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那珂市議会 議会運営委員会記録 

開催日時 平成28年５月25日（水）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：見直し内容について協議 

     （２）議員勉強会について 

        結果：障害者差別解消法についての研修を行うことに決定 

     （３）行政視察の受け入れについて 

        結果：７月に２議会の視察を受け入れることとし、対応議員を決定 

 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。 

大変お忙しい中、議会運営委員会に皆さんにご出席いただきまして、まことにありがと

うございます。 

陽気もですね、だんだん暑くなってきまして、北海道でも35度とか、猛暑になって、沖

縄と北海道が同じような気温になるような、今何か、気温の変化があるかなと思いますが、

どうか皆さん健康には十分注意していただいて、これから６月の議会がありますので、ど

うか注意しながら過ごしていただきたいと思います。 

きょうは、先日の議会運営委員会での宿題ということで、皆さんにお諮りをしていきた

いと思いますので、慎重なご審議をよろしくお願いいたしましてあいさつにかえさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

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ので、定足数に達してお

ります。 

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。 
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先日、熊本震災の義援金のことで皆さんにご同意をいただいたら、全員オーケーという

ことで、事務局のほうで取り計らって義援金を送っております。また後で連絡があるかと

思います。本当にありがとうございました。 

それから今委員長のほうから話がありましたように、今回、三つの会議事件があります

けども、慎重なるご審議をお願いしたいと思います。 

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。 

では早速、これより議事に入ります。 

（１）議会基本条例の検討についてを議題といたします。 

まず事務局から前回の協議内容についての説明をお願いいたします。 

次長補佐 それでは本日お配りいたしました資料で、前回の議会運営委員会での協議事項とい

う資料のほうをお願いいたします。 

まず１番目としまして、議会基本条例の検討についてということでございます。 

前回ひと通り見ていただいて、ご意見をいただいたものをまとめてございますので、ち

ょっと読み上げさせていただきます。 

まず１点目が、住民、市民、市民等の言葉の定義についてでございますけれども、こち

らについては、定義を明らかにすべきであろうという意見が出まして、市民は、那珂市在

住の人、市民等はそれに加えて、那珂市に通勤、通学している人と整理するのはどうだろ

うかというご意見が出ました。 

続いて、第８条の自由討議についてでございますが、こちらについてもっと明確なルー

ルを決めて活発に行うべきではないか。 

それから、委員会の人数がことしから少なくなったことがありまして、採決で同数にな

った場合とかですね、委員長が自分の意見を言う場合のルール化がされていないために議

事運営の難しさがあるというご意見がございました。 

常任委員会においての委員長の役目や運営方法等の活動原則を条例に盛り込んでもいい

のではないかというご意見。 

それから、自由討議を活発に行うために、議員がその訓練を勉強会等でやる必要がある

のではないかというご意見がございました。 

それから第15条反問権について、反問権の範囲、やり方等の内容をもう少し検討すべき

ではないかというご意見、それから専門的知見の活用については、条文の内容というより

は、今後活用できるようにしていくべきではないかというご意見がございました。 

それから基本条例の条文とは直接関係がない部分で、これからの検討課題ということで

ございますが、１委員会のメンバーか少なくなったことに関して、複数の常任委員会に所

属する仕組みを今後検討する必要があるのではないかというご意見がございました。 

こちらについては、その前の自由討議のところでも、委員会の人数が少なくなっている
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ことについて、議事運営上のいろいろ前とは変わった部分が出てきているということでご

ざいますので、こちらに関しては、委員会の人数をどうするかとか、現在の委員会の形に

なって、まだ３月の議会１回だけですので、これからもうちょっと委員会を重ねていく上

で、何か問題があれば、また議運で検討していただいて、委員会条例の改正とかそういう

ところも必要であれば、検討課題としていくような形になるのではないかなと思います。 

それから、議会の自己評価制度について今後検討してはどうかというご意見がございま

して、それをやる場合には、市民への公表というところまでやれるといいのではないかと

いうご意見がございました。 

議会基本条例に関しましては以上でございます。 

委員長 まず前回もありましたように、先ほどの説明の中の議会基本条例の中の住民、市民、

市民等という言葉についてどのように定義をするかということで、皆さんのご意見をちょ

っと伺いたいと思います。 

次長補佐 すみません、市民等という言葉の定義につきましては、前回お配りしています基本

条例の説明つきというものですね。 

こちらもホームページのほうでは、基本条例の原文と合わせて公開しているものなんで

すけれども、こちらの第５条のところに、市民等という言葉に関しましては、説明書きと

して市内に居住、または市内に通勤通学をしている人を含むというような説明がされてお

ります。 

基本条例のほう、ほかの市議会とかにしても、こういった形の条文の解説の中で、言葉

の定義をしているところが多いというのが現状でございます。 

以上です。 

委員長 資料というか説明を見ながらですね、皆さんのご意見をいただきたいと思います。 

皆さんのご意見いかがですか。 

寺門委員 市民等という言葉の定義、説明についてはですね、やはり解説ではなくてですね、

条文できちんと定義という項目を設けて、例えば住民は何々ですよ、市民はこういうこと

ですよっていうふうに、あるいは市長等とか、理解がですね、住民の理解、市民の理解が

幅広くなるというふうに想定される場合には、はっきりうたったほうがいいというふうに

私は思います。 

よその自治体の例でもですね、少ないというお話ですけれども、あえて解説という言葉

よりはもう明らかに理解が幅広くなるという場合については、定義で説明したほうがいい

というふうに考えます。 

以上です。 

委員長 ほかにありませんか。 

寺門委員は、条文の中で説明を定義としてきちんとうたっていったほうがよろしいんで

はないかということですね。 
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副議長 ちょっと確認ですが、今の基本条例の中で、住民、市民、市民等と三つあるわけで、

