
 - 1 - 

那珂市議会 議会運営委員会記録 

開催日時 平成28年９月２日（金）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     事務局次長 寺山 修一 

次長補佐 横山 明子 

会議に付した事件と結果概要 

（１）特別委員会の設置について 

結果：特別委員会の名称、目的、調査事項、委員定数等を決定 

     （２）議会報告会について 

        結果：第４回議会報告会の役割分担、案内送付先等を検討 

 議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

     開会（午後１時00分） 

委員長 午前中の一般質問に続きまして、議会運営委員会の皆さんご苦労さまでございます。 

ただいまの出席委員は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。 

あいさつは省略させていただきます。 

早速、これより議事に入ります。 

（１）特別委員会の設置についてを議題といたします。 

前回の議会運営委員会において、議会としての災害対応マニュアルの作成、議員間の連

絡体制の確立等の調査を行うため、特別委員会を設置することを決定いたしました。 

設置にあたりまして、委員会の名称、目的などを再度確認したいと思います。 

まず事務局から説明をお願いいたします。 

次長補佐 それではお配りしました本日の資料の１枚目になります。 

特別委員会の設置について（案）でございます。 

まず、１番目の名称は、仮称でございますが、災害対応調査特別委員会としております。

後ほどご検討をお願いいたします。 

２番、設置根拠は地方自治法第109条及び委員会条例第６条でございます。 
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３番の目的、本市の危機管理体制、自然災害時の議会・議員の対応指針（マニュアル）

の作成、議員間の連絡体制の確立等、安全・安心なまちづくりに関して調査研究を行うこ

とを目的とする。 

４番の調査事項、１が市議会災害対応指針（マニュアル）の策定に関する事項。２番目

が災害時の議員連絡体制の確立に関する事項。 

５番、委員定数につきましては、一応全員がということで前回お話がありましたとおり

で、議長を除く17名ということにしております。 

本日ご検討いただきたいのが、名称、目的、調査事項、それから、こちらの提出者を決

めていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

委員長 ただいま事務局からの説明がありました。 

特別委員会の設置についての内容で、これから一つ一つ皆さんとともに協議をしていき

たいと思います。 

名称は災害対応調査特別委員会ということで、先日の委員会でも災害対応についての調

査特別委員会の設置ということで、意見が出ましたので、この特別委員会を設置というこ

とですが、名称については、皆さん、この名称でよろしいでしょうか。 

何か加える点があれば加えさせていただくということで、ご意見があればお伺いをした

いと思います。 

どうですか、名称について、よろしいですか。 

よければ、名称については、災害対応調査特別委員会という名称で特別委員会を設置と

いうことにしたいと思います。 

続きまして２番については、地方自治法第109条及び委員会条例第６条ということで、設

置根拠的にはここは問題ないと思います。 

３番目の目的についてですけれども、先ほども事務局から説明がありましたように、本

市の危機管理体制、自然災害時の議会議員の対応指針の作成、議員間の連絡体制の確立等

安全安心なまちづくりに関しての調査研究を行うことを目的ということでありましたが、

このような目的で内容はよろしいでしょうか。 

副議長 文言で言いますと、自然災害時と言いますが、防災計画でいうと、風水害と地震と原

子力も入っちゃうんだよね。原子力となると自然災害ではないので、自然を取ればいいの

かなというのが一点と、どこまで広げるかですが、本市の危機管理体制と災害時の議会と

議員のマニュアル作成と議員間の連絡についてということですよね、これを議会だけの内

容にとどめるか、もしくは本市のほうの危機管理体制を含めるかいうことを少しちょっと

協議しないといけないのかなと思う。 

勝村委員 この目的の部分でね、最初私が感じたのは、先日の研修に行って、常総市とかね、

そこでのあれでいくと、本市の危機管理体制っていうことになると、那珂市の体制も入っ

てしまう。私が考えたのは、この議会だけというふうに考えてたんだけど。これでいくと、
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那珂市の執行部のほうまで入ってしまうよね。 

