
 - 1 - 

那珂市議会 議会運営委員会記録 

開催日時 平成28年４月28日（木）午前10時 

開催場所 那珂市議会第２委員会室 

出席委員 委員長  君嶋 寿男    副委員長 萩谷 俊行 

委 員  寺門  厚    委 員  綿引 孝光 

委 員  勝村 晃夫    委 員  須藤  博 

職務のため出席した者の職氏名 

議長 中﨑 政長      副議長 遠藤  実 

事務局長 深谷 忍     次長補佐 横山 明子 

会議に付した事件と結果概要 

（１）議会基本条例の検討について 

結果：議会基本条例の目的達成状況、見直し項目等について検討 

     （２）議会報告会について 

        結果：今年度の開催日時及び会場を決定 

     （３）議員勉強会について 

        結果：今年度の開催回数、内容について協議 

 議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

     開会（午前10時） 

委員長 皆さんおはようございます。 

ゴールデンウィークがあすからスタートという中で、また皆さん大変お忙しい中、議会

運営委員会にご出席いただきまして誠にご苦労さまです。 

また先日は、桜川市議会の議運の皆さんが那珂市においでいただきまして、委員の皆様

方にもご出席いただき、そしてまた活発なご意見いただきながら、ありがとうございまし

た。 

たまたまその次の日にですね、委員の方とまたお会いすることがありまして、今度はぜ

ひとも桜川市のほうにも来ていただければという声をかけていただきましたので、これか

ら交流ができればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

では、早速、本日の議会運営委員会を始めさせていただきます。 

ただいまの出席委員は６名であります。欠席委員はおりません。 

定足数に達しておりますので、これより議会運営委員会を開会いたします。 

職務のため、議長、副議長、及び議会事務局職員が出席をしております。 

ここで中﨑議長よりごあいさつをお願いいたします。 

議長 おはようございます。 

閉会中のところを議会運営委員会にご出席いただき誠にありがとうございます。 
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今、君嶋委員長から話がありましたように、この間桜川市の議長さんともお会いして、

先日はありがとうございました。皆様によろしくという言づてでございました。 

たくさんの議題があるようです。慎重なるご審議をお願いして、ごあいさつに代えます。 

ご苦労さまでございます。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

これより議事に入ります。 

本日の会議事件、１から４、その他までありますが、皆さんの活発なご意見をいただき

たいと思います。 

では（１）議会基本条例の検討についてを議題といたします。 

まず事務局から概要の説明をお願いいたします。 

次長補佐 それでは、私のほうから説明をさせていただきます。 

資料のほうがですね、右上に議会運営委員会の資料と書いてある、議会基本条例の検討

について、こちらをごらんいただきたいと思います。 

今回の基本条例の検討でございますが、これは議会基本条例第24条に書いてあるんです

が、改選後速やかにこの条例の目的が達成されているかどうかを、議会運営委員会におい

て検討するものとする。 

その次に、議会は前項による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正

を含めて、適切な措置を講ずるものとする、というこの条文に基づきまして、検討いただ

くものでございます。 

中身のほうなんですが、この資料には、条文ごとに実際にこの項目に基づいた取り組み

が行われたかどうかという実績の部分を入れてありますので、ざっと説明をさせていただ

きます。 

まず１ページは、目次とそれから前文ですね、２頁まで前文になっております。議会基

本条例を定める理由ですね、こういう経過によって定めますということが書かれているも

のです。 

早速、第１章の総則、３ページでございます。こちら、第１条は目的ということで、こ

の条例を定める目的が書かれた部分でございます。 

第２条は、議会の基本原則としまして、議会として市政への監視、意思決定等をする重

要な責務を担うことから、次に掲げる事項を基本原則として運営するものとするというこ

とで、１から６までが書かれております。 

第３条が議員の基本原則といたしまして、議員は、議会において次に掲げる基本原則に

より活動するものとするとして、１から５までが書かれております。 

こちらの１条から３条までに関しては、特に実績というものを図るものがございません

ので、記載はしておりませんが、中身等で変更が必要であれば、ご検討いただきたいと思

います。 
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続いて４ページ、第２章、市民及び議会のところでございます。 

第４条、市民及び議会の関係。 

議会は市民の意見を市政に反映させて意思決定を行う議決機関であることから、議会へ

の市民参加の機会を確保するなど、市民に開かれた議会を目指すものとする。 

こちらの項目の実績といたしましては、議会報告会を３回行ったこと、それから、公聴

会を１回開催したということで実績を載せてございます。 

続いて第５条、市民等の意見陳述。 

議会は市民等から提出された請願及び陳情の審査において、提出者の要望により、意見

陳述の機会を設けるものとする。 

こちらの実績といたしましては、請願・陳情の付託された委員会におきまして、提出者

が出席して説明と質疑応答を行った実績としまして、総務生活常任委員会で３件、教育厚

生常任委員会で３件、こちら平成27年の実績として載せております。 

続いて、第６条、議会報告会。 

議会は市民に対して議会の結果を報告し、市民と意見を交換する場として議会報告会を

年に１回以上開催しなければならない。 

こちらにつきまして実績は、平成26年１月、26年５月、27年５月をそれぞれ２会場で計

６回実施しております。 

続きまして、５ページ、議会の情報提供。 

第７条、議会は市民に対して議会に関する内容を広報紙、ホームページ等を活用して情

報提供を行うものとする。 

こちらに関しての実績は、議会だよりを年４回発行しておりまして、こちらの中で、議

決結果、賛否、委員会活動、一般質問等の記事を載せて公開をしております。 

ホームページ上では、本会議、委員会等の会議録それから、議決結果、会期日程、委員

名簿、議長交際費、政務活動費、議会報告会の内容等について公開をしております。 

それから、ユーチューブで定例会の動画を配信しております。 

それから議会カレンダーということで、ホームページ上で、本会議とか委員会その他議

会の情報をカレンダー形式で見られるような形で掲載をしております。 

続いて、６ページ、第３章、議会運営。 

第８条が、議員の自由討議。 

議員は会議において、論点及び争点を明確にし、議員相互の自由討議を尽くした上で合

意形成を図り結論を出すものとする。 

実績としましては、常任委員会で、主に自由討議を実施しているかと思いますが、明確

に、ここから自由討議を始めますということで区切って行っているわけでございませんけ

れども、常任委員会内で議案審議等の案件につきまして、皆様で討議をして決めていると

いうことに当たるのかなと思います。 
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続いて第９条、議会の調査制度等の活用。 

議会は議会等の審査または市の事務に関する調査において必要がある場合は、学識経験

者、市民等の意見を議会の審議に反映させるため、地方自治法の規定による専門的知見の

活用、公聴会、参考人制度等を活用するものとする。 

こちらに関しましては、特に、今のところ活用事例はないという状況です。 

続いて、第10条、常任委員会の活性化。 

常任委員会は、所管する事項について自由に調査活動を行うことができる機関であるこ

とから、議会閉会中においても開催するなど、その機能を十分に発揮して、市政の課題に

対して調査研究を実施するものとする。 

こちらに関しては、委員会主義に移行しましてからは、閉会中でも、委員会のほうは、

随時開けるような形になっておりますし、また委員会としての調査事項として調査を行っ

ているところでございます。 

実績としまして、閉会中の委員会開催回数、平成27年に関しましては、総務生活が５回、

産業建設が５回、教育厚生が６回、原子力安全対策が４回開催しております。 

そのほかに調査事項に関する視察研修、意見交換会等の機会といたしましては、総務生

活が１回、つくば市。産業建設が１回、ＪＡとの懇談会。教育厚生が２回、長野県と新潟

県の視察とそれから那珂医師会との懇談会を実施しております。 

その下の２、常任委員会は、政策立案及び政策提言を行うものとする。 

こちらに関しましては、昨年はですね、３常任委員会合同の要望書といたしまして、ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略についての要望を27年９月に出しました。 