それを明らかにすべきという話が前回出ておりましたので、きょうその流れなんだと思い

ますが、市民等は、そういう通勤通学している人含めてということで、今でもそういう説

明がありますからそれでよろしいと思いますが、要は市民と住民の違いのほうですよね。

多分今言っているのは。 

ちなみにその今の条例で住民と書いてあるのは、どこだっけ、一カ所だけだったっけ。

前文ですね。これは例えば、あえて住民と市民って使い分けする必要があるのかなと。 

ほかの条文はみんな市民ですよね。前文だけ住民が出ているということですよね。違う

んでしたっけ。前文だけですよね。 

委員長 外は全部市民です。 

副議長 であれば、同じような言葉が三つ出てるから紛らわしいというのであれば、前文の住

民っていう部分は市民と、もう変えてしまって、でも前文でも市民って出てるんですよね。

今見たら、一番最後の段落の那珂市議会は市民の意見を市政に反映する云々ということで

市民という用語も出ているから、混在してるんですね、前文の中で、住民と市民が。 

次長補佐 この最後のところ、市民って書いているのは、主語が「那珂市議会は」っていうこ

とになっていて、那珂市議会限定なんですけども、その上の部分は、「地方議会は」って

いう主語になっているんですよね。 

だからその辺で、すごく広い意味での地方自治法上の住民っていうような言葉を使って

いるので、そこを分けているということのようなんですけれども、あまりこの広い、その

地方議会全体がどうなのかっていうことを前文に入れているところは意外と少なくて、「那

珂市議会は」って市議会が主語で始まっているところが多いので、そういうところはすべ

て市民に統一されているんですけども、この前文が、ちょっと全体の話をしてから那珂市

議会の話になっているので、そこをちょっと、地方自治法上のものと区別しているような

んですけれども、主語の問題だと思います。 

副議長 はい、わかりました。 

その意味合いで私もそうだと思うんですが、広く一般論としての、この文章の中では、

市民というよりは住民というほうが座りがいいから、住民というふうな部分をここでは持

ってきてるんだというふうに、この文章の段落で思いますけども、そもそも住民と市民と

市民等って三つ、明確に定義すべきなのかどうかっていうのは、ちょっとどうなのかなと

いう感じはしますが、せめてすっきりするのであれば、住民の中にはね、この文言を気に

する住民もいますから、であればちょっと前文自体を見直して市民だけにできないのかな。 

ただこれは条例の制定ですから、これは見直し自体はできると思いますが、ただする必

要があるかどうかは、また検討の余地だと思いますけど、市民にできれば統一したほうが、

市民と市民等の二つだけに統一したほうがいいのかなっていう感じは私はしますけどね。 

あえて条文で市民と市民等という部分の説明をする必要は、ちょっとそのないかなって
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いう感じはしております。 

とりあえず以上ですね。 

寺門委員 多分これ、条例については、前文については、改定、見直しってこれできないんじ

ゃないですかね、法的には。 

これちょっと調べないとあれなんですけれども、ここにその紛らわしい、市民と住民と

が二つ入ってるんで、これは市民に直すということができないんであれば、私はだからあ

えてね、一応住民とはこういうことですよ、市民とはこういうことですよっていうふうに

言っておいたほうがいいのかなという気がするんでですね。 

どうなんでしょうね、解説でわかるといえばわかりますが、そこまで読む人がいるかど

うかっていうのもあるんですけれども。 

綿引委員 あのね、ちょっとこれ今、電子辞書で見たらば、住民ってかなり重い。内容が。 

市民等っていうのは当然、市民以外に通勤通学、あるいは出身地とか、いろんな意味が

こもると思うんですけども。 

だから、寺門さんは先ほどちゃんと定義したほうがいいっておっしゃいましたけど、定

義しちゃうと、これもまた問題なのかなっていう気がするんですよね。だから、もし定義

するんであれば、もう少し慎重に検討して定義すべきかなと思います。 

以上です。 

副議長 ちなみに今、議員間討議でありませんが、綿引委員、どんな感じで出てました、今の。 

綿引委員 住民、市町村の区域内に住所を有する者、同時にその市町村を包括する都道府県住

民でもある。 

人種、国籍、性、年齢、行為能力の如何を問わず、自然人、法人を問わない。 

住民は、法律の定めるところにより、その属する都道府県及び市町村の役務の提供を等

しく受ける権利を有し、その負担を分担する義務を負う。（地方自治法第10条） 

また、住民は住民監査請求権、住民訴訟を提起する権利を持ち（242条、242条の２）、

さらに日本国民である住民は、その属する地方公共団体の選挙権、被選挙権、条例の制定、

改廃請求権、事務の監査請求権、議会解散請求権、主な公務員の解職請求権を持つ。（11

条から13条）これは、ブリタニカ国際百科大事典というやつには、住民という項目はこん

なふうに出ています。 

副議長 個人と法人を問わないの。法人も住民に含まれているんだね。法人も入るのね。そこ

はかなり違うね。市民となると一般人でしょ。住民となると法人も入るんだ。 

寺門委員 住民は要するに権利が全部あるという話。 

今綿引さん調べていただいたように、権限は広くあるということなので、例えばこれ住

民投票条例ですとか、そういうことになると、住民ではなくて、市民とあらかじめ限定を

するというのは、通常、今住民投票条例を制定してるところはそういうふうにしてますけ

れども、これは選挙権がない人はだめですよっていう話なるんでですね。 
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住民の場合はすべて含まれますので、ですからこの辺の違いはやっぱり、どのなのかな、

ちょっとそんな難しくね、定義することはないんでしょうけど、ただ基本だけ載せておく

のがいいのかなというのはあるんで。 

副議長 そうなると、市民とか市民等と分かれていますが、住民というのは、それも全部包括

しちゃうのが住民なんですね、きっとね。 

どちらかというと、市民っていうのは、限定した那珂市に住所を持ってる人で、市民等

は例えば水戸やひたちなかの人でも那珂市に勤めているとか通勤してる人を含めるのであ

って、さらに住民は、那珂市内の企業も含めて全部なっちゃうのね。 

三つやっぱり確かに意味は違うんだ。意味が違うんだね。 

意味は違うんだけど、それを条文にどこまでどう盛り込む必要があるかとかそういうこ

とになるんでしょうね、議論としてはきっとね。 

なかなかちょっと難しいですね。慎重に議論する必要があるかもしれないですね。 

委員長 あと市民と市民等。市民等の場合には先ほど遠藤委員も言ったように、通学してる、

これから特に18歳からの選挙権がくれば、そういう方も権限が出てくるだろうし、だから

通学、通勤等してる方も対象になりますね。 

特に今請願、陳情なんかの受け付けは、市外の方からも入ってきている、そういう事情、

実態というか、今そういうのも行われてるんで、その辺も含めて、逆に市民と市民等をき

ちんと、市民等というのはですから、勤めてなくても市外の方でもそういう条例、陳情請

願を持ってくる方もいるから、その辺をちょっと踏まえた中でご意見いただければと思う

んですよね。 

先ほどの説明の中にもありましたように市民の意見陳述の中でも、市民等からの提出さ

れた請願、陳情でも、市民等以外の方かたからも、受けてますからね今ね、その辺も踏ま

えてちょっと市民等はもっと広く、少し幅広くなってもいいかなってね、なってきちゃい

ますよね。請願、陳情受けてるわけですから。 

須藤委員 住民と市民、内容的には同じようなものだろうけど、なかなか紛らわしいよね。 

結局住民、市民ってやった場合に、住民、市民ってどういうことなのって、そういう話

になっちゃうんで、私が思うのには、これは一本にしてもいいんじゃないかなっていう感

じがするんだけどもね。 

住民、市民を一つにして、市民等を市民等で、そういう形で定義をやってったほうが、

すっきりするような気がすると思うけどもね。 

紛らわしくなっちゃうと思うんだな。私はそういうふうに思いますけど。 

副議長 逆にいうと市民等が入っているのは何条なんだということなんだよね。 

大体が市民でしょ。市民等が入っているのは第５条、あと第９条もそうなんだよ。それ

は市民以外からも声を聴くという条文の内容なんでしょ、きっとね。あとはみんな市民だ

よ、きっとね。 
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９条と５条、５条は意見陳述、請願、陳情だから、これは市民等ということで幅広く設

