 員】 

 高校生スタッフは夏休み期間だけですか。 

 

【事務局】 

 高校生ということもありますので、夏休み期間のみということで募集しました。 

 

【委 員】 

 屋外収録について場所や企画内容は決まっていますか。 

 

【事務局】 

 番組の進行とできごとの収録は別々に行いますので、市内全域のいずれかの場所で行

う予定ですが、具体的な場所はまだ決まっていませんので、その都度季節に合わせた場

所を決めていくことになります。 

 

【委 員】 

 アンケートは中間集計ということですが、これらの分析、内容の検討は後日最終報告

をいただくということですか。 

 

【事務局】 

 現在は自由記入欄で記入されている内容などはそのまま取り出してきているもので、

７チャンネルの内容と混同していたりする部分もあるなど精査しておりませんので、今

後の番組作りに生かしていけるものを抜き出して整理し分析した上で、次回の委員会で

図らせていただきます。 

 

【委 員】 

 それではアンケートについての意見交換は次回ということですね。 
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【事務局】 

 よろしくお願いします。 

 

【委 員】 

 アンケートを実施したあとの報告は前回どのようにしていたのですか。 

 ぱっと見ると高齢者の人の意見が多い。これをどのように市民に返していくのか。 

 ウィークリーの中で行うのか、広報紙で行うのかいかがですか。 

 

【事務局】 

 前回は市民への報告は特にしておらず、番組検討委員会で報告をさせていただきまし

た。今回もこれを受けて精査した後、どういった方向で番組作りを進めていくのかをま

とめた上で、番組検討委員会にご意見をいただきたいと思います。 

 

【委員長】 

 そのほか何かありますか。 

 アンケートは分析できてからということで、次回委員の皆さんにご意見をいただきた

いと思います。  

 それでは他にないようですので、次に事項書の３協議ということで、「伊賀市行政情

報チャンネル運用基準について」、事務局からの説明をお願いします。 

 

【事務局】資料６を説明  

行政情報番組の放送内容は運用基準に従い取材などを行っている。 

運用基準２では放送内容は、「行政主催の各種講演会、各種行政情報その他公共に関

する情報等とする」としている。この内容は広報いが市編集方針に従い伊賀市が主催、

共催、後援しているものとして、伊賀市がイベントに関わっているものをその他公共に

関する情報等として取材の対象としている。 

■課題  

最近元々の市が主体として行っていたイベントが住民自治協議会へ実施主体が移行

しているものが増えているため、今までは取材に行っていたが現在市が関わっていない

ものについては取材に行くことができない。 

例：大山田の花火大会：伊賀市の後援なし＝取材に行くことができなかった。 

⇒取材に行くことができないイベントが増えてくることが予想されるため、運用基準２

にある「その他公共に関する情報等」の定義を広げていきたい 

■提案（市が関わっていなくてもその他公共に関する情報等とするもの） 

・昔は市が運営していたもの 

・旧の市町村単位で複数の住民自治協議会が開催しているもの 

ただし、各住民自治協議会単位のものを良しとした場合、公平性が図れないと考え
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られるのでもう少し広い範囲のものを対象としたほうが良いと考えている。 

 

【委員長】 

それでは、事務局からの説明に対してのご質問、ご意見をお出しいただきたいと思い

ます。いかがでしょうか？ 

 

【委 員】 

 今、大山田の花火大会を例にあげていただいていましたが、他にどういったイベント

で弊害が出ているなど例はありますか。 

 

【事務局】 

 大きなものとしては大山田の花火大会だけですが、今後市から住民自治協議会へ移行

していくイベントが増えてくると予想されますので提案させていただきました。 

 もし後援がとられていれば関わりがあるということで取材に行けたのですが、今回は

後援もしていなかったですし、原稿の確認を市として責任をもってしていただくところ

がなかったため、取材に行くことができませんでした。 

 

【委 員】 

 取材は運用基準に従って市としてどういったところに行くかを決めているというこ

とですね。 

 

【事務局】 

行政番組ということで、今のルールでいくと最低でも後援がないと取材に行けないと

いうことになります。 

 ただ、行政の役割としては住民自治協議会の自立を応援するという役割もありますの

で住民自治協議会の主催であっても取材に行く余地を残しておくということで放送内

容の枠を広げるような検討ができないものかと思っています。 

 

【委 員】 

 市の方針はどんどん自治協に任せていくという方向だと思いますので検討は必要で

すね。 

 

【委 員】 

 今のところは後援があるイベントは公共のものとして扱うということですね。 

 

【委 員】 

 取材される側からは来てほしいという依頼はあったのですか。 
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【事務局】 