それと、副議長言うように、自然災害だけになっちゃうのか、原子力もそうだろうよと

いうことなると、この自然災害っていうよりも、災害時じゃないかなっていうふうに感じ

るんだよね。 

委員長 ほかにありますか。 

一応今ですね、副議長からは、この目的の内容の中の自然災害時の議会、この自然災害

となると風水害、地震等ですけれども、那珂市においては原子力等も施設がある関係とい

うことで、逆に自然災害の「自然」を抜いてはどうかという意見で、これについては今勝

村委員からも、同じような意見だと思いますし、あと一点が本市の危機管理体制というこ

とですけれども、市の体制まで入れるか、議会だけのマニュアル的な対応をつくるのかと

いうことでの意見の検討ということですね。 

寺門委員 私もですね、本市の危機管理体制となると、全市になってしまいますので、市のほ

うの災害対策本部ですね、現実には、議長が参加していただいて、議会の代表ということ

で情報、今度議員の各地域の自治体との点検も含めて、情報のやりとりをやっていくとい

うことになるので、その点がね、本市の中に含めるのか、つながり部分を、現状でも議会

事務局は一応メンバーとありますけれども、これ議会の議長が対策本部に入るとなると、

向こうの災害マニュアル、防災マニュアルでしょうかね、一部変更しなきゃならないとい

うことになるんですよね。その点を考えるとこれどうなのかなっていうのは。本市までは

入れる必要はないんじゃないかと思いますよね。そのつながりの部分だけは、かかわるこ

とになりますんで、その辺は本市を入れなくてもいいような気がしますが。 

副委員長 今お話出ましたけど、私もこれ、執行部の危機管理体制っていうのは独自に多分や

ってると思うんですよね。 

それと自然、副議長から出ましたけど、災害時、例えば文言で言えば頭を切って自然も

切って、災害時の議会議員の対応指針マニュアルの作成、議員間と執行部の連絡体制の確

立というような形のほうが、いいと思うんですね。 

執行部とも連絡、そちらも取らなきゃならないと思うので、そういうことを入れて、執

行部とは連絡体制の確立ということで、議員間とね、こういう形のほうがいいのかなあと

これ見て思ったんですけど、皆さんいろんな意見あるかと思うんですけれども、私はそう

いうふうに思いました。 

綿引委員 ちょっと不勉強で恐縮なんですが、那珂市の災害が発生したときに多分、市役所の

ほうに対策本部というのが立ち上げになると思いますけど、その中のメンバーに市議会議

長っていうのが入っているんでしょうか。 

     （「入っていません」と呼ぶ声あり） 

綿引委員 入っていないということは、こないだ視察行ったときにやっぱり議長もおれも入れ

ろって後から入って、それを市議会のほうに情報を流したという話があったので、だから
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もしそこの対策本部のメンバーに、議長あるいは副議長ということが入っていないんだと