ける必要があるよね、市民等のままでいいよね。 

綿引委員 前文の中にも、住民、住民と言っているんだけど、１カ所だけ市民っていうのが入

っているんだよね。 

副議長 市民は３カ所あるんだよ。下から２行目の「市民」と、５行目、それから７行目から

８行目にかけて。 

寺門委員 前文は、多分法制的には訂正が不可能だという話だと私は理解していたので、それ

はちょっと確認していただいて、変えられるのであれば、市民へというふうに統一しても

らえば、それで問題はないと思うんですけれど、多分これ条例はだめなんだよね、前文は。 

条項については、改定、追加、削除はかまわないですけれど、前文はだめなんですとい

う話を聞いたことあるですよ。私も一回は変えようということで話をしたときに、それは

法的に無理ですよっていう話なので、ちょっとまだそこまで詳しく弁護士さんとかには聞

いてはいなかったんで、それがなければ、住民を市民に変えれば。 

地方自治全体をあらわす場合はやっぱり住民はどうしても必要になりますんでね、言葉

としてはね。住民自治ということになるんで。 

委員長 多分基本条例を作成するときのこの前文で、いろんなものを入れて、最初に。そして

そのあとに「那珂市議会は」っていう形でつくったから余計とその住民にっていうのが入

ってきたと思うんですよ。 

さっき事務局が言ったように、「那珂市議会は」って入っちゃえば、別にそれは問題は

なくそのままでいいんですけど、その前文として今までの形としては、そういうものを入

れてつくってきた経緯があるからこういう形になったんだと思うんです。 

委員会にいたときに作ったわけですから。 

寺門委員 たたき台があって作ったのはね、あるでしょうけど。 

委員長 ただちょっとそういう面で、訂正ができるならば、そこをちょっと確認してもらって、

その時にできるならばそこを訂正して、市民という形にするか、ただそれが住民じゃない

とどうしてもおかしいというか、文面的に、あとは縛りがあるとか、そういうのがあれば、

このままにするほかないですけど。その点をちょっと確認をさせてもらうと。 

議長 こうやって読んでみると、違和感はないんだよね。違和感はないの。 

ただそれをここの何条だっけ、市民等、５条だっけ、ここに住民、さっき騒いでた住民、

市民、市民等の説明を入れて、我々がそれを上手に理解していればそれでいいんじゃない

のかなと思うのね。 

要するに、これを無理して、前文を直したりなんかしたら、やっぱりおかしいと思うの

ね。住民と市民を使い分けしてるよね、要するに地方自治法と那珂市市議会を。 

だから、これはこれでいいとして、住民、市民、市民等の説明のところをきっちり、さ

っき綿引君が言ったように住民というのは要するに団体なんかも含まれる、あるいは企業
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なんかも含まれるというふうな、あるいはそういった一般的な権利を有するというのは、

そこまで説明して、それで、この中でいう、我々の基本条例の中では市民と市民等ってい

うので使い分けていけばいいんじゃないのかなと思うんだけど。あんまり難しく固く考え

ないで。 

それで何かがあれば、また変えていくというぐらいの感じでいいんじゃないかな。 

委員長 議長は条文の中で説明をしていくといういう形でいいんじゃないかと、寺門委員は、

条文に定義として入れるべきだっていう話ですものね。そうすると、二つ分かれてきちゃ

いますね、その点で。 

そうすると、やはりきちんと説明するのにも、条文の中で説明としてその市民、住民、

市民等の説明を入れると。議長の今の意見ですけど。 

それと、先ほど寺門委員が言ったように条文から抜いて定義として、きちんとそれを説

明したほうがいいんじゃないかという二つで、進めるほかないかと思うんですけど。 

そうなると、一応先ほどちょっと訂正ができるのならば調べてくれとお願いはしてます

けど、そこまでしなくてもというのもありますが。ちょっとその辺は確認をしていただい

て。 

この点についてどうします。あと少し、そうすると状況を確認しながらでよろしいです

か、まだここで結論を出さないで。 

     （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 この住民、市民、市民等については、ちょっと課題ということまた検討させていただ

いて、事務局のほうでも調べていただいたり、またその辺で意見をまとめていきたいと思

います。 

すぐここで改正する云々じゃなくて、いろんな意見を聞いて、いい方向で取りたいと思

いますので、その点については、そう進めさせていただきます。 

続きまして、この第８条自由討議について、もっと明確なルールを決めて活発に行うべ

きではないか。 

この点についてはどうします皆さん、先ほども委員会が６人体制になって、意見が少な

くなってきてるんではないかという声も前回の委員会のほうでは出てましたけれども、ス

タートして、まだことし１回目の議会、これから２回目の議会がありますけども、前回教

育厚生なんかは、６名の中でも、活発な意見を委員長が引っ張り出しながらした経緯はあ

りますけど、この点について、皆さんのご意見、今後どうするか、ルール化したほうがよ

ろしいのか、その点についてちょっと確認させていただきたいと思いますが、皆さんの意

見をお願いいたします。 

副議長 やっぱり決まってないと、実際どうやるのかなっていうところがあると思うので、あ

る程度アバウトでもルールはあったほうが運用はしやすいのかなというふうに思います。 

それがほかの議会ともちょっとそのいろんなやり方を研究する必要があるとは思うんで
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すが、例えば、議員はやっぱりその委員会や、全協もそうですけども、執行部から説明を