それから、委員会単位といたしましては、産業建設常任委員会で、ＪＡとの懇談後の農

業者支援及び農業振興のための要望という文書、それから教育厚生では、給食の異物購入

についての申入書、それから高齢者福祉、調査事項についての要望書を出しております。 

続いて７ページ、第４章、議会組織。 

第11条が議員定数及び議員報酬の改正、こちら、改正するときは市民の意見を聴取する

ため公聴会等を活用するものとするということで、26年の11月に議員定数等調査特別委員

会による公聴会を実施した実績がございます。 

次に第12条、附属機関の設置。 

議会は、審査、調査または諮問のため必要があると認めるときは別に条例で定めるとこ

ろにより附属機関を置くことができる。 

こちらに関しては設置事例はございません。 

第13条、議長及び副議長の選出。 

こちらは選出にあたり、選出の過程を市民に明らかにするため、本会議においてそれぞ

れの職を志願する者に対して、所信を表明する機会を設けるものとする。 

こちらに関しては、平成26年の３月から議長、副議長選挙の前に、議場において立候補
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者の所信表明を実施しております。 

続いて第14条、議会予算。 

議会は独立した議決機関であり、その権限を遂行し、その機能を十分活用し、効率的な

議会運営を実施するため、必要な予算の確保について、市長に要望するものとする。 

こちらに関しましては、過去にですね、議場、それから全協室の改修等に費用がかかる

ときに、要求したことがございます。 

それから現在は、委員会の研修視察費用をですね、過去には補正で要求していた時期が

長くあったんですけれども、現在は、当初予算で計上して、議員の研修視察が行けるよう

な形にしております。 

続いて８ページ、第５章、市長と議会及び議員というところです。 

第15条、反問及び一問一答。 

議会の会議等において出席している市長及び執行機関の職員（以下「市長等」という）

は、議長または委員長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができる。 

反問権の付与につきましては、平成24年12月から実施しております。 

第２項、議会の会議等において、議員及び市長等の質問または質疑に対する応答は、市

政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答方式で行うものとする。 

こちらに関しましては、一問一答方式は、那珂市議会では従来から導入しております。 

続いて第16条、市長による政策の形成情報の説明。 

議会は市長が提案する政策、施策、事業、計画等（以下「政策等」という。）について、

その政策等の論点を明確にし、政策等の水準を判断するため、市長に対し、原則として次

に掲げる事項の説明を求めるものとするとして１から７までございます。 

こちらに関しましては、今は原則として常任委員会で説明するということになっており

ますので、常任委員会の場で執行部が報告説明を実施しております。 

続いて第17条、市長の附属機関への議員就任。 

議会は市長等との緊張感のある関係を保持する観点から、議員が市長附属機関等の構成

員となることについて、慎重に判断するものとする。 

こちらに関しましては、平成26年３月に市長の附属機関への議員就任を必要最低限にと

どめる見直しを実施しております。 

第18条、市長等との緊張感の保持。 

議会は市長等と議員との関係の透明性を図るため、議員が行う市長等への口頭による要

請に対して、日時、要請内容、対応、経過等を記録した文書の作成に努めるよう市長等に

求めるものとする。 

こちらについては、現在は執行部のほうで担当部署が文書を作成しております。 

続いて、９ページ、第６章 議員の活動原則。 

第19条が政務活動費の透明性の確保。 
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こちらに関しまして、使途の透明性を確保するために、領収書等の証拠書類を公開する

とともに、政務活動費による活動成果を市民へ報告するものとする。 

第２項として、政務活動費に関しては別に条例で定めるところによる。 

実績としまして、平成27年３月に、政務活動費の支出区分を見直しまして、政務活動費

の手引きを作成いたしました。 

主な改正点といたしましては、官製はがきの支出の禁止、それから通信費の按分方法の

見直し、それから新聞購読料の算入、こちらが現在では２社以上の場合１社、購読につい

ては認めるということに変わっております。 

それから提出書類についてもあわせて変更しております。 

それから平成26年度分から支出内訳をインターネットで公開しております。 

続いて第20条、政治倫理の順守。 

議員は倫理性を常に自覚し、良心及び責任をもってその責務を果たすとともに品位の保

持に努め、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、市民の疑惑を招く

ことのないよう行動しなければならない。 

政治倫理に関しては別に条例で定めるところによる。 

実績といたしましては、政治倫理条例に基づく政治倫理審査会というものが開催された

案件は、今のところございません。 

続いて会派、第21条、議員は基本的政策が一致する議員をもって議会活動を行うため会

派を結成することができる。 

２、会派は政策立案及び政策提言を行うことを目的とし、調査研究に努め、もって議会

の活性化に資するものとする。 

３、会派に関しては別に定めるところによる。 

こちらは、現在28年３月現在で、会派はないという状態です。 

続いて10ページです。 

議員研修の実施、第22条、議会は議員の政策立案及び政策提言能力の向上を図るため、

議員研修を実施するものとする。 

実績といたしましては、これまでに５回勉強会を開催しております。 

そちらの実績がこの表になっております。 

続いて、11ページ、最後のところですね、第７章、議会及び議員の責務と見直し手続。 

第23条、議会及び議員はこの条例を遵守し、市民に対する責務を果たさなければならな

い。 

それから、第24条は、先ほど冒頭に申し上げましたとおり、見直し手続の必要性を書い

ている部分でございます。 

実際、平成28年の今回の改選が策定後初めての改選でございますので、今回、皆様に検

討いただくのが初めての見直し手続ということになります。 
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条文については、以上なんですけれども、一点、この基本条例の中での言葉の定義とし

まして、住民、それから市民、市民等という三つの言葉が使われております。 

こちらを整理するかどうかというものに関しまして、ご検討をあわせていただきたい部

分なんですけれども、まず住民というのは、地方自治法の第10条で定めている規定がござ

いまして、市町村の区域内に住所を有する者、これが住民、当該市町村の住民と呼ぶとい

うことになっております。 

第５条のところで市民等という言い方が使われているんですけれども、実際基本条例に

つきましては、ほかのところのものを見ましても、厳密な言葉の定義というのは、ほとん

ど条例の中ではされていないのが一般的でございまして、というのは、多分、逐条解説み

たいな形で、条例に対しての説明を載せている議会が結構あるんですけれども、その中で

基本条例に関しては、市民というものの位置づけが、非常に厳密にしなければいけない問

題ではないので、例えば権利とか義務とかが生じる問題に関して、市民っていうのは、こ

ういう人を言うという定義づけがされていないと、給付金を受け取るとか、そういう場合

に関しては、市民か市民でないかっていうことに関して、そこで大きな違いがあるわけで

すけれども、実際基本条例の中では、市民に対してそういう義務とか権利とかに直接関係

する部分がありませんので、広く市民、住所を有する方と、市内に通勤通学してる方とか、

そういう方を含めているような形が実際多いということでございます。 

その辺の用語の整理が必要であれば、ご検討いただきたいと思います。 

私からは以上でございます。 

委員長 ただいまひと通りの説明が終わりました。 

修正や追加すべき条文、文言など細かい部分は次回に検証していきたいと思いますが、

きょうは、現時点で気づいた点などがあれば、皆さんから自由ににご意見をいただきたい

と思います。 

何かありましたらお願いいたします。 

寺門委員 今事務局のほうから説明がありましたようですね、市民と住民、これは非常にどこ

までを範囲とするかっていうことを、やっぱり明らかにしておいたほうがいいと思うんで

すよね。 

ゆるいものであればこういうふうにゆるいんですよということでですね、定義というこ

とで、条項を設けてですね、例えば市民とは本市の区域内に居住するものであるよとか、

市民だと、市民のほか本市の区域内にある事業所等に勤務する者及び本市の区域内にある

学校に通学する者と、そういった定義、言葉の意味を書いておけばわかりやすいと思うん

ですよね。 

あいまいなものであるからこそやっぱり、明らかにしておかないと非常にまずいと思う

んですね。議会に関することなので、あいまいにということではやっぱり、市民と議会と

いった場合、その市民はだれなのということになるんでですね、もしくは市民等という言
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葉が必要であればやっぱりその説明もある程度必要になるんじゃないか。これは、言葉は