 特に依頼はありませんでしたが、島ヶ原や青山の花火大会は後援していたため放送で

きましたが、大山田だけできませんでしたので、大山田だけなぜ来てくれなかったのだ

ろうということになっていたのかもしれません。 

 

【委 員】 

 取材に来てほしくても、そういった基準があることを実施主体が知らないということ

でしょうね。 

 

【委 員】 

 同じようなイベントで差が出ると変ですね。 

 

【委 員】 

 後援をしているのかしていないのかという形の話になっている。これは市として行政

情報番組を管理する側からの目線であって市民からすると基準も知らないし把握でき

ていないことだと思います。 

 市から住民自治協議会へさまざまなイベントが移行している中で、その部分を行政の

範囲として見るのか、どこまで見るのかが後援しているかどうかに当たると思いますが、

もう少し市民にも分かりやすいように管理していく必要があるように思います。 

 また、広げることには賛成ですが、広げすぎると困難が生じてきますので、市と住民

自治協議会の関係性をどうしていくのか検討し整理していけば良いと思います。 

  

【委 員】 

テレビを見ている側は放送されているイベントが後援しているかどうかはわかりま

せん。 

 こうした手続きの問題だけで大山田だけなぜ放送されないのかというようなことに

なっているところは検討が必要だと思います。 

 

【委 員】 

 どんなイベントでも後援をとれば取材に行けるのかということになってしまうと思

います。 

 取材に行く、行かないかは市で決定しているんですよね。 

 

【事務局】 

 はい。後援しているイベントで取材の依頼があったとしても番組編成の都合上行けな

いこともあります。 
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【委 員】 

 一番は後援をとってもらうことですね。 

 

【委 員】 

 枠を広げるのは良いと思いますが広げすぎるとこっちには行くがこっちには行かな

いというように行政として公平性が保てなくなると思うので、基準は今の枠のままにし

て、公共のものとして取材に行くためには後援等が必要だという情報を提供していく方

が管理しやすいと思います。 

 実施主体から別に放送してほしくないということであればそれは仕方ないと思いま

す。 

 

【委 員】 

 伊賀市が自治センター化をめざしている中で、各自治協単位で温度差がある。 

 そのような中で統一した扱いが受けられるように環境づくりが必要に思う。 

 「いこか」のおしらせを始めたが、伊賀市の自治協議会の内容が漏れているのによそ

のおしらせをしていくのもどうかと思います。 

 伊賀市行政と自治協の関わりを行政情報番組を通して深めていけるきっかけとして

ほしい。 

 支所長の会議などでも行政情報番組のあり方を検討して伊賀市が一本になるために

はどうすればよいかという議論をしていただきたいと思います。 

 

【事務局】 

 これからの市政は総合計画でもありますように市民と協働して進めていくという形

になっています。 

 地域として公共に関する情報をどのようにしていくかを話していく必要があるよう

に思います。 

 

【委 員】 

 今回はこの基準をどのように変更するのかということですか。 

 

【事務局】 

 考えているのは、文章を変更するのではなく、その解釈で、その他公共に関する情報

等をどのように扱うかということです。 

 今回皆さんにご意見をいただいたあとこちらで検討し、皆さんにお示しさせていただ

きたいと考えています。 
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【委 員】 

「いこか」もその他公共に該当するということですか。 

 実施主体は伊賀市ではないですよね。 

 

【事務局】 

 市の施策として３市の情報交流をしていこうという流れがありますので、放送してい

ます。 

 

【委 員】 

 ３８の自治協議会の連絡会がないので統一した窓口がない状態だと思います。 

 自治協議会を育成している支所が中心となって地域性を発揮する必要があると思い

ます。 

 

【事務局】 

 地域では住民自治協議会の担当者の会議はあります。これは各支所の振興課長と担当

者が出席しているもので随時会議を設けています。 

 こういったところで検討することは可能であると思います。 

 

【委 員】 

 そういった場で今回の意見を伝えていただきたいと思います。 

 

【委 員】 

 公共ということで線引きをする必要があると思います。 

 イベントを主催する側が主となって発信するのか、行政が主となって発信するのかス

タンスはどうなっていますか。 

 

【事務局】 

 取材に来てほしいというところもありますが、基本的には市側でどこに取材に行くの

かを決定しています。 

 

【委 員】 

 もし来てほしいという依頼があって、後援等をしていなければ市の基準がありますと

説明しているということですね。 

 

【事務局】 

 そうですね。 
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【委 員】 

 では、取材に来てほしいと手をあげた方は来てもらおうとすれば必ず後援等の手続き

が必要ということですね。 

 