受けて、それに対して質疑を行って、またその執行部は答弁をして、それに対して質疑を

行ってってその繰り返しが基本的にメインでしたよね。 

だからその委員会のメンバーの中で、情報を得た上でこれをどういうふうに結論づけよ

うかっていう話し合いが本当は必要な場面が今までもきっとあったでしょうが、どっちか

っていうと委員長もそれを取りまとめる手法として、暫時休憩、休憩でコーヒー飲みなが

ら、じゃどうすっぺ、こうすっぺって、そういう部分もあったと思いますが、そういうど

うすっぺ、こうすっぺ、この部分がやっぱり本来は、何でこういうふうに決まったかって

いうのをきちっと公に出す、説明責任を果たすという意味で、そこがやっぱり大事なんだ

と思うんですよね。 

そこが、議員間討議ということで、こういうことで決まりましたっていうのを我々は地

域に出ていって、議会報告会やるときに、そういった部分が求められると思うので、その

議員間討議は当然必要でしょうが、質疑は終わりました、ここからは議員間討議に移りま

すとか、自由討議に移りますとかって委員長の発声があってから始めるよとか、これにつ

いては、執行部にはあまり答弁を求めなくて議員の中で集約できるように努めるよとか、

何かしらのルールは、一定のルールはあったほうがいいとは思うんですが、ただ具体的に

どこまでルール化できるかっていうのがちょっと私も、今のところ妙案はないんですけど、

一定のルールはあったほうが運用はしやすいと思います。 

委員長 副議長の意見は、議員間討議の中で、委員会の進め方のルールですね、最終的なまと

め方、それについてもきちんとルール的なものをつくってあると進めやすいんではないか

ということですよね。 

ほかにございませんか。 

寺門委員 先ほど副議長のほうからもですね、委員長としての進め方も含めてという話があり

ましたけれども、やはりそこも必要になるのかなという気はします。 

６名の委員構成ですので、委員長１名で残り５名ですね、ルールによると委員長は、発

言の場合はもう委員長席から外れて、委員席で発言と。その質疑が終わるまでは、戻っち

ゃいけませんよというのもありますんでですね。 

そうなると進行が成り立たないので、質問したいこともあるんだけれども、それは委員

さんのほうに任せると。こういうことを聞いてほしいというのは、あらかじめだから委員

長については、どなたかに依頼をして言ってもらうというようなことも必要になるのかな

と。 

そういう意味ではある程度そのルールづくりというところで、基本これがそうだろうと

いうところはちょっと難しいと思いますけれども、実際に委員長とするとどうぞご意見、

質疑何でも言ってくださいという話になっても、出ない場合はやっぱりこちらから言わな

くちゃいけないんで、その辺は、今までの委員長としてのルールはある程度無視してとい
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う、外野から大分批判はあったようですけれども、こないだの議会についてもね、委員長

発言については。質問ばかりしていいのかというところもありましたんで、やはりそこは

ある程度変えていく必要があるのかなっていうのはあるんですけどね。 

より議論を深掘りするのと活発にするのと両方やっぱりやっていかなくてはいけないと

思いますんで、事前準備も含めて、こういうことをやっていきましょうよっていうのは必

要だと思います。 

綿引委員 確認なんですが、採決で同数になった場合などっていうのがここに記載されてます

けど、とりあえず委員長は、採決には入りませんよね。 

委員長 同数の場合がある。 

綿引委員 じゃ、３対３というのがあるわけですね。 

委員長が入らないと５人だから、３対２ていうことで。 

寺門委員 欠席の場合があるんです。 

綿引委員 やっぱり同数はあり得るんですね。 

じゃやっぱり同数のときどうするかっていうのは明確化すべきだと思います。 

委員長 これちょっとまだスタートして、６人体制の委員会でスタートしてきたのは、まだ今

回からですから、あと少し皆さん、各委員会で議論した内容をちょっと確認しながら意見

をいただいて、どうしてもやはりここで必要だというようなときはまた、議論していった

ほうがいいと思うんですよね。 

これもやはりここで、ルールどうしようってことじゃなくて、今やはり寺門委員が言っ

たように、委員長がちょっと意見言いすぎるとかそういう声が出た、でもそれに対して委

員のほうにちょっと振っておこうかとか、そういう体制をつくっていってもという方法も

ありますから、スタートして、今回６人体制ですから、今綿引委員が言ったように、同数

のときとか、そういうのもあります。 

そういう状況も出てくると思うんで、ちょっといろいろこの後、６月の定例会を見なが

らも、ちょっと検討して、課題とさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。 

議長 確かに委員長は、その委員会の運営を上手に仕切らなくちゃならないんだけども、今言

ったように各委員会が、委員長、副委員長を抜くと、もう２名ずつ４名しかいないわけで

すよね。 

これね、議員さんの質問とか意見がいっぱい出ればいいんですけど、やっぱり委員長も

その中の一人ですから、ある程度の質問は、これは押さえない、やっぱり委員長でありな

がらも、やっぱり議員の一人なんで、ましてや勉強している専門的な委員会なんかになっ

たときには、ある程度、執行部が少し委員長は言い過ぎると言っても、これは仕方ないと

思うね。 

かえって活発な質問をしていったほうがいいのかなと私はそういうふうに思ってますん

で、よろしくです。 
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委員長 今議長からですね、質問は委員長も踏まえて入れるべきということで、活発な委員会

の意見を出していただきたいということで、そういう中の希望ということですね。 

やはりその下先ほど説明の中で、１委員会メンバーが少なくなったことについてもちょ

っといろいろ検討していただいて、今後複数の常任委員会の所属との組み合わせとか、そ

ういうのも課題に検討していかなければならなくなるかもしれませんので、その点につい

てもいろいろと皆さんのほうで、各委員会でちょっと様子というか流れを見ていただけれ

ばと思います。 

活発な意見を各常任委員会、言っていただけるように進めていただければということで

お願いをいたします。 

続きまして、第15条反問権について、反問権の範囲、やり方等の内容をもう少し検討す

べきではないかという意見が出ましたけど、それについてはどうですか、皆さん。 

意見としてはどうですかということですけど、何かあれば。 

寺門委員 反問権についてはですね、条文に書いてあるとおり、本来の反問で使っていただけ

ば問題ないと思います。 

これは執行部に対してもきちんともう一度説明をする必要があると思いますね。 

質問に対しての質問ですから、それを超えた場合は議長権限で、それは違いますよと、

はっきりジャッジをして、正しい反問の姿に戻すと。それ以外は受け付けないというぐら

いの厳しい、厳しいというか本来の議事運営をすれば、何ら問題ないと思います。 

今まではちょっとそれが違う形でですね、本来の反問じゃない方向に行ってしまいまし

たので、当然それは軌道修正しなくちゃならないんで、それをきちっとやれば問題ないと

思います。 

改めて私は注意が、我々議員のほうもそうですし、執行部に対しての説明がもう一度必

要だと思います。 

以上です。 

委員長 ほかにありませんか。 

寺門委員は、従来どおりの反問権で進めていただければということで、流れがちょっと

変わった方向になった場合は議長が修正をするという形でいけばよろしいんではないかと。 

今までも質問の事項がね、内容がちょっと違ったのがあったので、そういうところは注

意していただくと。 

寺門委員 本来ならそれは違いますよと言ってもらえればいいんですけど、それを受けていま

すから。 

副議長 確認です。反問とは何かっていう事なんですよね。それをもう一度議会と執行部で確

認したほうがいいのではないかと。 

反問って何っていうとこですよね。それがわかってない。もしくはやっぱり不明確なん

だと思うんですよ。 
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だから実際運用して３年ぐらいたちましたでしょうけど、今までの経過を見ると反問、