きちんと説明しておいたほうがいいと思います。 

以上です。 

委員長 ただいま寺門委員からですね、先ほど事務局から最後に説明がありました文言の中で、

市民、住民、市民等の中の内容、その定義ですね、言葉の意味的なものをちょっと定義の

中で、市民とは何かとか、市民等は何かとか、わかりやすくそういうものを載せておいた

ほうがよろしいんではないかというご意見がありました。 

その点について皆さんのご意見をちょっと伺いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

副議長 基本的には寺門委員のおっしゃるとおりだと思ってます。 

ちょっと確認したいのですが、住民という文言が出てくるのは、これは前文ですか。 

前文ですよね。前文にしか出てこないと思うんですよね。見た感じ、これはあくまでも

前文は、地方自治法に関係してる部分で使われている意味合いだと思うので、この住民は、

いわゆる市民、町民、村民を想定している。県民も想定している。 

いわゆる地方自治体、地方自治体に関しての住んでる人という意味での住民ということ

でしょうから、これはある意味、これ使うのであればそういう意味だよと、ある意味これ

は地方自治法上の想定の地方自治体の住んでる人という住民という使い方をしているわけ

でしょうから、そういう説明をしたほうがいいと思いますし、あと条文の中で言うと、市

民等という文言があるのは第５条のみですよね。 

市民等の意見陳述、これはいわゆる市民以外にいろんな関係団体から、請願・陳情が来

ますから、これはいろんなところから広く受け入れて審議をするという意味ですからこれ

はおっしゃったとおり、ここに住んでる人だけじゃなくて、通勤、通学している人も含め

てということなんで、那珂市議会は広くいろんなところからいただいてるということで、

これは市民等は、このまま生かすべきだと思うし、そういう説明を入れればいいと思いま

すから、あとそれ以外の市民はすべて那珂市在住の方という意味での市民ということで多

分全部統一されていると思いますから、もし疑いを招くようなことがあるとすれば、本意

ではありませんから、文言として説明文として、新たにどこかに加えてもいいかなという

ふうには思います。 

委員長 今寺門委員、そして遠藤副議長からも話がありましたように、市民、住民、市民等と。 

内容をちょっときちんとわかりやすく説明文を入れておいたほうが、見ても一番理解し

やすいと思うんですね、そういう面はちょっと追加でも、しておいたほうがいいかなと私

も思うんですけど。 

その点について、皆さんも検討していただければと思います。 

きょうは皆さんのご意見いただいて、次回にもありますので、ちょっとご意見いただい

て最後にまとめていきたいと思いますので、また、ほかにもあれば、よろしくお願いいた

します。 
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ほかにありませんか。 

副議長 細かくはまた後ほどということなんですので、それで結構ですが、今のところぱっと

気づいた点でいうと、第８条、議員間の自由討議に関してなどは、せっかくこれ、いい内

容で入れておりますから、今までも実施がされておりますけど、もっと明確にルールを決

めて活発に行うべきかなというふうにも思います。 

例えばやはりそれはこないだの市民投票条例の委員会審議などを見ますとですね、例え

ばいろんな執行部との質疑があって、あと例えばそのいろいろ意見を集約するときに、議

員間でね、あると非常に傍聴者とか、マスコミもわかりやすかったのかなと、あの時はあ

くまで質疑だけで終わってしまって、委員会としての総意をまとめる場がなかったですね。

そういえばという感じですが。 

そういう部分があるともっと多分議会運営としてわかりやすいのかなと、対外的に。そ

う思うので、那珂市議会ならではのそういうルールをもう少しこう、先導者としてつけて

もいいかなという感じはいたします。 

第９条、これは専門的知見ですけど、これは大いに活用すべきだと思いますから、今後、

実績として載せられるような改革をすべきかなと思っております。 

あと第15条ですけども反問権、これはその基本条例でこういうふうに入れました。 

実際何回か行われておりますけれども、これも前回の議運の中でも議論をしたところで

もありますが、反問権の範囲、あとそのやり方などは実際にやってみて、那珂市議会ほか

の議会であんまり実際、規定されていても実施例がないように聞くんですよね。 

ただ那珂市議会の場合はそういう実例があるので、それを踏まえて、もう少しこう、検

討してもいいかな、内容のほうね、検討してもいいかなというふうに思います。 

以上ですね。 

委員長 ただいま遠藤副議長から、第８条、議員の自由討議についてもっと活発にいろいろ、

その中で、内容を踏まえて、つけ加えてもよろしいんではないかというかたちの意見です

ね、あと９条、ここについては今回活用事例がないということですけど、今後実績が載せ

られるような活発な活動ができればということだと思います。 

また反問権については、内容等の検討を少し、反問権についてあと少し検討してはどう

かという意見をいただきました。その点についても、もし意見があれば、皆さんのご意見

を伺いたいと思います。 

どんどん活発な意見をいただいて、きょうここで結論を出すわけじゃなく、いろんな意

見をきょうは出させていただいて、これから検討していきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

副議長 せっかくこういう議会基本条例を検討する、こういう段なので、前に議運で所沢市議

会を視察してまいりました。そこで、所沢市議会の自己評価制度っていうのがあったんで

すね。 
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議会の自己評価制度って何だろうと思ったわけですが、それは、この議会基本条例が条

