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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８月23日（火）午後１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 

欠席委員 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）視察研修後の意見交換 

結果：常総市、取手市での視察について意見交換を行い、議会としての災害

対応について、特別委員会を設置して調査することを決定 

     （２）議会報告会について 

        結果：第４回議会報告会に向けて、内容、実施方法等を検討 

 議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

     開会（午後12時59分） 

委員長 午前中に引き続きまして、議会運営委員会の皆様方にご出席をいただきまして、誠に

ご苦労さまです。 

早速、議会運営委員会を始めさせていただきます。 

ただいまの委員出席は５名であります。欠席委員は須藤委員の１名であります。 

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。 

あいさつは省略をいたします。 

早速、これより議事に入ります。 

（１）視察研修後の意見交換を議題といたします。 

先月７月26日に行いました議会運営委員会の視察研修においては、常総市と取手市、そ

れぞれで有意義な意見交換と研修ができたと思います。皆様大変お疲れ様でした。 

当日参加できなかった委員もいらっしゃいますので、まず事務局から視察の概要を説明

をお願いいたします。 

次長補佐 それでは資料のほうをお配りさせていただいておりますが、議会運営委員会研修視

察内容ということで、常総市と取手市のそれぞれのつづりを置かせていただいております。 

こちらは視察の内容を簡単にまとめたものでございます。 
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まず最初の常総市でございますが、こちらは水害検証、水害復興特別委員会について、

水害発生時の議会の対応について、議会改革についてという３点についてお話を伺ったと

ころでございます。 

常総市の議会の出席者はそちらに書いてある５名の議員の方に出席いただきましてお話

を伺いました。 

まず最初に議会改革について、常総市で取り組んできた事柄の説明がございました。 

一般質問での一問一答方式の導入、こちらは一問一答、総括質問、一問一答の両方をの

やり方の三つから選択して行うということで、導入にあわせて議場も対面方式に改修を行

ったということでした。 

それから反問権は設定していないということです。 

次に政治倫理条例の改正ということで26年の３月から納税義務の履行のために、市税の

未納がないことの証明書を毎年提出してもらったりですとか、あとは市が発注する工事請

負、物品購入、業務委託等に関する契約についての決まりを決めているということでござ

います。 

それから、通年議会の導入ということで、平成26年５月から実施しているということで

ございましたが、茨城県内で最初に導入した自治体ということで、目的としては、主体的

に議会が本会議、委員会を開催することによる充実した活動の実現、突発的な事態への対

応等ということの目的で設置したということで、お話を伺いました水害発生時の対応につ

いても、随時会議を開いて、スムーズな対応ができたというお話をしておりました。 

会期は５月１日から翌年の４月30日までを会期として議員の改選期に合わせた設定をし

ているということでございます。 

年４回定例日というのを決めて、それを初日とする議会の日程を必要な期間を定めて運

営しているということでございます。 

それから臨時会に相当するものだと思いますが、随時会議というものを必要時に開催す

るということでございます。 

次に本会議のインターネット配信、表決システムの導入ということで、平成26年の11月

からシステムを更新して、新しいものを入れたということでございまして、ネット配信に

つきましては、ライブ中継と録画中継、録画中継は会議からおおむね４日で配信をしてい

るということで、それから表決システムですが、こちらは議案等の賛否について議員ごと

に表示し、集計結果を議場内、庁内モニターに表示して、インターネットのほうにも対応

しているということでございます。次のページにいきまして、27年度のアクセス件数が載

っております。 

それから政務活動費手引きの整備、27年の５月に基本方針、運用指針、使途基準につい

て明記をした手引を整備したということでございました。 

次に、全員協議会の公開、こちらが27年の５月から原則公開ということになっています。 
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議会改革特別委員会の設置、こちらは28年の３月から議会活動と議員定数、報酬、費用

弁償等の内容で特別委員会を設置しているということでございまして、平成23年の３月に

26名から22名に定数を削減して、その後も、議員削減に関する請願が提出されたというこ

とで、こちらの審議をまだ行っていなかったということでございまして、そちらを行うた

めに、委員会のほうを設置したということでございました。 

それから２番目としまして、水害検証、復興特別委員会についてご説明いただきまして、

こちらは水害発生後、両委員会とも27年11月10日に設置をされております。 

水害検証特別委員会、こちらは既に調査を完了しておりまして、報告書は当日の別の資

料でいただいております。全18回開催をして、28年５月に定例会議で報告して終了という

ことでございます。 

水害復興特別委員会のほうは継続中の委員会ということでございまして、総務、文教厚

生、建設経済の各部門において関係者から聞き取り調査を行いまして、部門ごとに問題点

とか提案内容を検討して、平成28年２月に一旦中間報告を行っているということでござい

ます。 

具体的に決まっている内容としては、防災の日を９月10日に定める条例を委員会として

提案する予定になっているということでございました。 

３番の水害発生時の議会の対応につきましては、出席されたそれぞれの議員の方からい

ろいろなお話を伺ったところでございますが、質疑応答という形でお話を伺っております。 

主な質問としましては、災害対策本部への参加の部分、こちらに関しては、最初は入れ

なかったという状態があって、その後議長が参加して議長から各議員にそれぞれ連絡事項

ですとか、決まった事柄を流していくという方法が取られたということでございまして、

やはり大きな災害でしたので、なかなか、どういうふうにしたらいいのかっていうことが

わからないまま、時間が過ぎてしまったというお話がありました。 

それから、市役所のほうがかなりひどい水害がありましたので、最初行ったときに、こ

の辺まで水が来ましたよっていうことで、教えていただいたんですけれども、電気とかの

復旧に関してかなり時間がかかったということで、市役所が水没したのは10日の夜、水が

引き始めたのが12日ぐらいということで、低い地域に水が集まってしまったためになかな

か、3、4日水につかったまま排出できなかったという地域もあったということで、いろい

ろ聞き取り調査を行っていく中で、堤防の整備の部分ですとか、今まで気づかなかったと

ころが見えてきて、河川の部分に関しても、国と県と市とそれぞれの分担的なものがあっ

て、なかなかトータルとしての対策できなかったとか、そういうことがありました。 

それから、ごみの問題もかなり深刻だったということで、ごみ処理の問題という面で、

なかなか分別も当然できる状態ではないし、それに関して、とにかく置く場所を決めて運

んでいくという形だったという話がございました。 

周りの市町村のほうにも置かせてもらったり、いろいろ策を取って、とにかく非常に多
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い量のごみが出てしまうものをどうするかということをやりながら、とにかく進めていっ

たということでございました。 

それから商業の打撃というものが大きかったということで、商工会も災害後さらに登録

者が減ってしまったということもありますし、水につかってしまった店が店じまいをして

しまったところも結構あったということで、常総市として商工業者に50万円という補助金

を出したということですけれども、なかなかそちらの申し込みも思ったほどはなかったし、

50万円でできる範囲というのも当然限られたものになってしまうので、その辺の衰退があ

ったというお話がございました。 

ただ、通年議会を採用していた部分で随時会議が開けたというところが、対応として、

うまく機能していたのかなというお話はございました。 

１番最後の５ページの写真が最初にこちらに到着したときに案内していただいた常総市

役所の石のオブジェというか、そちらのところのちょっと見にくいですけども、右上のと

ころに絆創膏のようなものが貼ってありまして、ここまで水が来たというお話がございま

した。 

続いて取手市のほうの冊子に行きますが、取手市では、議会改革について、特に議会に

おける住民参加についてお話を伺ってきました。 

取手市の議会の出席は議長さんほか２名、合計３名の方に対応していただきまして、ま

ず最初に、スライドを見て、取手市議会が改革でどういうことをやってきたのかっていう

歩みがスライドの形になったものを上映していただいて、それを見てから内容の説明に入

ったという形でございます。 

平成20年３月に議会改革調査特別委員会を設置して、それからいろいろな改革の項目の

一覧表はいただいたんですけれども、本当に細かいことも入れて49項目の改革の提案事項

を事務局と議会で検討して、できるところから進めていったということでございます。 

自由討議に関して当初議員の抵抗があったということで、別の手段として本会議での討

論を３回までできるようにして、自由討議は今は委員会で主に行っているということでご

ざいます。 

次に平成19年に表決システムの導入の陳情を採択しているということなんですが、そち

らの導入のために費用がかなりかかるので、５年間、委員会の視察を凍結して、費用を捻

出してそれを議場の表決システムの導入に充てたというお話がありました。 

それから、請願陳情提出者に発言権を与えていること、それから、委員会では許可制で

すけども傍聴者の方にも発言権を与えているということでございます。 

本会議においての議長、副議長立候補者の所信表明は、うちでも行ってますので同じな

んですが、それからひびきメールというメールマガジンを議会で配信してるということで

す。ツイッターも行っていますけれども、双方向ではなくて、お知らせをただ配信してい

るという形だということでした。 
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議会報告会については、平成22年から試行で開催を行って、４回開催したところで一旦