あくまで我々が付与したのは反問権であって、質問権、一般質問権では当然ないわけです

から、反問ってじゃ何かっていうと、どうなんですかね、いろいろとその幅広い、人によ

っては幅広い解釈があるようなんで、ある程度少し今後の議論の中で統一していく必要が

あるのかなとは思うんですが。 

例えば議員が質問した内容とか言葉とか、言いまわし方とかについて、よく執行部が意

味がわからなかったと、それはどういう意味ですかと、こういう意味ですよねというふう

に尋ね返すのが反問なんだと私は思ってるんですが、ですからそれをほかの議会の議事録

なんか見ても大体そういう使い方をしているようなんですね。 

なのでその程度なんだと私は思っていて、だから改めてまた四つ質問しますみたいな、

そういうことが反問の範疇を大きく逸脱しているのであろうと、そこらのところで、ただ

これはその場そのときで出てくるものですから、何ともこれは質問してる議員はなかなか

難しいので、議長のやっぱりそこで裁量なのかなと、これは反問の範疇なのか、反問の超

えているのか、それによってそれは、執行部だめよと。それは反問じゃないですよという

ふうに止める権限は当然議長にあると思いますし、それを反問の範疇だということであれ

ば、それは議員もちゃんと答える。答弁する義務があると思います。 

実際そのときその場で出てくる判断は議長にゆだねるしか最終的にはないと思いますが、

ただせめて事前にその反問の範囲、範疇はちょっと議会の中でも、執行部の中でも統一し

ておく必要があろうかなと思ってますが、どうでしょうか。 

委員長 そうすると反問とは何かと、きちんともう一度確認を、執行部もそう、議員もそうと

いうことで確認していただくということで、それでよろしいですよね。 

きちんとこれは何かっていうことをきちんと皆さん理解してくださいよということで、

もう一度各自勉強っていうか、その辺も確認していただければということで、 

副議長 執行部に申し入れをしておくべきだと思いますね。こういうことが反問だと。それ以

外は議長は止めるよと。それは受け付けないよと。そういうだけの文言は必要だと思いま

す。 

須藤委員 しっかりと内容を聞いて、内容が今のとちょっとずれてるよと、やっぱりきちっと

議長がそういう判断をしていかなくちゃならない。我々こっちにいる議員さんは何もでき

ないんだから、今言われたようにこの内容について反問ですよっていうのを、反問ですよ

と言っても内容を聞いてみて、おかしいなと思ったらやっぱり議長がね、議長の裁量でき

ちっと止めないと、とんでもない方向に進んでいってしまうから、それはやっぱり議長の

判断だろうな。 

副議長 もう一つ、前回の議運でちょっと何点か出ていた意見を思い出したんですが、ちょっ

と少しこう軌道修正しなきゃいけない状況になったときに、議運で少し話が出ていたのが、

ぽんぽんぽんぽんと言葉が続いて、ヒートアップになる可能性があるから、一旦一旦市長
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がこう聞いたものに関して、議長が、これはこういうことですかって一回一回確認して、

議員が答弁したらば、そういうことなんだけども、そういうことでいいですかって、議長

が一つ一つ間に立ってちょっとワンクッションを置くようにすべきだっていう話も出てお

りました。 

それから、あとこれは決まったかどうかは別として、意見としてあったのは、反問も何

でそれを聞くのかっていう理由をつけて反問してほしいっていう意見も議運の中で出てお

りました。 

これはちょっと今後、それを決定するかどうかは別として、一応前回の議運でのそうい

う経緯はありました。議論の経緯はありましたということで一言だけ。 

委員長 反問権についてはですね、先ほどお話が何度も出ているように、反問権が起きた場合

には、議長の裁量と、あとは先ほど遠藤副議長からも話があったように、執行部にはきち

んと、反問権の意味的なものもきちんと伝えて理解していただくということでもう一度、

その確認をさせていただくということでよろしいでしょうか。 

あとは今までの流れ的にはきちんと反問の内容等については、今までどおりの中で行っ

ていきたいと思います。 

それでよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 ではそれで進めさせていただきます。 

続きまして、先ほども話を渡しのほうでもさせていただいた、１委員会のメンバーが少

なくなったことに関しての複数の常任委員会所属の仕組みの今後の検討ということですけ

れども、これについては、今後少し流れを見ながら、状況を判断していきたいと思います。 

ですから皆さんの議運のときの意見で、こういう状況だとかそういう報告もしていただ

ければ、それで今後の進め方を考えていきたいと思いますが、その方向でよろしいですか、

これについては。 

  （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 あとですね、議会の自己評価制度について今後検討する必要があるのではないか。 

自己評価を行うのであれば市民に公表するところまで行うべきだという二つの意見があ

りました。 

これについてはどうですか、皆さんの意見。 

寺門委員 自己評価についてはあれですよね、議会全体と議員個人と両方入ると思うんですけ

れども、確かに議会基本条例ができて、その基本条例の各条項にのっとって、きちんと議

会活動ができてますかっていうのから始めるほうがいいと思うんですけど、それをそうた

くさんもできないんで、議員が変わったときには、当然この議会基本条例というのは、見

直しが義務づけられてますんで、見直しをしますけれども、１年間一遍やっていくのがい

いのか２年やってみてどうなのかっていうところを、まずはとっかかりとして見ていった
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ほうが、もし進めるんであれば、そこからいろんな課題が見えてくると思いますので、そ