【事務局】 

 そうですね。行政情報番組ですので現在のルールでは後援という市の関わりが必要で

す。 

 

【委 員】 

 となると、イベントを行う側から後援を依頼するというアプローチが必要ということ

になりますね。イベントの主催者はそういったことはわからないので、やはり支所の関

わりが必要ですね。 

 

【事務局】 

 実行委員会の中に支所が入っていなくても、祭などは地域振興補助金も出ていますし、

関わり方のレベルの問題だと思います。 

そこの役割は支所の役割になってくるんだろうと思います。 

 

【委 員】 

 自治協議会の活動は市が交付する包括交付金にあるのですから、関わらないというの

はどうかと思います。 

 

【委 員】 

 基準を設ける以前に関わり方を考える必要があると思う。 

 後援にしろ、基準があることを知らないところがほとんどだと思いますので、こうい

った情報を支所が関わって情報提供をしていく必要があるように思います。 

 ただし線引きは必要だと思います。 

 

【事務局】 

 今年度は２件自治協議会からイベントをするから取材にきてほしいという依頼が電

話でありました。その時こういった基準があるので取材に伺えない旨を説明しましたが、

こういったことからも各地域の人は基準があることを知らないのではないかと思いま

す。 

 

【委 員】 

 取り上げるものは、はっきり後援するものと位置づけて支所にも説明をしておくとい

うことではどうですか。 
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【事務局】 

 取材に行こうと思っているイベントについては、支所に後援をとってもらう予定はな

いのかという確認はしているが、自治協議会さんにはそういった周知ができていないた

め、そういったところを支所を通じてできればよいと思います。 

 

【委 員】 

 自治協議会の窓口は支所ですよね。 

 支所と住民自治協議会の関係性をしっかりしていく必要があると思います。 

 

【委 員】 

 市として支所などが主体となって住民自治協議会に周知をしていくことが大切だと

思います。基準の文言はこれで良いと思います。 

 

【委 員】 

 次回の委員会で意見を受けて「その他公共に関するもの」をどのように扱うのか解釈

を示してください。 

 

【委員長】 

他に何かありますか？ 

 ないようですので次に事項書の４その他に進みます。 

 その他で何かありますか。 

 

【委 員】 

 市長選挙が近づいており、放送業界では告示前３ヶ月は中立な立場からできるだけ、

配慮が必要とされていますが、行政情報番組ですのでこういったことは無視して市長の

顔は通常どおり映してよいのですか。 

 ケーブルテレビでは表敬訪問や定例記者会見で市長ははずせませんが、それ以外はな

るべくアップにしないなど配慮していくことになります。 

 

【事務局】 

 行政情報番組ですので市長が主催してあいさつする部分については仕方ないと思い

ますが、特にその部分を強調するのではなく、番組を構成する一部として放送していけ

ればと思っています。 

 

【委員長】 

 事務局からその他の項で何かありますか。 
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【事務局】 

 ■テロップ表示について 

 これまでは聴覚障がいがある人に配慮し、特集やおしらせでは職員が話している内容

をそのままテロップに反映 

 ・できごとや、市民スタッフが話す内容にはテロップ表示がない 

 ・長いテロップだと読めない、読みきれない 

 このため、テロップを要約したような表示にし、特集やおしらせでは、映像などを使

用し、視覚でも分かりやすいようにしたいと思いますが、このことにつきましてご意見

をいただきたいと思います。 

 

【委員長】 

それでは、事務局からの説明に対してのご質問、ご意見をお出しいただきたいと思い

ます。いかがでしょうか？ 

 

【委 員】 

 要約でよろしいのではないでしょうか。 

 昨年の映像など流すと分かりやすくてよいと思います。 

 

【事務局】 

 聴覚障がいがある人への配慮という観点ではいかがですか。 

 ただ、聴覚障がいがない人からすると文字が多すぎてそちらのほうに配慮がないとい

う状態でもあると思うのですが。 

 

【委 員】 

 耳の不自由な人に見ていただいた感想を聞いて取り入れられる部分は取り入れてと

いうことでよいのではないでしょうか。 

 

【委 員】 

 編集の仕方だけだと思います。必要な部分のみをきっちりテロップ表示すれば足りる

と思いますので、要約でよいかと思います。 

 

【委 員】 

 緊急放送では要約ではダメだと思うので、場合によって変えていったほうが良いと思

います。 
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【委員長】 

他に何かありますか。 

なければ本日の事項は以上です。 

委員の皆様、ご審議、ありがとうございました。 

 

 