やめたということなんですが、平成23年の第１回定例会で再開の陳情が出たということで、

それ以降また再開して、今現在13回目まで開催したということです。 

第12回目から市民との意見交換会を実施し、議員を４グループに分けて車座になって15

分から20分で、議員がローテーションして全員と会話ができるような形にしているという

ことでございました。 

第12回、27年の開催のときには、出された意見を取りまとめて常任委員会に振り分けて、

重点項目を３項目まで絞って、12月議会で市長に提出、３月議会で回答をもらったという

ことです。 

13回目の一番直近の28年の５月に開催した報告会では、いただいた意見について、議員

が政策立案に活かすための調査を行ったということで、それぞれ出た意見に関して委員会

の中で、現状がどうなってるのかということを、閉会中に委員が手分けをして調査して調

査結果について委員会で報告を行うという形をとったということです。 

あとは、質疑応答になりますけれども、内容としましては、議会報告会に関する質疑が

多かったかなと思います。 

議会報告会に関しては、どこの市議会も同じような悩みを持っているということで、や

はり、参加者の固定化とか、参加者が減ってくるとかそういう部分に関して、いろいろや

ってみて、どうなのかっていうことで、いまだに結論は出ないけれどもいろいろ試してみ

て、いいものは続けるという形でやっているということでした。 

若い人たちの話を聞くということに関してはやはり、うちの議会もそうですけれども、

重要だということで、ことしの報告会では、取手二高の高校生が３名、女子高生が３名参

加してくれたということで、とてもうれしかったというお話をしておりました。高校のほ

うに案内をして参加していただいたということでございます。 

その意見交換会を始めたのも12回目からなので、そちらは回数は浅いということなんで

すが、グループごとに話し合う方式をとって、全体ではなくて、グループごとの意見交換

会をして、非常にアンケートでも住民の方の満足度はよかったというお話がございました。 

そのやり方としては報告会に何人来るかわからないので、あらかじめ参加者が10人以内

の場合の班編成と11人から30人の班編成、それ以上の班編成ということで、来る人数によ

って２班にするか３班にするか４班にするかということはあらかじめ決めておいて、グル

ープごとの意見交換をしているということでございました。 

あとはですね、印象的だったのは非常に議会事務局と議員さんとの関係が非常に近いと

いうか、事務局もいろいろ提案するし、議員さんのほうもいろいろそれでまた話を進めて

というような形で、非常に熱い事務局員の方の説明があったかと思います。 

そうやっていろいろぶつかりあってやっていく中でこれからの報告会についても、また

新たなことを考えているということでございましたので、そういう中でまた新しいチャレ



 - 6 - 

ンジをしていくのかなという感じがいたしました。 

全体の報告会とは別に、各常任委員会でそれぞれ、民生委員さんですとか防犯連絡員の

総会、それから消防団の団長会議、そういった団体の集まりに直接出かけていって、そち

らの終わった後に意見交換を行うというような形も大分浸透してきているというお話がご

ざいました。 

こちらは正式な議会報告会ということではなくて、委員会単位での意見交換という形で

やっているということでございました。 

それから表決システムに関して、５年間、視察研修を凍結して、行かないでお金をため

て５年間のリース代が770万円ぐらいかかったということでございまして、５年間のリース

契約後は10分の１以下の金額で更新するという契約だったので、今は年間15万円ぐらいか

かっているということでございますが、議場のほうでそちらも見学をさせていただきまし

た。 

取手のほうは、そのような感じですね、５ページのところに写真を載せておりますが、

こちらは議場を見学させていただいた際に、表決システムの体験をさせていただきまして、

実際に手元のボタンを押して、それが画面上、ちょっとここでは画面が写ってないんです

が、画面上に、ぱぱぱぱっと出てくるというようなシステムの体験させていただきました。 

私からは以上です。 

委員長 説明が終わりました。それでは、皆様から、それぞれ感想や那珂市議会で今後取り入

れたいこと、検討していきたい課題などをお願いします。 

勝村委員 常総の水害の、災害時の議会としてのあり方ということでね、昨年、やはり議運で

埼玉県の富士見市に行ったときに、どうしても議員それぞればらばらで対応するというこ

とになると、事務局っていうか市役所のほうでは、どうしても議員が優先になってしまう。 

そうするとそれが全員ばらばらに連絡が入ってくると。対応が大変だということで、東

日本大震災の後に、富士見市としては、議会としては、その対策本部に入って、そして議

員は、そこに議長とか誰か代表が入ってるわけですから、そこへ議会、議員同士、すべて

そこに一本化するというような方法をとっているということで、今回常総市に行ってもや

はり、当初はそういうふうにばらばらにやっていたような雰囲気だったので、これはきち

っとそういった体制をつくっておくことが必要かなというふうに強く感じましたね。 

委員長 ただいま勝村委員からはですね、災害にあった場合、議員単独で行動、活動するので

はなく、議長を中心に対策本部に出席していただいて、その中の一本化、議会での一本化

を図ったらどうかということですね。常総市もそのような対策がなかなかできなかったと

いうことも、意見でありましたから。 

そのほかありませんか。 

寺門委員 今の勝村議員の話にも重複する点があるんですが、やはり防災マニュアルをですね、

議会として作成をして実施訓練もやる必要があるなということを、常総市議会の方々のお
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話を聞いていてつくづく思いました。 

我々も常総市の市会議員の方々も、被災された方、そうじゃない方と分かれましたけれ

ども、現実にやっぱり我々も被災は可能性としてありますんで、その場合どうするかとい

うこともあらかじめ決めておく必要があるなというふうに思います。 

これは対策本部についても言えることですけれども、市長が災害に被災したと、次はだ

れが変わるんだ、その次はだれだとナンバー３ぐらいまでは、あらかじめその体制をつく

っておく必要があるなと。それも見直しを我々議会のほうからですね、要請すべきではな

いかなというふうに思います。 

それとですね、議会、それから執行部もですね、災害があろうとなかろうと必ずその業

務、事業については、執行をしていかなくてはならない。 

当然議会でしたら、予算承認ですね、その他いろんな承認もしていく必要がありますん

で、どうしてもそれは止めてはいけないと思いますんでね、やはり、通年議会ということ

で、いつでも開けるようにしておければ対応ができますし、その辺もやっぱり必要だなと

いうことで、通年議会を設ける必要があるなというふうに思います。 

もう１点は、あとは連絡体制ですね、情報のやりとりが非常に常総市の水害の場合でも、

携帯でやったというんですが、その緊急連絡システムがどうであったかというのは、あま

りないようには思えたんですけれども、そちらもやっぱり一次の緊急システムがだめであ

れば二次、二次がだめであれば三次ということで補完システムを考えておく必要があるな

ということ、最終的にはもう人的に対応しなくちゃいけないということになりますんで、

そこまで考えておく必要があるのかなというふうに思います。 

もう１点、那珂川と久慈川の水害もですね、非常に今までよりも、５メーターから20メ

ーター未満ということで、洪水が起きると冠水をしてしまうということなんで、ハザード

マップの見直しは今進めてますので、それを実際各家庭に配って、避難訓練を早急に実施

したほうがいいと。それも一つ提言をしたいと思います。 

以上です。 

委員長 寺門委員からですね、まず、防災マニュアルを議会でもつくってはどうかという意見

とあとやはり、災害時でも議会はいつでも開会できるような、予算の執行等もあるという

ことで、通年議会を進めていくべきではないかという意見。 

あとは連絡体制ですよね。その点をきちんと議会の中でも議員同士の連絡体制もとるべ

きではないかという意見。 

また、那珂川、久慈川に対するハザードマップを各家庭に配布、これはこれからの検討

の中でしていくべきではないかという意見をいただきました。 

ほかにございませんか。 

議長 常総市の議長は、ああいう人なんで、自分で勝手に対策本部へ入り込んだって言ってま

したけども、やっぱり議会として、あるいは議員としてどういうふうに行動するべきかっ
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ていうのをやっぱり特別委員会なり、何かを求めて、今二人の議員さんが言ってくれたよ