例どおりに議会がちゃんと動いてるかどうか、これを私たちで評価していくっていうのを

制度としてやっているということでした。なので、まさに各条文それぞれについて、でき

てるかできてないかって評価体系ができ上がってるんですよ。 

私もちょっと詳細は忘れましたが、そういう方法があるので、そういったことも含めて、

みずからを律して評価していく体系づくりというのも一つ視野に入れてもいいかなと思っ

てます。 

以上です。 

委員長 今回、事務局から説明を受けながら、この基本条例についてもチェックさせていただ

きました。それを自分らでみずからこれをチェックしながら評価してるということで、そ

ういうふうにやっていけばってことですよね。 

寺門委員 今の遠藤議員のお話で言うと、加えて言うのであれば、自己評価をやって、市民に

公表すると。それは文書でもいいでしょうし、ホームページ上でもいいと思うんですね。

そこまでやったほうがいいように思います。 

それと、見直しですね、これについては、最終条文にありましたよね。24条ですよね。

この24条の見直しは、ここで言っているのは、これもあらゆる機会をとらえてというふう

に、本会議だけではなくてですね、やっぱりこれも市民に対して説明をしていったほうが

いいと思いますね。改正の理由と背景については。そこがやっぱり開かれた議会につなが

ると思いますので。 

以上です。 

委員長 市民に知らせる、やはりきちんと説明していくべきだということですよね。 

ほかにありませんか。 

どんどんこの基本条例についていろいろ気がついた点、こんなふうにするといいかなと

かそういうのも含めてやはり、皆さんご意見いただけばと思います。 

どうですか。ありませんか。 

議長 自由討議っていうところなんですけども、今、各委員会の委員が少なくなって６名です

もんね。だから、それぞれその問題に対して、委員さんは意見があると思うんで、やっぱ

り委員長の判断で、意見が出ないときにはもう指名して、順次、言ってもらうと。そのぐ

らいの委員長権限で、活発な討議をしてもらえばいいのかなと思います。 

委員長、副委員長が抜けると４人しかいないんですものね。やっぱり１人２回ぐらいの

発言を目指して頑張ってもらって、自由討議のところですよ。質疑なんかももちろんそう

ですけども、委員長さんの采配に期待をしたいと思います。議員一人一人もそうだけどね。 

委員長 ただいま議長からですね、議員の自由討議、各常任委員会での活発な意見をお願いし

たいという中でも、今回定数も削減され、各常任委員会６名ですので、そういう面での意

見が少なくなる可能性もあるということで、どんどん委員長を中心に、その辺の進め方も
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お願いしますということですよね。そういうのもちょっと検討してこれからいくべきだと

思いますね。 

ほかにありますか。 

副委員長 今の自由討議なんですが、前回遠藤副議長も言っていたように、住民投票条例のと

きはなかなか、自由討議で意見が分かれた時、その時にやっぱり自分の考えをね、言って

お互いに、採決するときには納得しあうくらいの雰囲気になれるのが理想なんでしょうけ

れども、なかなか自分の意見を言って、お互いにすり合わせるとなると時間がかかっちゃ

うかもしれないませんが、確かにいいことはいいことなんですよね。 

結局、私はこう思います、私はこういう思いでこういうふうに考えてますよと言って、

ああそうだよね、そういう考えもあるよねってお互いに納得し合えればね、一番いい自由

討議だと思うんですよね。 

一人一人違う部分もいっぱいあるから、その時に思い切って言えるかどうか。さっき議

長言ったように、委員長采配でうまくそのへんはやるようにして、活発になれば一番いい

のかなと私も２年間委員長やっていて、思いましたよそれは。 

いいことだと思いますよ。４人しかいませんからね、委員長、副委員長除くと。うまく

しむけてこれからやっていくというのもいいことだと思いますよね。 

以上です。 

委員長 やはり活発な意見をということですね。 

副議長 ちょっとそれに関連してです。 

これは本筋から若干外れて申しわけないんですが、１委員会のメンバーが少なくなった

ことに関して、先日の広報委員会でちょっとこういう話が出ていたのは、やっぱり今複数

の常任委員会に入ること自体はできますよね。できるので、ただなんとなくそこがルール

化されてないというか、ちょっと何となくあれなので、今後ね、今後です、これは。 

複数、二つの常任委員会に、入れるところには入れるようなそういう仕組みもあるとい

いねという話が出てはおりました。そういったところ、どこかで、ちょっと基本条例では

ないと思いますけど、検討できる場があればいいかなと思います。 

以上です。 

委員長 はい、これについてはですね、今後各常任委員会を運営していていろんな意見がまた

出たら、そういうのも検討して考えていかなければならないかと思いますが、その時はま

た、意見を述べていただきたいと思います。 

一応そういう意見もあるということで。わかりました。 

寺門委員 私もこの間常任委員会、初めて委員長という職務でやりましたけれども、非常に活

発な意見も出していただいて、討議はできるんですけれども、採決する場合ですね、委員

長は加わらない。 

賛成、反対が分かれたときには加わるんですけれども、やっぱり何でしょう、人員的な
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問題でですね、２ー２で、もう一人で３とかいうことになる場合もあるんですね。 

そうすると非常に、まして委員長は意見を言うときは委員長席を降りて言わなくちゃな

らないんですけれども、その辺も余りルール化はされていませんですし、現実は、委員長

が質問をしてですね、場を盛り上げてるというか、その委員会の質疑応答を盛り上げてる

というのも必要なんですけれども、その辺はどうもそうじゃない委員会もあったんで、や

っぱり委員長はきちっと議事運営ををしっかりやっていかなきゃいけないいという部分と、

皆さんの意見をどんどん活発にしてね、討議をやっていく必要があるということなんで、

そのさじかげんというか、それが委員長だけに任せられても、非常に重荷というか、やる

のは当たり前なんでしょうけど、その辺がちょっとですね、まず委員の皆さんが十分な質

疑応答をやる、その訓練をある程度やったほうがいいと思うんですよね。 

これはまた後の勉強会の提案にもなるんですけど、これは全員でやってもいいでしょう

し、それともう一つはやっぱり常任委員会の、活動原則みたいなものね、先ほど皆さんお

話出ましたけど、この条項に盛り込んでおいてもいいのかなと、常任委員会はね、委員長

はこうですよ、その委員会をこういうふうに運営していきますよっていうような中身をね。

今ちょっといろんな話聞いてて、そう思いました。 

以上、これは提案です。 

委員長 ここで結論を出すんじゃなくて意見をいただいて、検討させていただくということで。 

ほかにありませんか。 

いろんな意見も出てきました。これからもですね、もし、きょうこの後また皆さん気づ

いた点があれば、遠慮なく後でも結構ですからご意見をいただきたいと思います。 

ほかにありませんか。 

  （なし） 

委員長 ありがとうございます。ではそろそろ意見も出尽くしたようですので、基本条例の条

文の目的が達成されているかどうか、また、改正や追加が必要な部分があるかどうか、き

ょうの資料を持ち帰りまして、皆さんそれぞれ検討、考えてきていただき、次回の議会運

営委員会で条文ごとに検証して、まとめていきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

宿題という形で出させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

ではですね、ここで次回の議会運営委員会の日程を決めていきたいと思います。 

きょう資料の中に、カレンダー等をつけていただいてます。その中で、５月の次回の委

員会について、皆さんのご意見をいただいて、日程を決めたいと思いますので、皆さんの

ご都合のいい日の日程があれば。 

５月です、５月にもう一度開いて。一応ですね、５月19日が原子力委員会が入っている

ということなんですね。あと５月31日が、中﨑議長が全国議長会にということで、公務が

入っておりますので、その日は避けたいと思います。 
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25日、皆さん大丈夫ですか、午前中。 

とりあえず５月25日午前10時からということで、予定を入れさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