すれば、その辺をどうするのっていう話から始めないと市全体の話をしてもいいのか、あ

るいは議会だけで考えるべきかというのは、まずそこを確認してからじゃないと。 

以上です。 

委員長 はい、ちょっとまとめさせていただきます。 

綿引委員からはですね、市の対策本部の中には、議長は本部のメンバーとしては、入っ

ていないのかということなんですが、これは入ってはいないですよね。 

事務局次長 災害対策基本法の中に、災害対策本部というのは、首長を本部長として、その市

の職員を充てるというふうになってます。那珂市においても、23年の大震災ですね、その

ときに須藤議長に入っていただいたと。これはあくまでもオブザーバーという形で入って

ます。ですから、災害対策本部員ではありません。議長さんにつきましては。 

ですから、多分常総市さんについても、オブザーバーという形で入られたんじゃないか

というふうに思います。 

以上です。 

委員長 今ですね、議長の位置づけというのは、オブザーバーということで、対策本部が市の

ほうでできても、オブザーバーということですので、その中のメンバーではないというこ

とで、言われましたので、ですから、そうなるとですね、やはり皆さんの意見の中で多い

のは、市の危機管理体制ということではなく、まず議会の中での災害時の議会、議員の対

応の仕方、あと議員間の連絡体制とか、そういうものに対してのマニュアル作成をという

ことで、よろしいですか、そうすると目的の内容は。そういう形が皆さんの意見の中では

多かったんですけども。 

副議長 まずは議会の中で、そういう何かしらあったときはこうしようよというふうなマニュ

アルを作ったり、議員間の連絡体制を組むというのはいいと思うんですよね。 

本市の危機管理体制ってここに書いてあるのはどういう意味かなってちょっと考えてい

たんですが、例えば、今の災害時の法律でいうと、構成員は職員をもって充てるというの

であれば、議会議員はそこに入ることはできないんだけれども、オブザーバーであればそ

れは問題はないということで過去に対応したし、恐らくほかの市町村でもそうであろうと

いう話ですが、これは例えばその条例でもって、その構成員として議員に入れるというこ

とすらもできることはないんですかね。 

事務局次長 そこまでちょっと条例で入れるかどうかというのはわかりませんけれども、今の

災害対策本部条例には当然入っていないですね。 

副議長 そうですね。そこでですね、その入れるかどうかは別としましても、少なくてもそこ

に議長がいる意味は何かというと、災害対策本部で話し合われた内容に関して、オブザー

バーですからね、ほとんど発言権はないんだと思うんですね、ただいるだけっていうこと

なんだと実質思いますが、ただそこにいることによっていろんな情報を得て、議会に戻っ
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てきて、こういうふうになってるからこうしようね、こうだよっていう、それは連絡でき