うに、連絡網の１、２、３段階、それから、議員としてどういうふうに動くべきか、ある

いはその予算の執行なんかも含めて、我々は、緊急時にどういうふうな対応したらいいの

かっていうのも、やっぱりトータルに考えて、大災害とかそういう突発的な事故に対応で

きるような体制、それから組織、そういうものをちゃんと検証して、これはやっぱりつく

らなくちゃならないのかな、特別委員会なんかにお願いして、あるいはこの議運でもあれ

ですけれども、そういうものをしっかりと確立して一年間ぐらいかけてつくっとけばいい

んじゃないかなとそういうふうに思います。 

よろしく。 

委員長 ただいま議長からですね、災害時の議会として対応、また対策本部への対応の仕方、

緊急時の議会の体制を含めたやはりそういう特別委員会をまずつくって、その中で議会と

してどういうふうに対応するか活動するかというようなマニュアル的なものをつくっては

どうかという意見をいただきました。 

寺門委員、勝村委員からもそのような話も出てますし、実際常総市の視察をさせていた

だいてそういう体制はなかなかできていないというのも現実だったというのを聞いてます

ので、今、議長からそういう意見をいただきました。 

そのほかに何かありませんか。 

綿引委員 議会としてどういう対応をすべきかっていうある程度マニュアルづくりっていうの

は必要、大事なことだと思います。 

そういう作業をするに当たりまして、例えばこの常総市の例なんかもそうですが、ごみ

の問題、それから国の補償の問題、床上浸水１メートル以上が国の補償の対象ということ

ですが、１メートル未満であったとしても、やっぱりその水害の後始末にかかる労力は同

じだと思うんですね。 

だからその辺をどういう対応をなすべきかっていうのをやっぱりその現場で実際に対応

に当たった議員さんばかりではなくて、市の職員、そういう人たちが当時災害の対応に当

たっているときは、もう無我夢中でわからないと思うんですが、少し時間が過ぎて、いろ

いろ反省して、そういうものができればこうね、記録に残したような形で、残してもらえ

るものを、もし情報をこちらへ提供してもらえれば、それが最も頼りになるっていうかね、

マニュアルづくりにどういう部分に力を置くべきかっていうのがしっかりと見えてくると

思うので、そういう情報をいただけるかどうかっていうのをやっぱりまず探っていくべき

だなというふうに思います。 

以上です。 

委員長 やはり綿引委員から出たように、災害時にする対応の仕方、またそういうきちんとし

たマニュアルをつくっていくべきだということですね。 

ほかにございませんか。 
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副議長 当日は出席できずに大変失礼をいたしました。 

私も常総に関して、ぜひ聞きたいなと思って提案をした立場でございますので、ただ皆

さんで十分に視察していただいて、本当にありがたいなと思ってます。 

私も知りたかったのは、その災害時において議会が地域での要望、実情をどうとらえて

執行部に伝えていくかということがまず一つでしたので、それに関しては対策本部とうま

く連携がとれてなかった実情をお聞きしましたから、それは那珂市においてはないように

というふうにしたいと思いました。 

あと二番目に知りたかったのは議員同士の連絡の体制ですよね。これは去年議運で富士

見市で聞いたものは、あれはタブレットで連絡を取り合ったりしてたんですね。 

3.11のときの大震災においてということでしたが、それも含めて、どういうふうに緊急

時に、議員間で連絡をスムーズにとることができるか。これはやっぱりしっかりと那珂市

ならではのやり方を検討すべきというふうに思います。 

あとはＢＣＰですよね、業務継続計画、やっぱりその発災時と、それからここ数日間や

らなきゃいけないことと、１週間、１カ月の中でやっぱり、それぞれ段階、段階によって

やることが違ってくるんですよね。 

そこを寺門委員おっしゃったように、ただやるべきことは当然あるわけでして、それを

業務を継続するに当たってはどういう計画で、いつどの時点で議会はどういうことしなき

ゃいけないんだと、こういうものをしっかりと考える必要があると思います。 

これ以前議員勉強会でも茨大教授の方からもＢＣＰに関しては、これは大津市議会のＢ

ＣＰを参考にちょっと話をいただきましたが、そういったものもちょっと研究してみる必

要があろうかなというふうに思います。 

もう一点は、富士見市でやってたのは、議員の非常時の服装ですね。服装として、スー

ツ着てあちこち歩くわけにもいかないし、やっぱりその議員として対応してるんだよと、

現場を走り回っているんだよってわかるためにもその災害時用のベストを来て、議員とし

て地域でいろんな意見を聞いてるというふうな、そういったものもやっぱり必要であろう

と、きちっと地域に出て、議員として活動してるものがわかる、そういったものも必要で

あろうというふうに思いますので、そういう目で見てわかる方策もひとつというふうに思

いますので、今回の常総でいただいた情報をもとに、那珂市議会ならではのやり方をぜひ

しっかり検討できればいいなというふうに思います。 

以上です。 

委員長 はい、ただいま遠藤委員からはですね、やはり災害時、地域での要望の対応の仕方、

また、議員間同士での対応、をきちんとしていくべきだろうということと、あとは議員の

服装ですね、防災服というか作業服というか、そういうのも統一していくべきではないか

という意見をいただきました。またＢＣＰですか、やはり議員がやるべき議会での今後の

計画とか、発生時、発生後そういう経過をきちんとしていかなければならないという意見
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をいただきました。 