それでは次の議題に入ります。 

（２）議会報告会について、事務局より説明をお願いいたします。 

次長補佐 それでは、議会報告会について説明させていただきます。 

今回資料のほうはご用意しておりませんけれども、ことしはですね、議会報告会が、改

選後で５月に実施することがちょっと難しかったものですから、秋の開催ということで、

進めさせていただいております。 

今回はですね、議会報告会の日程と会場と、内容の細かい点はまだ時間がありますので、

後で決めていくということになると思うんですが、日程と場所の調整をしていきたいと思

うんですけれども、お手元の資料で、平成28年７月以降の主な行事についてという資料と、

あと議会運営委員会のスケジュールという用紙をご用意させていただいております。 

議員勉強会とあわせましてスケジュールのほうを調整して、こちらのスケジュール表の

中に埋めていきたいと思うんですけれども、まず議会報告会に関しまして、前回ですね、

アンケートをとっております。 

そのアンケートでは、日時、今までは土日の午後２時から４時という日程で実施してお

りますが、今のままでよいという方が78％、それから会場につきまして、２会場で実施し

ておりますけれども、２会場がよいという方が80％いらっしゃいましたので、概ね現状の

やり方で、アンケート上はよいのかなというふうな形の結果が出ております。 

時間に関しましては、今前半１時間、後半１時間ということで、二部構成になっており

ますけれども、アンケートの中では、意見交換の時間が少なかったというふうに答えられ

ている方が３名ほどいらっしゃいました。 

それから日程につきまして、前回運動会と重なってしまったということを書き込んでい

らっしゃる方がいらっしゃいましたので、なるべくそういう行事とかぶらない日で設定し

ていくような形にしたいと思っています。 

それから会場なんですが、市内の公共施設を一応一巡しまして、前回が中央公民館とふ

れセンよしので、一巡して中央公民館まできましたので、次が、順番といたしましては、

瓜連のらぽーるとふれセンごだいが、今までの順番からすると、開催地の候補になるかな

というところでございます。 

行事といたしましては、こちらの赤字で書いたものが日曜日の行事になっております。 

10月９日が後台地区と瓜連地区の市民運動会。10月16日の日曜日が菅谷地区の市民運動。

10月30日が那珂市産業祭、こちらが既に日程として入っております。 

学校の運動会に関しましては、今５月に開催するところがふえておりますので、特に10

月に開催するというところはないですね、９月で終わってしまうということでございます。 
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説明は以上です。 

委員長 ただいま説明が終わりました。 

日程等について、スケジュール、また主な行事等について皆さん見ながら検討していた

だきたいと思います。 

７月、８月、９月定例会終了ですから、10月からだと思うんですけど、報告会。 

まず日時、会場、内容については今後これから検討すればよろしいかと思うんで、とり

あえず日にちと会場を皆さんで決めたいと思います。 

須藤委員 今事務局のほうから説明があった、土曜日の午後からが78％、それから会場につい

ては80％というその数字は、どこで調査したものですか。 

次長補佐 これはですね、議会報告会に来場していただいた方にアンケートをとっておりまし

て、その方の回答です。 

委員長 曜日的には土曜、日曜でよろしいですか。皆さん。これだけの数字が出ているという

ことでね。 

じゃ土曜日曜で、あとは会場がですね、先ほど見て、一周したので、２会場だとらぽー

るとふれセンごだいになるかと思うんですが、場所的にはそちらでよろしいですか。 

  （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 会場は２カ所で。今からですから大丈夫でしょう。 

あとは日にちですね。時間は午後、やはり今までどおりでやっぱり皆さんアンケートの

中でもそういう声が出たということで、午後の時間で。 

副議長 その時間なんですけど、アンケートはあくまで来られた方に対してとったものなんで、

どうせ来られる人なんですよ。その時間来られる人なんで、その曜日、時間でオッケーな

のはほぼ当たり前で、今度さらに多くの人に来てもらうには、来られなかった人は声を上

げる場がなくて、数字が出ないんですね。 

私はちょっとね、これ個人的な意見です。 

皆さんのご協力いただいてやらせてもらってたわけですが、土日っていうと午前中で終

わりにすれば、半日午後は皆さん遊びに行ったりできるんだよね。 

こういうコミセンとかで午後の１時から３時、４時開催っていうと、ほとんどなんか来

られる人も１日つぶれちゃうような感じがあるんで、午前中に用事を済ませちゃえば、あ

とは午後半日皆さん、午前っていうのもいいんじゃないかなって個人的には思っていて、

10時から12時開催。そうすると、来る人もいいのかなって。 

そこらをちょっと皆さんのご意見を伺って、私個人的にはそんな感じがしたもんですか

ら、検討をしていただくとありがたいかなと思うんですけどどうでしょう。 

綿引委員 ついでにといっちゃあれですけど、平日の夜、いろんな集まりとかそういうのもな

かなか、土日の日中の真ん中の時間というと、若い人たちは、家族サービスに出かけたい、

天気がよければそれこそ。 
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平日の夜だったらば、比較的若い人たちも仕事終って、６時から８時っているのもどう

なのかなあと。ちょうど晩飯の時間からんじゃうしという思いもありますが、その辺も含

めて検討いただきたいと思います。 

委員長 意見が出てきましたね。 

須藤委員 今遠藤議員のほうから話があったけど、午後からっていうと確かにほかに行っても

時間を気にしながらということもあるので、午前中に催したほうが一番来る人にとっては

いいね。 

私らもよくそういうのあるんだけど、午後から組まれちゃうと、午前中は何にも、遠く

に行くことはまずできないし、そのために一日潰れちゃうようなことがあるから、どちら

かと言ったらやっぱり午前中。 

夜も確かにいいと思うんだけど、ただ、夜は夜でいろいろ疲れてきて、今からそこまで

行って聴くこともないやっていうような方も、いろいろ一長一短あるだろうけど私として

は、午前中、10時から12時が一番いいかなという感じだな。私としては。 

委員長 ほかにどうですか、皆さん。 

一周してますからね、またちょっと時間を変えてやっても、今言ったように午前中にも

っていってみるのもいいかもしれないし。その辺は皆さんのご意見を伺いながら決めてい

きたいと。 

勝村委員 やっぱり午前中のがいいと思うんだ。言うように。ほんとに一日潰れちゃうのよ、

午後になると。 

夜っていうとね、夜は７時以降でないと、おそらく仕事やってる人の関係、仕事終わっ

てから来る人は、７時以降でないと来れないと思うんだよね。たくさんの人に来てもらお

うと思えば。そうすると早くても７時からのスタートになると思うんだよね。 

一つ考えることも、夜というのも、それは確かに夜でないと来れないという人もいるで

しょうけど、そこを考えるとやっぱり、土日の午前中がいいのかなと私は思います。 

寺門委員 私もですね、会場も一巡しましたので、時間帯については、今度は新しい時間帯で

ということでやったほうがいいと思いますので、それで夜なのか、午前中なのかっていう

ことになるんですけど、これはアンケートも取れない状況なんで、やっぱりとりあえず午

前中からやってみてね、それで、その集客といいますか、参加状況を見て、午前中が悪け

れば次の回は夜ということでやってみてもいいような気もしますので、午前中でまず、開

始してもらったらいいと思います。 

萩谷委員 両方ね、意見、綿引委員からも出ましたけども、やっぱりいろんな形で、手探りの

状態でということで、ちょっと難しいかもしれませんが、私は、土日、午前中やって、午

後からゆっくり何かしてもらってという形のがいいかなという感じはしますよね。 

夜は夜でもいいんでしょうけど、勝村委員言ったように、時間の問題が、多分早い時間

は始まれないのかなと思いますね、勤めてる方が、場所も遠い方もいるでしょうし、そう
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いう面ではとりあえず午前中やって様子見て、次回からまた考えるということもいいのか