れを頭に入れて、とりあえず活動するのがいいんじゃないでしょうかというところですね。 

委員長 前回も資料の中でですね、いろいろ、議員研修をいつ行ったとか、報告会を何回やっ

て、こんなふうだったとか、ちょっとこういう資料つくっていただいて、それをに対して

いろいろ自分たちも評価をしていく、これを見ながらちょっと反省をするとか、そういう

のも一つの評価的にしていくものかなと思うんですよね。 

ですから、議会全体だと報告会とか、やはりそういう勉強会だとか、そういうのもある

し、議員個人としてどこまで進めているか、こういうのを見ながらチェックしていくとい

うのも一つ、これはやはり年に一回ぐらい委員会の中で検討したりとか、チェックをして

そういう意見を聞くのもいいのかなと思うんですけど。そういう形で進めてみるといいの

かなと思いますね。 

今回もこうやって資料つくっていただいた中で、今後どういうふうに勉強会をするかと

か、そういう意見もありますので、そういうのを参考にしながら、年に一回は委員会の中

で検討、チェックするのも必要かなと思うんですけど、あとは寺門委員が言ったようにや

はりそういうものを見ながら、方向性を決めていくというのも必要だということで。 

その他にありますか。 

副議長 これ前回私がちょっと申し上げた内容でして、これは所沢市議会でやってた自己評価

をイメージしてお話をして、所沢でやっていたのは、先ほど寺門委員がおっしゃった、基

本条例、議会基本条例がちゃんとやれていますかどうかっていう評価をしてたということ

ですね。 

なので、まさしく、何を評価するといったら、まずこの議会基本条例第１条がちゃんと

できているか。〇、×、△、□なんですよ。 

第２条ができてるか、〇、×、△、□です。 

第３条はどうか、これなんです。条文です。 

条文をそれぞれ自己評価をしてちゃんと那珂市議会がそれぞれの条文の理念に基づいた、

活動ができていますかっていうの評価していたんですね。 

我々からしたら議会の評価といったら、この議会基本条例しかもうありませんと断言し

ていました。基本条例ができてるどうか、やれてるかどうかなんですよと。 

なので、条文でそれぞれ我々で自己評価をし、その評価表をつくって、ネットなどで公

表して、議会自体がまず自分自身としてどういうふうに進んでいるのか、考えてるかって

いうのを市民に幅広く知っていただくと。 

そういうふうなある意味市民との情報交換のツールとしても自己評価表を使っていたと

いうことなので、まずは議会って何考えてんの、どういうことを目標としてるのっていう

のを市民に知っていただく意味でも、この基本条例を条文どおりちゃんとやってるかどう

かを、毎年、本来毎年がいいんでしょうけどね、慣れないうちは２年に一遍とかね。 
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評価をしていくというふうなことで、いいんじゃないかなと思っておりまして、ですか

らまずはこれ、この体制で２年、やりますから、２年の中で評価体系を勉強しながら、我々

のこの２年終わったときに、それぞれこの基本条例の条文のそれぞれが、自己評価として

どんなものなのかって公表できるように、今後、進めればいいかなというふうに思ってお

ります。 

委員長 はい、わかりました。 

基本条例をもとに自己評価をしながら、この２年間、遠藤副議長の話では２年間の中で、

それを市民に報告できれば、そういう方向性で考えていきたいということですよね。 

個人の考えね、そういう考えだということですね。 

ですから今ここですぐそれを結果を云々ではなく、そういうものに向けて進めていくと

いう形でよろしいんですかね、そうするならばね。 

各やはり自分たちの評価を基本条例をもとにしていくと。それで、前進していくという

流れで。 

じゃ、そういう形で今後進めさせていただければと思います。 

基本条例、その他何か、皆さんに宿題ということで出させていただいて、何かここでち

ょっと検討とか、また意見を付け加えたいというのがあれば、皆さんの意見を伺いたいと

思いますが。 

じゃもう一つ、専門的知見の活用について、今後大いに改革すべきだということです。

これについて。 

副議長 これに関してはですね、どこかやっぱり大学と、議会として、那珂市議会として提携

しましょうと。そういうふうなもうイメージでございまして、市、行政機関、執行部とし

ては、いろんな審議会を持ってるわけですよ。市内のいろんな各種団体の長を集めた審議

会が幾つもあるわけ。10いくつも。 

そんないろんな答申をもらっていろんな意見を集約して計画をつくったり進めているわ

けでして、議会はそれが今ないですね、我々議員もそれぞれ勉強しているとはいえ、やは

りそれぞれがその道の行政の、農政のプロ、教育行政のプロではない。やはりいわゆる一

般市民の代表として出てきているので。 

だからそういう行政のいろんなその提案、議案についてしっかりと住民の目線で我々は

物申していくわけですが、そこにやはり専門性もやはりこれから必要であろうということ

で、これはそういった意味での専門的な知見を活用するということですが、やっぱりまず

手っ取り早いのは大学と提携をすることだと思ってます。 

そういった意味では今いろんな議会、地方議会、単独市町村議会がね、大学と提携して

います。具体的にどこがいいかっていうのはもう検討に入って、那珂市議会がこの大学と

提携しているよっていうのは、これはまだ県内でも、そんなに例がないと思いますから、

ぜひ先陣切ってというか、県内でもトップランナーとしてですね、そういったものも議会
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はやるよというようなことで積極的に動く必要があるんではないかなという思いで、前回