ほかにありませんか。一つ一つ常総市、取手市とまとめていきたいと思いますが、どう

ですか、常総市であとは、副委員長。 

副委員長 皆さんの話で、もう頭に描いたことは出てたものですから、後はね、細かいところ

はまた検討したほうがいいと思いますし、防災マニュアル、議会が一本化して対応できる

ような体制を作りながら、という考えですね。 

以上です。 

委員長 では、まず常総市さんについてちょっと私のほうから意見の総括をさせていただきた

いと思います。 

各委員の皆さんからご意見をいただきました。やはり１番多いのはですね、やはり議会

として、きちんとした災害時の連絡体制、またこれからの防災に対して、それを含めたマ

ニュアルですね、きちんとした議会のマニュアルを一つ作ってはどうかっていうのが１番

だと思うんです。 

その中にいろんな部門を入れていく、そういうのも必要かと思うんで、できれば今後で

すね、防災マニュアル等を議会として、うちの議会の防災マニュアルを作ってはどうかと

いうことを、ちょっと今後皆さんで検討していただければなと。課題にさせていただけれ

ばと思います。 

その中に先ほどいただいた意見を一つ一つ入れて、そういうものを踏まえた総まとめを

作ればなと思うんですけど。 

その中で今後、議長から提案は１年ぐらいかけてそういう委員会を設置してそういう意

見をまとめながら作ってはどうかと。議運でやってもいいんじゃないかという意見もあり

ますので、今後について、これはまた皆さんのご意見をいただきたいと思います。 

あとですね、もう一点、通年議会、これはやはり常総市、それを取り入れていた関係で、

先ほども寺門委員からもありましたように、予算執行、急ぎで予算を執行しなければなら

ないときには、やはり通年議会を取り入れた関係でスムーズにいったという意見は聞いて

ますので、そういうのもちょっと今後含めたものとして検討していきたいなと思います。 

その点でよろしいでしょうか。 

もしまたこれに加えてちょっと入れてもらいたいとなれば、皆さんのご意見をいただき

たいと思います。 

よろしいですか、そういう形で、防災マニュアル、議会としてのひとつ形をつくってい

くということで。 

副議長 はい、非常にいいまとめをいただいたと思います。 

それもうやらなきゃいけないと思いますね。きのうなんかもやっぱりあれだけ台風来て、

いやあ、ちょっと不安になりました。やっぱりいつ来るかわからない、きょうもわからな

い。これからまた台風が迫っているようですけども、やっぱり早急にやる必要があると思



 - 11 - 

いますね。 

これちょっといろいろと多岐にわたる、先ほどの皆さんのご意見聞くと多岐にわたるの

で、正直議運だけで抱え込んでやるのはちょっとどんなものかなっていう感じがしており

ます。 

なので、議長おっしゃった特別委員会などでもっとほかの意見を取り入れて、いろんな

観点から那珂市議会はこれがあるからというものをきちっと作ればいいかなと。 

通年議会などは、議会運営のことですから、これはもし取り上げるなら議運で検討する

にしても、防災に関してはもう特別委員会でやっていただいて、いろんな意見をいろんな

地区の方の意見を入れていただいたほうがいいかなと思います。 

以上です。 

委員長 ただいま遠藤委員からですね、特別委員会を設置するについては全体の中から選んで

進めてはどうかということと、先ほど私からも言いました通年議会については、議運のほ

うで検討してこれを入れていくという方向で進めていくということで、皆さんの意見がそ

れでよければ、このように今後進めていきたいと思います。 

よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

寺門委員 台風シーズンでもあるし、早めに検討したほうがいいですよね。 

委員長 これ、局長どうなんですか。こういうとき、特別委員会は。 

   暫時休憩いたします。 

     休憩（午後１時40分） 

     再開（午後１時45分） 

委員長 では、再開をいたします。 

先ほど皆様方からご意見をいただきました内容の中でですね、那珂市議会として特別委

員会を設置し、その中において防災対策のマニュアル等を皆さんでまとめさせていただく

と。マニュアル作成に入るということで進めていきたいと思います。 

内容としては、定例会の最終日一日前に全協で皆さんにお諮りさせていただき、最終日

に提案ということでさせていただきたいと思います。 

内容としては、全員特別委員会に参加ということで進めていきたいということでお願い

をしたいと思います。 

提案理由については、最近多い自然災害等の対応を那珂市議会での議会としての対応を

きちんと方向づけるマニュアルを作成するということで進めていきたいと思います。 

それでよろしいでしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 はい、ありがとうございます。 

では続きまして取手市について皆さんの意見をお伺いしたいと思います。 
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那珂市議会としても、10月には報告会を計画しておりますので、そういう面で取手市さ

んの行っている報告の仕方、また市民との住民参加の取り組みなどについて説明を受けて

きたと思いますのでその点についても、皆さんのご意見をいただければと思います。 

寺門委員 議会報告会の開催方法ですけれども、一番新しいやり方ということで、グループ方

式の市民との討議会、意見交換会ですね、開催して好評だったということでですね、さら

にはいろんなその出された意見を議会で、議員が討議をして、政策提案ということで、提

案できる準備ができますよというところまでこの間は聞けました。ということはやっぱり

我々がこれからあるべき姿をちょっと目の当たりできたかなというのが大変参考になりま

したということで、議会報告会もですね、今までですと一方的にお聞きをするだけなので、

やっぱり意見交換会ということでグループ間、いきなりこのグループ間討議っていうのは、

非常に難しいとは思いますが、段階を経てやっていく必要があるなと思いますね。 

発表１時間、質疑の時間も含めて意見交換会ということで、市民の方とお話をするとい

うのは、いいのかなというふうに思いました。 

あとは若い方の意見もお聞きをするという機会が設けられているというのも大変いいこ

とだと思いますので、できれば各委員会でですね、外に出ていって、各種団体あるいはい

ろんな年代層の方とお話、意見交換会をしていくと。これについてもやはり今後進めてい

く必要があるなと。行ったほうがいいなというふうに思いますので、議会報告会はそれと

してやりまして、また委員会単位で各団体さんとお話ししたりですね、いろんな年代層と

話していくということが必要になると必要だなというふうに思いましたので、ぜひ実施を

今後できればいいなというふうに思ってます。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

ただいま寺門委員からはですね、グループ方式にした意見交換を踏まえた議会報告会、

その内容を討議して政策提言できるような方向づけもしていくこともいいんではないかと

いうことと、やはり今まで報告会で一方通行の報告をするだけではなく、やはりグループ

などを使った討議をしたり、また若い方の意見を聞くということでは、各委員会が出向い

て各団体との話をすることも、今後そういうことも加えてはどうかという意見だと思いま

す。 

ほかにありませんか。 

寺門委員 あと表決システムですけれども、５年間で770万だとかってちらっと記憶にはありま

すが、先ほど説明もありましたので、研修費用を我慢してそれで賄ったという話は聞きま

したけれども、やはり表決システムは、今の方式ですと、我々自体は私たちが一番前にい

るので状況がよくわかりません。どういう採決がされたのか。 

賛成多数といっても、例えば何人対何人なのかもわかりませんので、我々も含めて市民

の方が見て、なるほどなというふうにわかりやすいようにですね、以前流山市議会にお邪
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魔したときに、タブレット型で多分実現できて、確か150万だったですかね、費用、その当

時、そんなに高くなかったんですよという話を聞いたことがあるんでやはりそちらへ切り

替えていったほうがいいのかなという気はしました。 

委員長 傍聴をしている方、または議員の中でも、表決の様子がわかるような形ということで、

これから導入も考えていただければということですね、取手市さんについては５年間の視

察を削って予算に充てたということを言ってましたけど、これは今後の検討ということで、

その導入の仕方についても、予算についても検討していければということですね。 

ほかにありませんか。 

副議長 すみません、同じく伺えなかったんですが、議会報告会のあり方が、結構この報告を

見ると、いろんな工夫をされているということなので、これは大いに多くの市民の方に来

ていただくことと、市民の皆さんの意見がその時間でいかに聞けるかという工夫は、引き

続き我々もしなきゃいけないというふうに思います。 

事務局との間が結構密接だっていうのは、取手市さんですか。それはすごくいいと思う

んですよね。やっぱり事務局の職員の方がどう思っていらっしゃるか、いろいろと教えて

いただく、新しい議員さんも多いですし、いろいろなルールがわからない。 

例えばきょう議運で自分の委員会の今やっているテーマのことは一般質問できないとか

っていうルールが那珂市議会にあるわけですが、まだ新しい方はそういったところもよく

わからなかったりもするので、いろんなことも含めてね、情報交換とか、意見交換するこ

とによって、基本的な知識を得るというのもそうだと思うし、いろんな議論を議会事務局

の職員の方とするというのはいいと思いますよね。 

いずれにしても、執行部と二元代表制でやる我々議会にとっては、事務局の職員はやっ

ぱり一体じゃなきゃいけないと思いますんで、これからちょっとそういう何かしら意見交

換なり、あと横手市議会なんかは一緒によく飲んでたりしてますよね。 

すごく仲が良くて、カラオケをすごくみんなね、やってるようなのを見てますので、そ

ういうのもやっぱりやってこれ当然いいのかなというふうに思いました。 

委員長 ただいま遠藤委員からはですね、やはり議会報告会については多くの市民に来てもら

いたい、参加してもらいたいという方向と、あとは事務局と議員との関係ですね。やはり

活発な意見を交換したり、そういう中での距離をつぼめていただければということです。 

ほかにありませんか。 

副委員長 ここにはまとめてもらったんですけども、寺門委員が、議会をひとつまとめてです

ね。政策提案をしていくことが、議会に大事なことだと。これ最後に出てますけれども、

そういう形がね、これからは。かなりいろいろなところから那珂市に視察に来られている

ところがありますけども、けっこうかなり議会改革といいますか、良くなっていると思う

んですね。 

そういう意味では、やっぱり寺門委員が言ったように、議会が最終的にどういう形でと
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いうのはわかりませんけども、そうやって政策提案をね、執行部にある程度できるような

議会になれれば、そういうふうに目指していくのも大事なことかなと、この前視察に行っ

て感じましたね。 

以上です。 

委員長 やはり市民の代表ということで、市民の声をきちんと取りまとめ、そして議会でその

まとめたことによって政策提言をすると、それをこれからの執行部にも要望していくと、

そういう方向性が必要だということですね。 

ほかにありませんか。よろしいですか。 

取手市さんは、那珂市も今議会改革進んでますし、そういう流れで大体同じように進ん

でるかと思うんですが、やはりまずその中では、那珂市と違うのは表決システムの導入が

那珂市はないということと、あとはまた、議会報告会については、年１回の報告会を進め

てますが、その中で今後の進め方、やはりこれから同じやり方ではなく、いろんな団体を

交えた委員会での話し合いとか、あとは、若い方も入っていただくような呼びかけをした

報告会とか、そういうものを今後検討しながら、そういうものを入れて導入して、報告会

を進めていければなと私思うんですけど、そういうやり方を今後進めていければ、という

方向に進んでいきたいと思いますが、その点、またほかに皆さんのご意見あればちょっと

まとめさせていただきたいと思います。 

なければ、今言った形でちょっとまとめさせてもらってよろしいですか。 

そういう中で、ただいま言った方向で進めさせていただきたいと思います。 

ここで暫時休憩をいたします。再開を２時10分といたします。 

  休憩（午後１時59分） 

  再開（午後２時12分） 

委員長 はい、再開をいたします。 

それでは次の議題に入ります。議会報告会についてを議題といたします。 

ことしの報告会については既に10月22日、23日のそれぞれ午前10時から正午まで、瓜連

のらぽーるとふれあいセンターごだいで開催することを決定しておりますが、きょうは報

告会の内容など、具体的な部分について検討を進めていきたいと思います。 

まず事務局から説明をお願いいたします。 

次長補佐 それでは、資料に従ってご説明をさせていただきます。 

お手元にお配りしました議会報告会についての資料をごらんください。 

まず報告会の趣旨と目的でございますが、そちらに書かれているとおり、議会基本条例

に基づき、開かれた議会として、市民に対しての議会の結果を報告し、市民と意見を交換

する場として、那珂市議会が全体で開催しているものです。 

議員が意見を発言する場合は、那珂市議会としての最終的な意思決定の結果を報告する

こととし、議員の個人的な意見や見解などは慎むこととするということで、あらかじめ決
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めております。 