なと思いますよね。 

以上です。 

副議長 平日の夜もいいと思うんですよね。 

去年、おととしだっけ、小中一貫教育の説明会を全学区内でやったときに、６時だった

かな、多分６時から説明やったんだけども、やっぱりが遅れてくる父兄の方も多くて、や

っぱり勤めから戻ってくるにはね、６時半以降は結構びしっと会場が埋まってた感じなん

ですよ。 

例えば、６時半からぐらいとか、あと余裕みれば７時からだと、若い人たち向けのＰＲ

はできるかなと、議会としてその若い人たちの意見も聞きますよっていうアピールはね。 

だからそういった意味で２会場やるんだったら、ちょっとわからないけど、１会場は土

曜日の午前中にして、次の会場は平日の夜にっていうことも、ありといえばありかなと。

柔軟にとるとですよ。 

ただ準備するのは我々、あと事務局の方にもご迷惑をおかけすることにもなりますから、

そこらをどう整理するかですけど、平日の夜もいつかはやってみたい感じはしますね。そ

こらはどうするかもう少し収れんしないとです。 

委員長 今までは土日の午後にやったのを、午前中でやってはどうかという意見と、あとは平

日の夜に行ってもいいんじゃないかという意見ですね。 

ただ時間的に、平日だと６時よりは７時とか６時半とかそういう調整をすればいいんじ

ゃないかという話と、その外に土日の午前中ともう一つは夜の部と、二つを分けてもとい

うようないろんな意見が出てますが、これも課題として、やるときは午前中１回２会場使

うと。次回は夜やってみようかとか、いろんな課題も出てくると思うんで、ちょっとここ

については、皆さんのご意見でまとめたいと思いますが、休憩入れますか。 

暫時休憩をちょっとここで取らさせていただいて、再開を11時10分にしたいと思います。 

10分休憩入れます。その間でちょっと皆さん考えていただきたいと思います。 

   休憩（午前11時０分） 

   再開（午前11時11分） 

委員長 再開します。 

議会報告会についてなんですけれども、ここでちょっと日程と時間等をはっきり決めさ

せていただきたいと思います。 

その中で、カレンダーと予定を見ますと、まず、９月の定例会終了後ですから10月に行

うという形で、10月のあいている日というと、土日だと10月22、23の２日間が現在あいて

ますからそのところに入れてよろしいでしょうか。 

その日程で了解いただければそこに報告会を入れたいと思います。よろしいですか。 

  （「いいです」と呼ぶ声あり） 
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勝村委員 ということは、これは午前。 

委員長 そうです、10月22、23の土日で行いますので、時間は、先ほど皆さんの意見をいただ

いた中では午前中がよろしいかということで、午前中実施ということで進めたいと思いま

す。 

時間が午前10時から12時、場所がらぽーる、らぽーるはそうすると22日がよろしいです

か、順番でいくと、一応22日の土曜日をらぽーる、23日をふれセンごだい、一応これで場

所の確認を取っていただければということで、よろしくお願いいたします。 

あと詳しい内容等については今後、また皆さんのご意見をいただいて進めていきたいと

思います。一応きょうは日程、会場、時間等を決めさせていただきました。これで進めて

いきたいと思います。よろしくお願いします。 

続きまして、議員勉強会についてを議題といたします。事務局より説明をお願いいたし

ます。 

次長補佐 それでは、議員勉強会についても、日程のほうをあらかじめ決めていきたいと思い

ます。 

去年は１回しか開催することができなかったんですけれども、ある程度、年度当初に日

程を、何回やって大体いつごろやるかっていうのを、ある程度スケジュールしておかない

となかなか皆さんお忙しいですし、定例会もありますので、その中で、大体の回数と日程

を決めていただきたいということと、あと内容ですね、一応全員対象のものですので、全

員で勉強するのにどういうことをやりたいかということをある程度出していただければ、

事務局のほうで調べられることは調べたいと思いますので、今までの実績に関しましては、

先ほどの資料の中に載っておりますが、先ほどの資料の10ページに、これまでの実績は載

っております。 

地元の大学の先生にお越しいただいているのと、あとは実際の議員の方、会津若松の議

員の方とか、元流山の松野さんとかに来ていただいて、講師をお願いしているケースを実

施しております。あとは職員のほうで説明したというのも１回ございます。 

きょうはそのスケジュール表の中に大体何回やって、いつごろやるというのを決めてい

ただきたいので、あと内容のほうでご意見あればお願いしたいと思います。 

日程につきましては、先ほどの７月以降の主な行事についての中で、黒字の部分が平日

の予定なんですが、まだ先のほうは確定していないものもございますけれども、11月の15、

16に関しては、皆さん議員が対象の県の市議会議長会の研修会がすでに入っております。 

それと先の話ですけれども、同じくそれの２回目の日帰りの研修が29年の１月17日に既

に入っております。 

あとは定例会のほうがですね、６月の日程はもう出てるんですけれども、９月議会のほ

うは今調整中でございまして、８月30日から９月半ばの予定で今調整しているところでご

ざいます。 
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以上です。 

委員長 先ほど皆さんにも説明させていただきました28年度の議会運営委員会スケジュールと

いう中で、先ほど決定されました５月25日水曜日の議運をちょっと、スケジュールの中に

入れていただきたいと思います。 

そこで、埋めていける場所は埋めたいと思います。ですから５月25日10時からが議会運

営委員会、あと10月、先ほど決めさせていただきました報告会が、10月の22、23の土日と

いうことで、ここに予定を入れさせていただいて、12月が第４回定例会がもう予定入って

ます。大きな事業的には入ってますし、先ほど事務局から説明がありました市議会議長会

研修会、ここは議員が出席参加するということで11月15、16は入ってますので、ほかで勉

強会を何回やるか、そして日程、内容等もちょっと皆さんのご意見を伺いたいと思います。 

まず勉強会、何回ぐらいこのあいている月の中で入れたいか、昨年は１回ですよね。そ

の前の年は何回か年度的には26年、27年と入りますけど、３回、４回とやってますね。 

副議長 基本的に勉強会は、これは考えとしては、定例会のない月にやろうということで始め

ておりました。なので、26年なんかは定例会のない月にぽんぽんぽーんとこううまく入れ

ていけた感じなんですよね。 

ただ、昨年度は選挙の絡みとかあって、なかなかそこまでいけなかったんですが、26年

度はちょうどうまく定例会のない月に入れたと。これからも定例会のない月に頑張って入

れていければいいなというのは、基本的な考えではあるかと思いますね。 

委員長 あとは皆さんの意見で、何回ぐらい勉強会を行いたいかということと、視察研修もそ

の間に入れたいかなという考えもありますので、その辺についても皆さんでちょっとご意

見をいただきたいと思います。 

勉強会をやるとなると、講師の先生の都合もあるんで、やはりここでいくと、８月はち

ょっとあれですけどね。７月、11月、１月、２月、３月、３月はもう定例会入りますから、

３カ月間の間の中で入れるのか、何回ぐらい勉強会、皆さん考えてますか。 

寺門委員 勉強会は２回で、何かその議運のほうで視察研修ということで予定するんであれば

１回、合計して３回ということになるんじゃないかなと思います。 

時期的には７、８月、あと１、２月ぐらいしかないと思いますので、その間でやってい

ただければと思います。 

委員長 ７、８、11、１、２ですよね。 

視察研修もね、テーマをきちんと決めていかなきゃならないので、まだその点について

は決めてないんで、まず報告会をいろいろ今決めたり、していかなきゃならないんで、勉

強会はね、議会がないときにということで、ぜひやりたいということで進めてきましたか

ら、まず、今寺門委員は２回、一応目標ですからね、２回を目標にするということで。 

どうですか、皆さん、ほかに。 

綿引委員 これ最初の年は４回やってるんですよね、26年はね。27年は１回しかやらなかった
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んだ。 