お話をさせていただきました。 

委員長 遠藤副議長からはですね、議会と団体ということで大学との提携することによって、

いろんな住民等の目線を踏まえた意見をいただき、そういうものを今後の課題、勉強をし

ていくという方向性をしていくということでどうかということですね。 

寺門委員 私もやっぱり大学とのですね、業務提携っていうか、シンクタンクとしてやっぱり

利用をしていきたいなというふうに思っています。 

というのは、いろんな専門性が要求されますんで、１人では到底カバーできませんです

し、18名の議員の方がいらっしゃるんで、それぞれ各専門はやはり違うと思いますので、

それぞれのエキスパートでやっぱりきちっと執行部と対処していく、あるいは市民に対し

てですね、政策提案をしていくということが要求されてますんで、まさに、遠藤議員おっ

しゃるように必要だと思います。 

早目に提携をして、進めていったほうがいいのかなと。法政担当もそうですし、あるい

は、いろんな地方行政の分野もありますし、農業、工業、６次産業の専門家もいますので、

大学は今地方自治体へのそういう活性化ですね、あとは議会運営についても改革、あるい

は活性化について、いろんな教授が売り込みに出てます。実を言うと東京大学もですね、

盛んに売り込みしてます。 

ですから、どの大学というのはこれからの検討になろうかと思いますけれども、早目に

提携したほうがいいなというふうに思います。 

委員長 ただいま寺門委員からもですね、大学との提携を進めるべきだという意見が出ました。 

ほかの委員の皆さん、どうですか。 

これについて、いろいろこれからまだ調査をしなきゃならないし、いろいろ調べなきゃ

ならないと思うんですけど、今寺門委員、遠藤副議長からもその話が出ましたけど、この

辺についてちょっとまだ調査はするべきだと思うんですね、いろんなものを。 

ですからこれについてちょっとうちのほうでも調査させてもらって、いろいろ調べさせ

てもらってよろしいですか。内容、それから大学もただではないと思うし、いろんな経費

もかかってくるだろうし、そういう面でもうちょっと調査させてもらうということで、こ

れについては、調査ということでさせていただきます。 

ほかにございませんか。 

なければ暫時休憩をします。再開を11時10分といたします。ご苦労様です。 

休憩 （午前11時０分） 

再開 （午前11時13分） 

委員長 再開をいたします。 

それでは次の議題に入ります。 

議員勉強会についてを議題といたします。 



 - 17 - 

まず事務局からの説明をお願いいたします。 

次長補佐 それではきょうの資料の２ページ目をお開きください。 

（３）番が議員勉強会についてでございますが、ちょっとその上の議会報告会について

の報告だけさせていただきますが、前回決めていただきました10月22日土曜日と23日日曜

日、こちらのほうがですね、土曜日がらぽーる、日曜日がふれセンごだいということで、

こちら施設のほうは、予約できましたので、この日程で大丈夫です。 

きょうお配りしたこちらのスケジュールのほうにも入れておきましたのでご確認くださ

い。 

それでは（３）番の議員勉強会についてでございます。 

前回の協議事項でございますが、開催回数と時期、こちらについては、今年度は議員全

員の勉強会２回と、議運での先進地視察１回の計３回を目標とするということでお話がご

ざいました。 

時期的には11月に１回、１月か２月に１回、視察に関しては、次回テーマを決めて、そ

れから検討しようということで、皆さんに何について取り組むかを考えてきていただくと

いうことになっていたかと思います。 

それから、勉強会の内容についてでございますが、早稲田マニフェスト研究会の北川先

生を呼んで講演をお願いできないかという提案がございまして、金銭的なものを事務局の

ほうで確認してくださいということでしたので、こちらで確認したんですが、去年ですね、

茨城県の市議会議長会の議員研修会で北川先生をお呼びしておりまして、その時の担当の

高萩市の議会事務局のほうに確認しましたところ、金額的には北川先生は１回50万円とい

うことでございます。 

高萩市のほうで40万円までなんとか交渉で下げたということでございますが、かなりの

参加者がいらっしゃいましたので、私たちの一市議会でそこまで値段の交渉ができるかど

うかっていうのはちょっとわからないんですが、例えば40万円まで交渉できたとしまして

も、勉強会の予算がことしは40万円しか取っておりませんので、そちらで全部使ってしま

うと、もう１回の勉強会のほうの予算がなくなってしまうということにはなります。金銭

的には、確認したところそういう状態でございます。 

以上です。 

委員長 先ほどですね、勉強会の中で、前回一応確認ということで、早稲田マニフェスト研究

会の北川先生を調べさせていただいて、先ほども説明ありましたように、50万が講演料か

かると。値切っても10万しか。ですから40万はかかりますということですから、ちょっと

これは難しいかなと思います。 

これ北川先生などはやはり、県の議会とかそういう中で講演をいただければという形か

なと思うんですけど、一団体の市であると大変難しいかなということもあります。 

ですのでその他何かここで勉強会の中の研修を入れたいという意見があれば皆さんの意
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見を伺いたいと思います。 

何かありませんか。 

寺門委員 一つ案なんですけれども、この２回でしたっけ、勉強会のほかに設営してもいいの

かなというふうには思ってるんですが、障害者差別解消法ということで４月１日から施行

になっています。 

これについては今月、障害者差別解消法の職員研修会ということですでに、庁舎で職員

対象に始まってます。全員が受講ということで新聞にも載ってましたけれども、実を言い

ますと議員、我々議員も非常勤の地方公務員特別職なので、具体的に障がい差別ってどう

いう事っていうのをやっぱり認識しておいたほうがいいのかなと。 

率先して市民の代表として手本とならなくてはいけないなというふうに考えますと、や

っぱりこれも必要になるのかなということで、これは市職員に対するその障害者差別禁止

法のマニュアルですね、これはできてます。 

具体的にこれは言葉とそれから行動についてより詳しく、今職員さんがやってるのは、

ロールプレイングまでやって、こういうふうに対応しましょうというのをやっています。 

講師の方は、有賀先生といって、茨大の障害者差別解消法の専門の先生、有賀絵里先生

ですね。車いすの障がい者の方です。この方がやってくれますので、実を言うと、先般議

長のほうにもお願いをして、この機会に希望者だけでも、今やってるんでですね、受けら

れたらどうかなっていうお話をしたんですが、別に議会だけで機会を設けて、議員さんだ

けでという話でやったほうがいいんじゃないでしょうかという話もありましたので、提案

をさせていただきたいと思います。 

以上です。 

委員長 寺門委員のほうからですね、障害者差別解消法の研修会、今もう既に職員の方、そし

て先日は商工会の総代会でも、説明会を行ったという経緯もありますが、この勉強会とい

うか研修会を開いてはどうかという意見ですね。 

それについて皆さん何かありませんか。 

勝村委員 これ私も気になって、すぐ近所にね、いろんな障がいを持った方もいるようなとこ

ろに住んでますので、ぜひこれはやったほうがいいなと思いますね。 

   職員は何人ぐらいやってるのかな。 

次長補佐 一応対象は全職員で、正職員だけじゃなくてパートの方も含めてということなので、

かなりの人数になってるんですが、私は12日に参加してきたんですけれども、８人ずつの

８班ぐらいに分かれて、グループ内で討議して発表したりとか、あとは講義ですね、先生

から差別というのはどういうものかとか、そういう講義１時間と、障害平等研修っていう

くくりがあるんですが、そちらの１時間と、そのあと実技的な体が不自由な状態で相手に

飲み物を飲ませたりとかそういう実技的なものが20分という形で、やっています。職員の

ほうは。 
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27日までこちらの庁舎内のほうに来て、来週はひだまりでもやりますので、もしあれで

したら先生に直接日程調整とかは、今月中であれば、直接お伺いすることはできます。 

勝村委員 10回ぐらいやっているのか。 

次長補佐 ちょっと人数が多過ぎちゃって、追加で３回ぐらいつけ加えたので、全部で８回で

すかね、そのぐらいはやっています。 

委員長 そうすると時間てきには２時間半ぐらい。 

次長補佐 ３時間です。内容的なものはまた先生とお話しして少し縮めてもらうこともできる

と思います。職員ほうは３時間でやってます。 

委員長 ただいま勝村委員からもですね、研修は行ってもよろしいんではないかという意見で

すけど、ほかに、皆さんどうですか。 

これは議会全員でやるか、あとはどうなふうにするか、そのこともあると思うんですね。

議員研修として入れるんならば、全員に取り上げるということで、どうしますか、これを

取り上げたほうがよろしいですか。 

よければ進めさせていただこうと思います。 

  （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 では議員研修ということで、障害者差別解消法の研修会を行うということで、日程に

ついてはですね、今事務局から話がありましたが、今月27日まで先生はこちらにおられる

ということですから、それで話して、急に今月は難しいと思うんですけど、日程の調整を

させていただいて、いつごろがいいか、議会が来月から始まりますけどね、希望をちょっ

と皆さんの日程を聞きたいと思います。 

     （「議会終わって、７月ぐらい」と呼ぶ声あり） 

次長補佐 ７月ぐらいで、先生の予定を確認してみます。 

委員長 じゃ、７月の予定ということで、あとは講師の先生の都合もあるでしょうから、そち

らと調整させていただいて、そうすると、わかれば議会開会中でもちょっともう一度皆さ

んに報告しながら調整できますので、それで行いたいと思います。それで進めさせていた

だければと思います。 

あとはですね、勉強会については、先ほど言いましたように北川先生ではなくほかの先

生で、ちょっと皆さんの中でいれば、また提案をさせていただくということで進めさせて

いただくのと、あと先ほどの話の中にもありました大学との連携ということもありました

ので、そういう形でちょっと調査をしながら先生を探して、もしうまくいけばそういう方

との勉強会というのも一つの方法かと思いますので、その点についてもちょっといろいろ

大学に当たって経費等の問題とか、内容とかちょっと確認させていただいて、皆さんに報

告をさせていただきたいと思います。その方向でよろしいですか。 

     （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 では次に議運の視察研修についての意見をお伺いしたいと思います。 
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何か皆さんの中でテーマ、視察先、時期等あれば、ご意見をいただきたいと思います。 