ことしの報告会の日時と場所でございますが、２番のところです。 

平成28年10月の22日土曜日、時間を午前中に変更いたしましたので、午前10時から正午

までということで、１日目が、総合センターらぽーる、２階の研修室１から３を押さえて

おります。 

次の日が23日日曜日、こちらも時間は午前中で、ふれあいセンターごだいの多目的室を

押さえております。 

続いて３番の内容でございますが、この後、内容等につきましてご検討をいただくとこ

ろではございますけれども、去年の内容に沿って、一応つくっております。 

毎回２部構成で行っておりまして、各委員会からの報告、直近の議会での案件について

の報告が１時間、それから市民との意見交換を１時間として行っております。 

前回は発言に際しまして、５分以内という時間制限を設けて実施したところでございま

す。 

続いて２ページ目でございますが、報告会までのスケジュール、まず、きょう決めてい

ただけるところを順に決めていただきまして、９月中旬からお知らせ版等の告知、ポスタ

ーの作成、それから自治会等への案内などが入ってきまして、９月の下旬ぐらいから、委

員会としての資料の作成、その後、資料のまとめ、全員協議会とリハーサルを去年は行っ

ております。 

５番目の告知関係でございますが、こちらはちょっと早急に決めなければいけないこと

になってくるんですけれども、まず、去年の告知した内容に沿って、こちらはつくってお

りますが、広報なかのお知らせ版、こちらに１回掲載しております。 

今からのスケジュールですと９月12日発行号のほうに載せたいと思いますので、８月29

日が原稿締め切りとなっております。だいたいの内容をきょう決めていただきたいと考え

ております。こちらは各家庭への配布となっております。 

②番としまして、まちづくり委員会への通知、９月下旬ごろ予定しておりますが、まち

づくり委員会と自治会長宛てに、去年は開催案内等チラシ、それから文書を作成しまして

送付しております。まちづくり委員会が８地区と自治会長69人の方に去年は案内をお出し

しております。 

それから自治会の回覧といたしまして、９月28日の配送便で自治会への回覧チラシを配

布したいと考えておりまして、去年は、こういうものですね、自治会の回覧のほうでチラ

シを作りまして配布しております。 

それから、ポスターの作成でございますが、去年はちょっと雰囲気を変えてカラーのも

のを作ったんですけれども、こちらのポスターを作成しまして、こちらは公共施設のほう

に掲示をいたしました。あとは議員の皆様方でそれぞれお知り合いの方とか店舗のほうに

張っていただいたということでございます。 
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それから５番のホームページ、市のホームページのほうに掲載をいたします。 

９月中旬ぐらいに掲載を予定しておりますが、市議会のホームページと、那珂市のフェ

イスブック、ツイッターのほうにお知らせを流したいと考えております。 

ポスター掲示は先ほどのとおりでございまして、⑦報道への公表、こちらは去年も行っ

ておりますが、秘書広聴課を通じまして、県庁記者クラブのほうに案内の投げ込みを行い

たいと思います。 

去年は那珂市議会だよりのほうに案内を掲載したんですが、今回スケジュールの関係で

10月21日発行予定になっておりますので、ちょっと間に合わないので、こちらへの掲載は

なしということにさせていただきます。 

続いて３ページ目が議会報告会の資料です。 

毎年大体同じような形で資料のほうはつくってるんですが、こちらの当日配付資料です

ね、議会報告会の会議次第と出席者名簿、それから各委員会の報告書、議会基本条例、そ

れから、直近の議会の会期日程と議決結果ですね、こちらも載せております。 

こちらのつづりと別に議会だよりの最新号、10月21日発行のものがご用意できますので

そちらと、アンケート用紙をお配りしております。 

続いて４ページ目がきょう検討していただきたい事項になりますが、その前に参考とし

まして５ページ目、前回の議会報告会の当日のスケジュールと役割分担ということで、参

考に載せております。 

去年は出席者を２班に分けまして、土曜日の方と日曜日の方、報告のほうは委員長、副

委員長でどちらか出ていただくような形でやっております。 

その他の役割分担としましては、司会の方がそれぞれ第１部と第２部の方と交代で決め

ていただいております。 

あと記録の方も決めていただいておりまして、その他の準備、片づけ等につきましては、

出席者の皆様全員で行っていただきました。 

その後ろに付いてるのは、らぽーるとごだいの案内図になっております。一度開催して

いるところで、同じ部屋になっております。 

４ページに戻っていただきたいんですけれども、報告会に向けての検討事項といたしま

して、①から⑦まで載せさせていただいております。 

検討をしていただきたい事項なんですが、早めに決めていただきたいことから順に１番

から載せております。 

まず議会報告会の構成について、前回は報告１時間、意見交換１時間の２部構成で行っ

ておりまして、そちらをお知らせ版でも載せております。 

お知らせ版の原稿案のほうを１枚別にお配りしておりますが、このような形で、内容と

しまして、議会概要、定例会の内容報告と意見交換をやりますということの案内を出した

いので、こちらのほうを検討をお願いいたします。この形でいいか、変えるかということ
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になるかと思いますが、大体の内容をお知らせ版のほうで流したいと考えております。 

それから２番目でございますが、出席者の割り振りについて、前回は２班に分けて、そ

れぞれ都合のいい日どちらに出ていただくということで、委員会の中でも調整をしていた

だいたところなんですけれども、こちら先ほどの自治会のほうの回覧にですね、去年は１

日目の出席が誰、２日目の出席が誰ということで、案内を載せているんですね。 

こういう形であらかじめ誰が出席するかっていうことを載せるとなるとちょっと早めに、

それを決めていただく必要があるということでございます。 

それから、役割分担のほうも決めていかなければいけないかなと。こちらのほうは名前

だけですけれども、そのあと役割分担を決めていただくということになると思います。 

それから３番の文書による案内の送付先についてなんですが、前回はまちづくり委員会

と自治会長には個別に文書で案内を送付しております。 

参加してくださる方も固定化してきておりますので、今回もうちょっと女性とか、若い

世代とかそういう方への案内を広げるということであれば、文書による案内を例えば学校

ですとか、女性の団体ですとか、もうちょっと、まちづくりや自治会長以外の方で、何か

そういう有効な送付先、案内先があればご検討いただいて、ちょっと参加者の拡大をした

いと思います。 

それから４番目といたしまして、意見交換会の実施方法について、こちら先ほどの取手

市の視察のときにもお話が出た件でございますが、今までは全体に対する報告と全体での

質疑応答という形になっております。 

そのやり方に関して、全体でやるのか、グループ分けしてやるのか。それからまた、テ

ーマを設けるのか、そういった部分でちょっと意見交換会のやり方についてご検討をいた

だきたいと思います。 

続いて５番目の報告会の記録について、こちらなんですが、前回、広報委員会のほうで

次の報告会では、広報委員会のほうで記録をとるということでお話がまとまっていたとこ

ろでございまして、広報委員会のほうに記録をお願いするとなると、議運と広報との調整

が必要になってきます。 

その調整のやり方ですとか、実際の記録のやり方等を考えていかなければいけないんで

すけれども、その次ですね、意見交換会で出た市民意見の取り扱いというところにも関係

してくるんですが、記録をとっていただいて、その記録をもとに委員会で問題について考

えるとか、そういう形に発展していくっていうことを考えると、記録のほうもある程度き

ちんとした記録をとっていただかないと、そのあと検討に入れないということもあります

ので、人員の面で、なかなか実際にやりとりの中に入って、さらに記録もするっていうの

はちょっと難しいと思いますので、本当に専属の記録者をつけるような形で人員を配置す

るのか、どういう形で記録をとるかっていうところもちょっと詰めていかなければいけな

いところでございます。 
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前回はですね、実際に意見が出たものに関して、委員会で検討をしていただいてるんで