委員長 １月からもう改選という形だったんで、皆さん議員に負担掛けないようにということ

で、多分抜いたんだと思うんですよね。 

綿引委員 じゃあ、ことしはもう少しがんばってもいいのかな。 

委員長 これからですからね、今年度だとやっぱり２回ですよね、それ以上はちょっとね、難

しいと思うんです。 

今までは報告会を５月にやってたから、そのあと入れていけますけど、報告会も10月で

すから、その間に事前研修的に、リハーサル的ないろんなことを打合せをやっていきたい

と思いますので、皆さんの負担がかからないにして進めたいと思いますから、一応２回勉

強会をやるということで、これはもう目標的に決めておいてよろしいですか。 

  （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 じゃ２回行うと。あと日程ですね、いつごろ。 

副議長 ２回ということは、今年度ですものね、今年度っていうのは３月までですものね。 

だから、当然７、８月は講師の方に今からっていうのはなかなか難しいから、秋の10月、

11月と１月、２月ですね。 

10月は議会報告会があるから、11月ぐらいに入れられればいいのかなということと、１

月２月はまだこれからですものね。 

あと講師とか勉強の内容によると思うんですけど、私、ご参考までぜひ前の衆議院議員

の元三重県知事の北川先生においでていただきたいな、結構言えば来てくれると思います。 

早稲田マニフェスト研究所の名誉顧問にもなっているし、あそこが議会の改革度ランキ

ングってつくってるんですよ。あそこがつくってるんで、その大元の人ですから、別にラ

ンキングを上げるどうのこうのっていうよりも、ただランキングは我々も市民に対して説

明しやすいんですよね、数字的にね。 

こういうことで我々開かれた議会、住民に信頼される議会をつくってますよっていう部

分でいうと、その指標というのがやっぱり幾つもあって、確かにそれぞれやっぱり大事な

ことだから、議会報告会を開くとかね、いろいろ対外的に情報を提供するとか、そういう

のは必要なんで、どういった観点で今後の地方議会を進めていくかっていうのを、やっぱ

り大元の人に聞いたほうが一番いいかなと。そうすると１、２か月後っていうわけにはい

かないから、スケジュールを押さえるには、けっこう前、半年とか。 

１月、２月ぐらいにはそういう大御所の先生をお呼びできるような、本当は秋でもいい

んですけど。我々も最初の勉強会でいきなりそういう方に聞いて、そこから今後の方向性

を確認していくというのはいいと思いますから、そこらでどうかなと思いますけど。 

委員長 北川先生、あとは予算のほうですよね。 

次長補佐 議員勉強会の予算としましては、１回10万円で４回分は計上してますが、北川先生

の場合かなり有名な方ですので、どれぐらいかかるのかっていうのはちょっと聞いてみな



 - 20 - 

いと何とも言えないんですけれども、回数４回やらなければ、その分そちらに回すってい

うことはできると思いますけれども、ちょっと聞いてみないとというのはありますね。 

委員長 多分前回の研修で呼んでるし、ひたちなかとかでも呼んでますので、結構忙しい方で

すし、金額もね。ですからそれは調べてもらって、マニフェストスクールの関係で県内の

各議員を集めて、つくばで一泊研修やったりとかそれもやってるんですけど、それは各自

自分の政務活動費を使ってやってもらったのもので、これ先生についてはちょっと調べて

ください。 

ですから、２回となるといつごろ予定入れるか、日程を目安で決めていきたいと思いま

すね。１月２月。 

次長補佐 視察ということであれば、それを大体いつごろにするか。 

委員長 何を視察するかということもまだ決まってないんで、そうですよね、もし５月の今度

の議運のときに、ちょっと皆さん、視察先あればこれもちょっと検討して、ご意見いただ

ければと思います。 

ですから５月のときに、ちょっとこれ、視察どこか、県内でもいいですし、県外でも。

守谷、取手なんかは結構進んでやってますけど、県内だと。流山はね、改革で行って。 

ちょっとそれも皆さん頭に入れておいていただきたいと思います。 

一応勉強会については、１月２月の時期に１回、あと11月、一応２回行うということで

決定させていただいて、予定としては11月と１月２月のどちらかで行うと。内容について

は、まだこれから検討するということでよろしいですか。 

あと先ほど出た北川先生については、経費のほうを確認していただきたいということで

すかね。ここ18人で北川先生呼ぶときにはもったいないから、外をもう少し声かけるよう

になっちゃうと思うんですよね。 

議長 もったいないね、18人ではな。 

委員長 その辺もあるので、ちょっと金額を調べておいてください。 

これで勉強会のほうは進めさせていただきます。 

続きまして、ひとつ事務局のほうから追加でちょっと入れていただきたいと思います。 

次長補佐 それではお手元の資料で、１枚なんですが、前回の議会運営委員会からの引き継ぎ

事項についてという用紙をお配りしておりますので、そちらをちょっとお願いいたします。 

今回新たに議運のメンバーが変わりましたので、前回の議運のときに、去年ですね、視

察等も行いまして、今後引き継ぎ事項としていくつかまとめましたので、それをちょっと

読み上げさせていただきます。 

まず１点目が広聴広報機能の充実。これは市民にとってよりわかりやすい議会を目指し

ていこうという趣旨のものでございます。 

出た意見としましては、ツイッター、フェイスブック等での情報発信、それから市民の

声を聴く機会をふやして吸い上げて意見を政策提言につなげていけるような政策形成サイ
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クルの確立ということでございます。 

２番目が議会としての災害発生時の対応。災害発生時の連絡体制の確立、対応について

の事前の行動確認、訓練の実施など、それから地域の中で活動する際の那珂市議会として

統一した着衣を作成してはどうかという意見が出たところでございます。 

続いて、３点目が議会ＩＣＴの推進、ペーパーレス化、議事進行の視覚化などの観点か

ら、タブレットの導入などＩＣＴについての調査研究を行っていくということでございま

す。 

それから先ほども出ましたが、専門的知見の活用。地元にも大学がございますので、大

学等との連携によってそれぞれの分野の専門家の意見を聞くことで、議員それぞれが勉強

し政策提言が行えるような体制の確立。 

それから最後が予算決算の審議方法の検討。予算決算の審議について、市の会計全体を

把握できるような審議方法の検討、決算から予算への効果的な反映について検証ができる

仕組みづくりがあるといいかなという意見が出ました。 

最終的に前の議運の中では、一番上の二つですね、広聴広報機能の充実、それから議会

としての災害発生時の対応、こちらの２点をまず優先課題としてやっていこうということ

で話がまとまったところでございます。 

以上です。 

委員長 前回の議会運営委員会からの引き継ぎ事項ということで、ただいま説明がありました

ので、その中で二点ですね。 

広聴広報機能の充実、議会としての災害発生時の対応と、この二つがこの中の意見とい

うことで、説明ありましたが、この点について皆さんどのように、今後対応してきますか。 

まあ、ツイッター、フェイスブック等の情報発信というのは、皆さん既にね、よくフェ

イスブック等では個人的には報告的にやってますけども、これを議会として発信するとい

うことですよね。 

前回の議運の委員長がいますから、それを確認しながらと思うんですけど。 

副議長 おっしゃるとおりでして、上の二つを特にできるといいかなみたいな話がございまし

た。 

ツイッター、フェイスブックの情報発信などはやっぱり数多くの方にもっと議会をアピ

ールするというようなことで、今は広報編集委員会というのがありますけれども、広報編

集するだけの委員会じゃなくて、やっぱりその、もっと議会を対外的に情報提供する、発

信する機能はやっぱり議運と広報の中でも話をしながら、進めたほうがいいんじゃないか

というふうなご意見がございました。 

ちなみに今の広報委員会の中でもちょっとそういう話が今も出ておりまして、具体的に

いろいろとできなくはないよねという話が出ておりますので、ここは広報とのすり合わせ

が必要かなという感じがいたしております。 
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また二番目の災害発生時に関しては、これはもうまた先般熊本でもということもござい