ただ、今その研修会が議会終わって７月の初めを一応予定ということで入りましたので、

そのあとの研修になるかと思います。 

何か皆さんの意見があれば、研修について、ご意見をいただきたいと思います。 

寺門委員 視察研修の場所としては、北海道の芽室町議会、こちらは議会災害時対応の基本計

画ですとか、議会モニター制度、通年議会、それから、議会改革活性化についても、非常

に日本一と言われるところですので、ぜひ、たくさん先進事例はあるんですけれども、い

くつか、通年議会ですとか政策形成ですね、そちらのほうを学びたいなというふうに思っ

て、一番いいんではないかな。予算の都合もあるでしょうけど。 

それからですね、２番目としては大津市、やはりこちらも議会活動としては、関西では

全国から視察に訪れる議会になっていますので、通年議会もありますし、市民参加型の条

例もきちっと策定、実施されておりますのでですね、候補としてはいいのかなというふう

に思います。 

委員長 これって、予算も取らなきゃならないですよね、いろんな面でもね。ですからその場

所的なものとか。 

寺門委員 茨城空港から地元を使って。 

委員長 今ここでそこ行きましょうとは決められないので、皆さんの意見を聞いて、ちょっと

事務局といろいろ検討させていただくという方向でいきたいと思いますが、その他何かあ

れば、一応皆さんの意見をいただいきながら決めて、あとは県内でもいいですし、その辺

についても。 

寺門委員 岐阜県の可児市議会、こちらは議会活性化の取り組みということで、高校生を対象

にして、議会活性化を図っている先進地でもあります。 

もう一つは、富山県の氷見市議会ですね。こちらは政策形成過程、我々が本来やらなき

ゃならないその政策提案ですね、こちらをすでに議員提案ということで、いくつか出され

てますし、市民参加型の政策過程ですね、政策形成をやっているということで非常に先進

地でもありますのでぜひ研修したいなというふうに思います。 

以上です。 

委員長 今寺門委員からは４カ所の提案を受けています。 

あと他に皆さんの意見、どこかあれば後で結構ですから、いろいろと調査をさせていた

だいて、決めていきたいと思います。 

ただ、予算もありますし、ちょっと日程等の関係もありますので、期待に添えないかも

しれませんが、その辺はちょっとご理解いただきたいと思います。 

副議長 寺門委員おっしゃった芽室議会はね、全国改革度ランキングナンバーワン、大津市議

会も同志社と提携していて、ＢＣＰもやってますね。可児市もいい。 

ちょっと提案しておきたいのは、例えば松野さん、元流山市議会議員の方で去年講師も
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していただいた方が絡んでいる早稲田マニフェスト研究所で、毎年一回マニフェスト大賞

っていうのをやっているんですけど、それで去年ちょっと東京のほうに行かせていただい

て、見させてもらって、すごく勉強になったんですよ。 

そこにいろんなのが出てました。可児市議会も皆さん来てました。高校生方とキャリア

教育、一緒にやっていくような発表会もあったし、芽室市議会の議会事務局長が説明に来

てました。 

たくさん先進的な事例があそこで出るので、もしよろしければ、８月の頭ぐらいだった

と思うんですけど、そういったところに行っていろんな情報を仕入れてくると、いい議会、

ここ視察に行きたいなっていうのが結構わかると思うので、これは例えば政務活動費に使

ってでも、ちょっと何人かで一緒に行って、全国先進事例をちょっと調べてくるっていう

だけでもすごく勉強になると思いますので、もし機会があれば、それを見てからでも非常

に、視察どこにしようかっていうのは、いいのかなっていう感じもいたしております。 

以上です。 

委員長 今副議長からですね、いろいろ調査、多分これ早稲田のね、先ほどの北川先生の関係

のやっているところだと思うんですけど、そこで情報を取ってはという話もありますが、

これから皆さんいろいろ情報を取りながら、もしこういう視察する場所があれば、うちの

ほうの正副委員長に言っていただくか事務局に伝えていただいて、今後の調査をさせてい

ただきたいと思います。 

ここですぐ決めるということではなくて、ちょっといろいろ検討させていただきますの

で、その点はご理解をいただきたいと思います。よろしいですかそれで。 

先進市視察についてはちょっとそのように調査をさせていただきますので、また報告を

させていただきます。 

続いて、行政視察の受け入れについてを議題といたします。事務局から説明をお願いい

たします。 

次長補佐 それでは資料の３ページ目をお開きください。 

行政視察の受け入れに関しまして、２カ所の市議会のほうから、那珂市議会を見せてい

ただきたいということで依頼がありまして、閉会中の時期でございますので、２か所、一

応委員長と相談してお受けしております。 

まず７月４日月曜日、こちらの午後、13時30分から１時間半程度で群馬県玉村町議会の

ほうで、議会運営委員会委員と正副議長がいらっしゃるということで、内容としましては、

議会改革と議員定数、報酬について、特に報酬を上げたことについてお話を伺いたいとい

うことでございます。 

それから７月の14日木曜日、こちらは正式な文書がまだ届いていないんですが、午前中

でお願いしたいということで、滋賀県の東近江市議会の議会運営委員会の委員さんほか13

名でいらっしゃるということなんですが、議会改革全般とそれから反問権及び議会の庁内
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放送について、導入の方法とか反応についてお伺いしたいということで依頼が来ておりま

す。 

以上です。 

委員長 ただいま説明が終わりまして、２か所の視察を受けることにいたしました。 

対応議員を決めていきたいと思いますが、正副委員長が対応するということですけど、

その他にですね、７月４日は前回出てない寺門委員にはお願いをしていきたいと思います。

私と寺門委員で対応するということでよろしいですか。 

あとはその後、14日の視察、滋賀県の東近江市議会については、正副の対応という形で、

前回ちょっと皆さんにもお諮りして、何人か出てもらおうかという考えは持っていたんで

すけど、他の視察地を見させていただたり、その検討の中で、大体正副委員長が対応する

という流れが多いということもありまして、あとは何か皆さんにご協力いただくときは前

もってちょっと相談させていただきますが、できる限り正副で対応するという流れで進め

ていきたいと思いますが、その方向でよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 じゃ、そのように進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

そのほか何かあれば。 

なければ以上で議会運営委員会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

閉会（午前11時37分） 

 

   平成２８年６月１５日 

    那珂市議会 議会運営委員会委員長  君嶋 寿男 