すが、その際ですね、事務局のほうで、出た意見について担当部署と思われるところに、

こういう意見が出たんですけどどうですかっていうのを流して、それを回答してもらって、

委員会にそれを渡すような形をとったんですけれども、実際のところ本当に身近な話題で、

その場で議員さんのほうで対応していただいたケースもありますし、こちらからまた執行

部のほうに聞いて、それが話がダブってしまったり、こないだ伝えたんだけど、どうなっ

てるのかなとか、そういうこともありましたし、実際こちらから投げて、また返してもら

ってそれをまた、機会を設けて議運なり委員会なりに報告するとなると、かなり時間が経

過してしまいますので、できればそういう形は今回はとらずに、記録の方を置くのであれ

ば、その記録の方があらかじめ出た意見については記録しておいていただいて、それを委

員会でやるとすれば該当する委員会のほうに渡していただいてそこで直接もうお話しして

いただいて、その中で、委員会として、例えば調査事項にしていくのか、検討をこれから

していく課題にしていくのか、あるいは提言をしていくところまでいくのか。 

そういうふうな形ですべてその議会の中で持っていっていただくのがやっぱり次のレベ

ルになっていくのかなと思うので、そういう形でちょっと考えてはいるんですけれども、

その辺についてもうちょっとご検討をいただきたいなと思っております。 

それから６番、報告会の資料についてなんですが、前回は今までこういう形で報告会の

資料というのは各委員会のほうで作っていただいたものをまとめて、それプラス、議決結

果ですとか、基本条例とかそういうものを合わせて作っているんですけれども、そのよう

な形でいくか、あるいは議会だよりの中で、議決結果とか委員会で協議した結果とか、そ

ういうものが載っていますので、そういうもので使えるものを議会だよりを資料として説

明するという方法もあるかなって話も以前出ていましたので、資料のほうをどういうふう

な形に作るかというのも、ご検討いただきたいところです。 

それから、７番の全員協議会、リハーサルの実施についてなんですが、前回は、実際の

報告会の４日前に、全員協議会を開きまして、最終的な資料の確認と役割分担、そういう

ものの確認を行っていただいた後で、リハーサルを行ったんですが、今回どういう形でそ

れを行うかというのも、ご協議いただきところです。 

すみません、検討事項がいっぱいあるんですけれども、よろしくお願いいたします。 

委員長 確認をさせていただきます。 

日時、場所については、平成28年10月22日の土曜日、午前10時から正午までの総合セン

ターらぽーる研修室１から３、２日目、平成28年10月23日日曜日、やはり同じく時間は午

前10時から正午、ふれあいセンターごだい多目的室、これでよろしいですね。 

続きまして、では一つ一つ皆さんにお伺いをしながら、進めていきたいと思います。 

検討事項の中で、議会報告会の構成について、前回は議会報告を１時間、意見交換を１

時間の２部構成で行いましたが、その点について、今回、どのように進めるか、皆さんの
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ご意見を伺いたいと思います。 

それによって、おしらせ版が内容変わりますので、ちょっとこれについて皆さんのご意

見をいただきながらまとめたいと思います。 

勝村委員 同じでいいんじゃないかな。 

議長 開会からこれだけ一人委員長さん、持ち時間５分ぐらいだとすると、結構早く終わるん

じゃないかと思うんだよね。報告のほうは。 

     （「いや」と呼ぶ声あり） 

議長 45分ぐらいだよね。ちょうど時間になる。目一杯かな。 

（「目一杯」と呼ぶ声あり） 

副議長 議員定数とかは今回ないけど、議運、総務、産業、教育、原子力も常任委員会だから

ね。そうすると結構やっぱり、議長のごあいさつもあるし。 

議長 議長のごあいさつは短いから。 

じゃあ、終わり次第、10分間の休憩をとって、意見交換会を少し、一応掲示はそういう

ふうに、１時間、１時間にしといて、委員長報告が要するに早目に終われば、そこで10分

間の休憩とって即意見交換会に入るというそういう形で。構成については一応１時間、１

時間としておいて、早目に終われば即、休憩に入って意見交換と。 

この間、中央公民館でやったとき、結構延ばしたよね、意見交換、１時間半ぐらいやっ

たよね、途中で切るのもかわいそうだということでね。 

副議長 あれは進行がたいへんで、チンチン鳴らさないと本当はなかなか大変なんだよね。 

委員長 じゃあどうします、一応ず報告会の構成については前回と同じで、それでよろしいで

すか、今回は。 

副議長 意見交換は、前回は最初はまず直近の今の報告についての質疑応答だったんです。そ

れが終わったら、市政全般の、一応その意見交換の中でも二部に分かれてたの、一応ね。

多分そういうふうにしたほうがわかりやすいんだろうなと思います。 

委員長 意見交換については報告についての意見と、あとは市政一般についての意見というこ

とで、一応時間的には何分ぐらい、個人的に余り先ほど議長からも出たように、長々とさ

れるよりは、ある程度決めたほうが。 

副委員長 一人５分以内でしょう。そこで切っちゃうしかないと思います。 

議長 ５分も結構長いよ。 

副委員長 ３分でもいいかもしれないけど。 

副議長 それも、答弁含めてでしょ。結構３分っていうと、議員もてきぱきと答えられればい

いんだけど、結構答弁も長かったりするから難しい。 

委員長 答弁入れて５分ですか。 

副議長 ５分にしないとちょっとたいへんかな。 

委員長 お知らせについては、そうすると前回と同じような内容になりますね。 
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じゃそれでお願いをいたします。 

②の出席者の割り振りについて、前回は２班に分けて、いずれかの日に必ず参加という

ことですけれども、やはり今回から定数が削減されて人数も少ないですけど、やはり２班

に分けて行ったほうがよろしいですかね。 

副議長 定数が減ってますから、ただ報告するのは、議運と３常任委員会と原子力で５つの委

員会ですよね。交代交代で委員長と副委員長でこうやりますよね。 

前回なんかも議長なんかは多分両方出ましたよね、いわゆるその絡んでる部分があって、

人によっては交代っていうかもう両日出なきゃいけない人がいると思うんですが、今度定

数減って、それがさらにふえると思うんですよ。 

だから２班に分けていずれかにっていうよりもちょっとそこらのところ、もう既に委員

長名わかってるし、あとは司会と受付とかっていう役割分担見ていくと、とにかく２日に

は分けるけれど、もうそれなりの分担でっていうことで２班にきっちりとなんか多分分け

られない、かなりの人が両日出ることなるんじゃないかというふうに思うので、ここはち

ょっと事務的にわかることだと思いますから、ちょっとね、ある程度割り振りは気を付け

てやったほうがいいと思います。 

委員長 今ですね、この構成について、委員長、副委員長ですか、そこに名前だけ入れさせて

もらって、ちょっと確認を入れたいと思います。 

中﨑議長は２日間入りますね。 

まず議会運営委員会、ここで私と萩谷議員、入りますね。 

総務生活常任委員会が勝村さんと小宅さんですね。 

産業建設常任委員会が寺門委員と木野さん。 

教育厚生が古川議員と筒井さんですね。 

原子力安全対策が笹島議員と冨山議員ですね。 

ここの定数は無くなるけど、今度どうします、その災害対策、それはまだいいですよね。

まだやってないからね。 

それで、分担の中で22日はらぽーるなんですけど、ここで、私が地元になるので、ここ

は萩谷議員が入ってもらったほうがいいですよね。23日に私が行くと。 

やはりらぽーるで、総務生活常任委員会、ここが小宅議員。副委員長がこっちに入って

もらって、勝村議員がこっちへ。 

産業建設常任委員会は、これはこれでいいですよね。寺門委員と木野委員。 

教育厚生が、後台が筒井さんだから、逆ですね。 

原子力安全対策常任委員会はこのとおりでいいですね。笹島議員が22日で23日が冨山議

員と。 

次長補佐 原子力は報告案件があまりないですけど。 

副議長 いや、請願も出てるから。前回一番質問が出てたんだよ、絶対大変。 
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委員長 そうすると出席議員、議長が両日出て、あと９人と８人。 