ましたし、いつ何どきという部分がございますから、これは議運で埼玉県の富士見市に行

ったときにやっぱり、当然、本会議中にやはり被災したということで、議員の方も避難を

したわけですが、傍聴者の方もやっぱりおられたんで、そういうときにどういうふうに避

難をしていただくかというのがばらばらだったというところもあって、その後、震災対応

でそういうライフジャケットっていうんですかね、対外的に議員が動いてますよっていう

ふうなジャケットもつくって、一定期間活動したというふうなこともあるようですから、

まず災害発生時に関しては、執行部できちんと今職員も災害マニュアルができてますから、

それが議会としてどうなんだということでいくと、議会の地域防災計画版みたいな、議会

の行動マニュアルみたいなものもやっぱり早急につくる必要があるであろうというふうな

内容での話がございました。 

以上ですね。 

委員長 ありがとうございました。 

今、前回の議運の委員長ということで説明受けましたけども、この点については、今後

の課題ということで、ちょっといろいろ検討していきたいと思いますね。 

ここで皆さんどうするかということもあれですので、やはりこれちょっと宿題的にさせ

てきますけど、広報、広聴広報の機能ですね、やはり議運から発信ばかりではなくて、や

はり広報委員会等のそちらの専門も入れて、そういう発信するのも必要かなと私も思うん

ですけど、その点についてどのようにこれから皆さんも考えていくか、対応していかなき

ゃならないか、ご意見はいただきたいと思いますし、議会と災害のこの協定も議長ともい

ろいろ検討していかなきゃなんないんで、これについても今後の課題ということで、きょ

うここで、云々って決めていくんじゃなくて、課題とさせていただきたいと思います。 

それでよろしいですか。急にここでどうするかということもあれなんで、ちょっと検討

させただきます。 

では続いて、（４）のその他として、このたびの熊本地震とそれに引き続く地震活動に

対する義援金について議題といたします。 

この件に関しましては、中﨑議長よりお願いをいたします。 

議長 熊本の地震がなかなかおさまらないっていうことで、各市町村の議会が結構義援金を集

めて送っているという話がぼちぼち聞こえてます。 

那珂市としてどういうふうに対応したらいいか、ご意見を伺って、今議員会がなくなっ

ちゃいましたんで、お金のほうも皆さんにお返ししたということで、ありませんので、そ

の辺全協でも開いてやれればいいんですけれども、この議運でもって取りまとめというか、

案を練っていただいてですね、各議員さんに連絡をして、賛同いただける方には、もしで

きればそういうような形で義援金を給料から来月天引き少しでもして、それに賛同できる

方のお金を集めて、事務局から送っていただければなと、そういうふうに私のほうでは思
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ってますけども、後は、委員長にお任せいたします。 

委員長 ただいま議長より説明がありましたこの点について、どのように進めるか、皆さんの

意見をいただきたいと思います。義援金、どうですか、どのように進めていきます。 

皆さん、義援金を送るべきか送らないか、その点についてまずご意見をいただきたいと

思います。 

ほかでももう始まってるんですよね。 

議長 そうなんです。 

綿引委員 近隣市町村では、例えばどこそこではこのぐらいやってるとかっていうそういう情

報はありますか。 

議長 あります。 

日立でしたっけ、１万円かな。だから各議員さんが１万円ずつ出して送ってるとか、そ

れから那珂市なんかの場合、ちょっと局長とも話しながら行ったんですけども、今、議員

会のほうであれがないんで、１人当たり５千円ぐらいを目途にですね、天引きさせていた

だいて、賛同いただければ９万円ぐらいになりますので、そのぐらいでいかがかななんて

いう話はしてきたんですけども、皆さんのあれでもって１万円送ろうと言えば、１万円で

も結構ですし、その辺を決めていただければありがたいなと。 

委員長 義援金に対しては、どうですか、まずその了解を皆さん、問題ないですか。 

寺門委員 私は送ってもいいと思います。 

あと議員会がないので、議運のほうでまとめてですね、こういう趣旨で送りましょうっ

ていうことで呼びかけてもらって、相場的には５千円なのか１万円なのかちょっとわかり

ませんけれども、５千円なら５千円で集めていただいて、賛同してもらった方だけ送る対

象にということで。送ったほうがいいんじゃないかなと思いますね。 

周辺市町村の職員も募金集めて送りましたよという報道もね、毎日目に留まるような感

じになってますんで、那珂市としてもやっぱり議会としては、送ったほうがいいと思いま

す。 

委員長 はいほかに。 

送ったほうがいいということですね。どうですか。 

勝村委員 金額としては常総のとき、５千円でしたよね。 

次長補佐 過去に議員会で送ったものとしましては、横手市の雪害のときと、常総市の水害、

どちらも１人当たり５千円を送っております。 

近隣ですと、先ほどありましたように日立、それから、太田は１万円ということだそう

です。北茨城は５千円ということで決めたということです。 

委員長 常総市と横手市にも送ってるということですね。 

じゃ、義援金としては送るということでよろしいですか。 

あとは金額ですね。その金額を。今事務局説明ありました太田さん、日立さんが１万円
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で、北茨城さんが５千円、那珂市としては前回の横手市さんと常総市の水害に対しては５

千円ということですが、どうします、金額。 

横手市さん、友好都市やっていて５千円ですからね。地元、県内でもそうですから、じ

ゃ５千円でよろしいですか。これについてはね、送るということで、金額は５千円。賛同

される方ということでよろしいですか。 

強制はできないと思うんで、それについて、事務局説明お願いします。 

次長補佐 送り先に関しましては、全国市議会議長会のほうから、送金の口座の案内が来てお

りますので、そちらに送るという形で進めたいと思います。 

議長おっしゃったように議員会がもうありませんので、各議員からの義援金のほうは、

５月の報酬の５月20日の支払いなんですけれども、そこから天引きするような形ですと、

総務課のほうで差し引きをやってますので、大体５月の９日ぐらいには、総務課のほうに

依頼しないと間に合わないものですから、早速皆さんにファックスを送って、賛同しない

っていう場合には連絡いただければ引かないということはできますので、そういう形でフ

ァックスで流して、ご了解いただけるかどうかということで、ちょっと現金が集められな

いので天引きということになるかと思うんですが、手続上はそういう形になります。 

委員長 ただいまの説明の案でよろしいですか。 

副議長 ９日ぐらいの返事っていうと、明日からゴールデンウィークにずっと入ってしまうか

ら、長期でいなくなっちゃう人とか、事務所とかのＦＡＸで確認取れないとかそいうこと

ないのかな、見てないよとか、大丈夫ですか。 

次長補佐 ＦＡＸはきょう、すぐ送ります。 

委員長 きょう皆さんの決定いただければ、ファックスを送っていただいて、９日までですか

らね、連休一週間ずっと見ない人っていう人もいないだろうし、ですからそれでよろしい

かと思いますね。 

それではこの件に関しましては、全員協議会を開くいとまがないということで、本日フ

ァックスを各議員に送らせていただいて、意思確認を行い、全国市議会議長会の指定する

口座に義援金を振り込むことに決定してよろしいですか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 それではそのように決定をいたします。 

以上で議会運営委員会を閉会といたします。どうもご苦労さまでした。 

また宿題等もよろしくお願いいたします。 

閉会（午前11時46分） 

 

   平成28年６月３日 

    那珂市議会 議会運営委員会委員長 君嶋 寿男 