副議長 記録を広報に任せるという話なんだけど、広報が誰が出るかによってもこれ違います

よね。 

副委員長 ２日とももう全員じゃないの。 

副議長 なんかそういう感じだよね。 

委員長 これはもう早目にやっぱり決めちゃったほうがいいんですよね、そうするとね。 

次長補佐 全員っていうことであれば逆にいいんですけど。ただ、この回覧に載せて回すとい

うことであれば。 

副議長 実際早めに流しても、欠席がいた場合はちょっと格好悪いんだよね。これはもうしょ

うがないんだけど。体調とか都合があってだから。載せちゃうと、じゃ何でいないんだと、

それ見て来るから。だったら基本的もう全員。この質疑応答も、司会代わらなきゃならな

いから、２人いるんだよね。 

勝村委員 最低でも受付入れて12人かな。 

委員長 広報といっても、議員ですからね、別な担当の人が来るんなら、その分は抜いてもい

いですけど、広報が記録をやるとなってもこれ議員が一緒になってやるわけですから。結

局同じ顔ぶれというか、メンバーの中に入ってるわけですからね。 

副議長 広報だって発表する議員がほとんど入ってますよ。 

委員長 ましてや初めての経験で司会をどうだって言ってもね、その進め方だってなかなか。

２日間全員がみんな協力し合ってということで、よろしいですか。 

そういう形で進めてみて、都合悪い方も出るかと思うんで、それは仕方ないということ

で。 

副委員長 それでいいんじゃないですかね。少数精鋭でやるって決めたんだから、それでいい

じゃない、全員でやると。 

委員長 ２班に分けないで、全員で。 

次長補佐 すみません、こちらの回覧チラシのほうは名前を載せないということでよろしいで

すかね。 

（「いいです」と呼ぶ声あり） 

委員長 全議員２日間参加でね。極力、都合の悪い方、体調の悪い方は仕方ないですけど、一

応そういう予定で組ませていただくということで。そのように進めさせていただきます。 

続きまして、３番、文書による案内の送付先について、前回はまちづくり委員会、自治

会長に送りましたけれども、今回、そのほかにいろいろな団体とか、学校関係に送っては

どうかという意見もちょっとありましたけど、その点について、皆さんのご意見を伺って、

少しでも多くの方が集まってもらうんなら、そういう団体とか学校関係ですね。 

今18歳からの選挙権もありますので、前回も広報として那珂高校に行って取材させても

らったんで、那珂高校さんとか水農さんにも連絡入れてみるとか、短大さんに入れてみる
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とかね。 

副委員長 それともう一ついいですか、学校というかＰＴＡ、役員さん、学校に持っていけば

それで済むと思いますし、学校に持って行ってＰＴＡ会長さんと副会長さんにに声かけて

もらうとか、というのもあるかなと思うんですよね。 

結構40代、30代の人が小・中学校の役をやってる人が多いと思うので、参加してくれる

かは別としてもね。 

そういうのもいいのかなと思いますね。 

委員長 ただいま学校関係またはＰＴＡの関係というのにちょっと声かけてみてはどうかとい

うことですね、今回の時間も午前中っていうのは若い方もいろいろこう出てもらえるよう

な企画をしてみようということで午前中にした経緯もありますから、そういうのでも、声

かけてみればね。 

副議長 お声掛けという意味では、例えば今常任委員会でそれぞれ各種団体とのいろんな意見

交換をやるところ、我々のとこであればＪＡとか商工会さん、もしくは教育厚生であれば、

医師会とも前やりましたか。 

広報なんかだと若手のね、農業後継者クラブさんとかそういったところも連携とれてる

し、そういう女性なんかだと、女性団体のネットワークなかみたいなのもありますよね。 

市内各種団体っていう部分では結構いろいろ通知はしちゃってもいいんじゃないかなと

いう感じしますよね。もう何回もやってるんで、遠慮しないで。 

委員長 幅広く各団体などに声かけてはということで、副議長から話が出ましたけど、どうで

すか、差支えなければ皆さんそういう幅広く声をさせてもらいます。 

ただ案内を出すとなると、どのように出すかですよね、今度は各自委員が持っていくの

か、それとも郵送といってもこれ全部調べて出すのも大変ですし、ですからお知らせ版は

出してますから、お知らせ版の中に幅広くその中で、ＰＴＡとか各種団体の皆さんもお待

ちしてますとか入れるのか、そういうやり方でやるのか。 

どういうやり方がいいですかね。 

次長補佐 市民協働課のほうで、各種団体のほうはある程度つかんでると思うので、そちらと

教育委員会のほうですね、ちょっと確認してみて、ある程度ピックアップしてちょっと見

ていただいて、送り先を決めていただければと思います。 

副議長 市民活動団体まで広げちゃうとちょっとなかなか。例えばきょうの国体の資料にあっ

た、ああいう団体、あれぐらいだったらいいんじゃない、郵送で送っても。 

寺門委員 最低あのへんだよね。 

勝村委員 市民協働課のは、すごい数になっちゃうよ。 

副議長 いわゆる市民活動団体まで広げるとちょっと大変だよね。 

委員長 あとはですね、各常任委員会で今各種団体との交流とか話し合いしてますから、そう

いう中でちょっとこう、情報提供するとか、今回、学校とＰＴＡとに絞ってみるとか、何
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かそういうふうにしないと、余りにも窓口広げて声かけちゃって、今度はそれで収まりき

らないとか。たくさん来るのはいいですけど、それもどうかなというのも、分からないで

すからね。 

どこまで声かけるかとりあえず決めさせてもらわないと、事務局でもね、これから拾い

上げるのが大変かと思います。 

次長補佐 とりあえず議会として、広報とかで取材させていただいている団体とあと懇談会を

させていただいた団体っていうのは優先で入れるということにして、ほかはちょっと余り

にも数が多いとあれなんで、委員長のほうに後で。 

委員長 広報等編集委員会との連携ということなんで、全員が今回から報告会に参加しますの

で、その中で、広報の担当のほうに記録はお任せするということで、正副委員長通してち

ょっと打ち合わせをさせていただきたいと、私は思うんですけど。 

それで任せてもらってよろしいですか。これについては。 

寺門委員 議事録はできれば広報で全部やりましょうという話はして、新メンバーに引き継い

でおりますので、新メンバーでの今度検討結果どうなの、引き受けてくれるのかどうかっ

ていうのは、今回、でも全員参加ですから、誰かがやらなくちゃならないということにな

るので、だから広報委員会の方にはそのまとめというところも踏まえて、やってもらった

ほうがいいような気もするんですよね。 

非常に議事録を起こすのは大変なので、これは、機械でできるんでしたっけ。 

次長補佐 一応録音はしますので、ただ、一般の方々っていうのは、音を学習させてないんで、

非常に変換率が悪いんですね。 

ですので、手作業でやる部分がかなり多くなっちゃうので、それは広報委員会の方にや

っていただくのは難しいと思いますので、報告した内容とかそういうのは、別に後で見れ

ばわかると思いますし、大体委員会でこういうことを報告するっていうのは事前にわかっ

ているので、意見交換に関しては、どういう意見が出てくるかって、ちょっとその場にな

らないとわからないのでそれに関して、どういう意見が出て、どういう答えをしたかって

いうのを記録していただければ、それを後につなげるっていう形にできればと思います。 

寺門委員 わかりました。 

それは、やっぱり誰か任命してやっていただくという形になりますよね。 

前回広報委員会で実を言うと、失敗した経緯がありましてですね、記録は。録音してな

かったていう。 

その辺ちょっと広報委員会と議運のほうで正副委員長で話をしていただければと。 

副議長 新しいメンバーでちょっとその話はまだしてないんで。 

委員長 ちょっとその辺は調整させていただきたいと思います。 

 あと一点、意見交換会で出た市民の意見の取り扱いについてですけれども、この意見

については、各委員会でまとめてもらって、委員会で検討し、今後の調査活動にしてもら
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うとか、そういう面でも各委員会でそのあとの意見を検討してもらえればと思うんですけ

ど。 

どのようにするか、そういう市民の声を大切にして受け入れてもらうということで、取

り扱っていければなと思うんですけど。皆さんの意見をお伺いしたいと思います。 

副議長 まず前回に関しては、基本的に前回のね、議運のほうでは皆さん常任委員長にお願い

をして、こういうことにしてもらいました。 

というのは、議会報告会の質疑応答の中で、やっぱり我々執行権がないので、これはこ

ういう意見が出ましたということをお伝えしますというふうな委員長さんとしてのお答え

も結構多いんですよね。 

なので、それはまずきちっとお伝えをしますという意味で、執行部にきちんと所管の常

任委員長から各所管の部署へお伝えしなきゃいけないのが一つなんです。やっぱり。 

ただあとお伝えした上で、これは議会としても確かにおかしいねと、これどうなってん

だろうねっていうことで所管の職員に聞くっていうのもやっぱり大事なことなんです。 

それをやっていく中で、じゃあこれはやっぱり政策的に課題があるなとなれば、そこで

初めて委員会として議論して調査事項にしていくかどうかという判断になるんですが、ま

ずはきちっとお伝えをするということ。 

それからお伝えした上で、ちょっとおかしいなと思ったら、疑義があれば確かめをして、

聞きたいことは聞こうと。 

さらに、三つ目でそれを政策提言できるまでの調査にするかどうかっていうのは、それ

はもうまさに、委員会にお任せなんですが、ただ基本は聞きっ放しにしないというふうな

スタンスで、前回の議運で考えたので、それを常任委員会にお願いしたという経緯です。 

委員長 はい、では市民からの意見については、各常任委員会の委員長さんにまとめていただ

いて、きちんと所管に伝え、また所管に確認もしていただくということをまず優先的にさ

せていただきたいと思います。 

またその中で必要とするもの、今後各委員会で検討していけるものがあれば、それはま

た各委員会で決めていただくと。政策の中に入れてもらうということで、進めていただけ

ればということでよろしいですか。 

寺門委員 その先ですね、市民への回答ということで、次回の報告会にするのか、または議会

だよりで報告するのか。もしくはホームページでやるのか。議会だよりとホームページで

報告っていうのも両方私は必要だと思いますんでね。きちんとね。 

 何もなかったよっていうよりは、それぞれ皆さんお分かりいただけると思いますので、

その方がいいなと思います。 

委員長 はい、その回答ですね、きちんと聞くだけではなく、報告するということで議会だよ

り、ホームページ等に記載するということで、市民に伝えるということで、進めたいと思

います。 
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寺門委員 ホームページは、大丈夫ですよね。掲載は。 

次長補佐 はい、前回も載せてはいるんですけど、個人情報とかそういうのは伏せた形で。 

委員長 じゃ、きちんと報告会の中でも検討させていただいて、その回答については、ホーム

ページ等、議会だよりに載せさせていただきますということで伝えたほうがよろしいです

よね、市民の方にもね。そのときにね。 

次長補佐 委員会のほうで、そこの最終的な報告、全部が全部また返さなくちゃいけないって

いうことではないと思うんで、本当に細々したこともありますので、委員会のほうで検討

するのであれば、そちらでどの部分を掲載するのか、どの内容について検討していくのか

っていうところをまとめていただいて、それを議会だより、ホームページのほうに載せる

という形でお願いします。 

委員長 いろんな意見は各常任委員会でまとめてもらって、その中でその回答をきちんと伝え

る、返事をするということで、必要とするものと、それは分けてもらうということですね。 

副議長 そのまとめたものは広報のほうにお任せして。議運でまとめることではないですよね。 

委員長 そうですね。では続きまして、報告会資料等については、先ほど事務局から説明あり

ましたように、名簿、各資料等でよろしいですかね。先ほど説明の中にもありましたよう

に、出席者名簿、これについては、全員ですけどね。 

ただ役割分担、その担当だけきちんとしていればいいかと思うんですよね。 

次長補佐 一つ、前回のときに、所属している委員会がわからないっていうことで、意見をい

ただきましたので、委員会の構成表をつけたいと思います。 

副議長 ここの資料で、議会だよりを利用するかどうかというのは、その前日に出来るんです

よね。当日、それを持って説明するということでしょうが、まずは議運の委員長のほうで、

その定例会の提出議案とか、そういったものは全部議案に関して全部議運の委員長で前回

説明したんです。 

各常任委員長さんは自分のところの議案の説明をまた全部するんじゃなくて、委員会の

中で特にメインだったところってのをピックアップしてやってもらったんです。 

それでもって少し時間をね、中身を濃くやったので、議運の委員長さんのほうで議会全

体の構成とか提案された議案、全部一通り、それを議会だより使っていいと思うんですよ

ね。せっかく当日配付されているので、それはそれで短縮になると思いますし、充実させ

るにはそれでいいかなと。ただ、リハーサルには間に合わないんでね。 

寺門委員 原稿があるから。 

副議長 大丈夫ですね。それを使ってリハーサルすればいいものね。 

次長補佐 じゃ、資料のほうは、前回は先ほど言ったように、委員会として、三つぐらい何か

報告すべきものを絞って、１枚の資料にしていただいたんですけども、それもなしで議会

だよりの委員会のページを使うということにするのか。 

副議長 自由にさせたほうがいいんじゃない、委員長さんの。完全に取り上げちゃう感じにな
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っちゃうとちょっと申し訳ない。 

寺門委員 議会だよりは伝えたいことを載せるわけだからね。 

副議長 何か表とか資料的なものもペラ一で活用できるじゃないですか、一応。皆さんにこう

いうことですよってことで。 

次長補佐 そうすると、ちょっとばらばらになっちゃうといけないんで、議会だよりに統一す

るんであれば、もうその委員会で議会だよりの記事をつくる段階でもう、報告会でこれを

使うっていう前提で、記事づくりをしていただかないといけないので、その辺をちょっと

決めておきたいんですが。 

委員長 議会だよりの中に載ってれば、それを報告しておけば、資料としてはあげる必要はな

いですよね。それを見ていただきながらということで。 

副議長 文字制限があるんですよ、制限がすごく。だからちょっとね。しかも一個のテーマぐ

らいしか載らないですよ。二個だったちょっとずつしか多分、文字数の制限があるから。 

議長 委員長さんにそこは少し。重要なことなら一つだって二つだってかまわないから、徹底

的に説明するとかね。こういう意見交換があったとか、何号議案に対して全員賛成なんて

そういうことじゃなくて。その過程を知りたいわけだから。委員長が理解していただけれ

ば。 

委員長 ということは、議会だよりだけではなく、各常任委員会の委員長さんにお任せすると

いうことで、今までと同じようなやり方でよろしいですか、報告については。 

副議長 常任委員会の報告はやっぱり、一枚あったほうがいいと思います。 

委員長 報告については各常任委員会で、その中で議会だよりを使ってもいいし。 

次長補佐 ただその委員会として、１ページ分は資料として出せますよっていうことでよろし

いですかね。 

委員長 あとは委員長さん、委員会でのやり方にお任せするということで。 

次長補佐 ９月の定例会中の常任委員会のときに、ちょっとお話をいただければと思います。 

副議長 実際審議して、どれだけ例えば問題になったとか、紛糾したとか、それによっても報

告したい度合いが違うでしょう。終わってみないとわからないかもしれない。 

委員長 はい、これについてはですね、先ほどの今回、①、②、③までは早急に決めさせてい

ただくということで、あと④から今まで、あとリハーサルもありますけど、これについて

は皆さんの意見をいただきながら、９月の定例会でまたいろいろ各常任委員会で皆さんで

検討していただくということで進めたいと思います。 

続きまして⑦、全員協議会、リハーサル実施について、前回は４日前ということなんで、

この日程でいくと10月の18日ごろが４日前の日程なんですが、議長とか何か予定入ってま

すか。 

事務局長 議長は空いてます。 

委員長 18日あたりを、４日前ということなんでリハーサルで予定を入れておきますか。 



 - 27 - 

新人の議員の方も３名入ってますし、新たな議会の構成なんで、改選になってから初め

ての報告会ですので、やはりリハーサルはやったほうがいいだろうし。一応10時予定で。 

そのように進めさせていただきます。 

あと一点、すみません、きょうあった議長会研修、日程もう一度、何日でしたっけ。 

次長補佐 11月15日、16日です。 

委員長 改めて各皆さんにこの出席者をお願いするかと思います。各常任委員会でも決めてい

ただいて、１名ずつ、これは各常任委員会の委員長さんにまとめていただいて、議運から

も１名出席をお願いしたいと思います。 

ほかにありませんか。 

長時間に渡りましての審議ありがとうございました。 

以上をもちまして、議会運営委員会を閉会といたします。 

ご苦労さまでした。 

閉会（午後３時10分） 

 

   平成２８年９月２日 

    那珂市議会 議会運営委員会委員長 君嶋 寿男 