るのでそれは一つ意味があると思うんです。 

ただ、恐らく前に、震災時にやったように、私も聞いたことの話ですが、恐らく発災時

からいろいろ各議員が地域の中で、歩き回っていろんな要望を各個人の議員が各担当課な

りにぼんぼん挙げていた。それがなかなか、それ以外にも執行部の皆さんがいろんな市民

の要望を聞くので、結構ごちゃごちゃなっちゃって大変だったと。 

だから議会として一つ、そういったのをまとめて、市に要望するようにしたとか、そう

いう話を聞いてますけども、そのときに、そういうふうにもしなったりしたときにですね、

市は災害対策本部で正副議長が出席できても、あくまでもオブザーバーだから、その意見

に対して、それを取り入れることっていうのはあくまでも任意であって、議会の話なんか

聞かないよということもできるのかなと、運用上は。 

そうなると我々は我々で議員間の中だけでのいろんな取り決めはしても、執行部がそれ

に対して何の反応もしてくれないようになると、そうはなかなかならないかもしれないけ

ど、でもこれ災害時なのでわかりませんので、そういうときに、議会からはいろんな市民

の要望を聞いて、議会としていろんな要望をあげたいと思うんだけれども、市の災害対策

本部はそれに対してどういうふうに動いてもらえますか、聞き届けてもらえますか、どう

いう対応ができますかという部分を、やっぱり恐らく事細かな話になってくると、詰めな

きゃいけないんじゃないかなっていう気はするんですね。そうなってきたときに、この目

的に、議会の中だけでの内部の取り決めだけでいいのかどうか。 

だからその本市の危機管理体制という文言がいいかどうか別として、市執行部との連絡

体制の確立とか、そういう何かしらでもって、ちょっとその実際に何かあったときに、議

会と執行部がどう連結するかということ自体は、まず議会でこの特別委員会で話し合った

上で、執行部の担当課ともすり合わせをして、確立をさせていくための目的がこの特別委

員会には一部あるんではないかというふうに考えると、内部だけでの話し合い、ルールづ

くりではなく、市との連携のしかたというものも目的に、やっぱり加える必要があるので

はないかという感じもするんですが、いかがでしょう。 

委員長 ちょっと私のほうで感じた、これは個人的な私の考えなんですけども、やはり今回の

この特別委員会を設置した場合にですね、これは今議長は、対策本部には入らない、オブ

ザーバーという位置づけ、でも、この災害時のマニュアルをつくって、じゃ何か起きたと

きにどこで動くのかっていうのも、議長の判断で動くのか、実際は市が対策本部をつくっ

てそういう対応をしているときに、議会として何ができるかっていうことのためにつくる、

今回のマニュアルをつくるための特別委員会だと思うんで、やはり市とということも少し

入れておかないと、ただ災害起きた時に本部をつくっていますけど、議長はその中に入っ

ているわけでない、オブザーバーとして入るだけだったらば、いつも声がかかるわけでも

ないかもしれないし、どこに位置づけされているかもないわけだから、やはりできれば、
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市のそういう体制をチェックしたり、またそういう市に対する要望も出せるような、委員

会としてそういうきちんとした議会の体制をつくれるような形がいいのかなと思うんで、

私は遠藤副議長も言いましたけど、危機管理体制ということまでいかなくても、市の対応

に対しても、あとは災害時の議会の中での動き方、そういうのをきちんとちょっと文言と

して入れておいたほうがいいのかなと私は感じたんですけど。その辺で。 

副委員長 やっぱり先ほど私も話したように、やっぱり執行部は入れるべきだと思うんですよ

ね。議員間だけでやってたって全然連携も取れないし、やっぱり執行部の動き、さっきオ

ブザーバーって言いましたけども、やはりそういう情報を入れながら、議員間の対応のし

かたとか、いうためにはやっぱり議員間も執行部の連絡体制の確立いうような形で、執行

部を意思疎通をとれるような枠組みづくりを目指すべきだと思うんですよね。これ特別委

員会の場合は。 

議員間だけでやってもばらばらになっちゃうし、執行部の動きに沿ってある程度やらな

いとかみ合わないですよね。そういう意味でやっぱり執行部との連携をとるような形をつ

くっていく、構築していくというのが大事かなと思うんですけどね。 

寺門委員 執行部の対策本部、いわゆる危機管理体制は、例えばその対策本部がちゃんと機能

するかどうか、しているのかどうかっていうのも、我々議会でやっぱりチェックするべき

本来の役目だと思うんですね、いくら災害時でも。 

機能しなければ、できるようにというこの補完システムを今度再稼働させなきゃいかん

ということも、想定しないといけないなというふうに今思ってるんですけれども、そうな

るというと、いやそんなこと、えらい大ごとになるなという気はするんですけれども。 

実際我々もその被災者にも当然なりかねない。それは執行部もそうなんでですね、対策

本部といえどもですね、そこはやっぱり最悪想定しておかないと非常に具合が悪いなって

いうのはありますので、一応災害マニュアルっていうのは防災計画にちゃんと、市のほう

ではつくってありますけれども、それにリンクできるような体制が必要だということで今

回この我々議会のほうでつくろうということなんでですね、本市という文言じゃなくてや

っぱり機能、役割からすると、そういうことが言えるんで、その執行部との連絡、連携体

制とかも入れて、ちょっと少し範囲をね、広くしておいたほうがいいのかなと。目的のと

ころね。 

今情報の連絡だけですけれども、基本的にはやっぱり連携も取っていかなくちゃいけな

いでですね、情報のやりとりと実際の体制。 

委員長 ですよね。やっぱり今回何のためにこの特別委員会を設置してつくるのかって言った

ら、やっぱりそういう執行部との連携をきちんと取りながら、災害時の議会としての活動、

災害の対応を方向づけしましょうよっていった目的をもって設置しましたということにな

ればいいのかなと私思うんですけど。 

やはり、執行部には、本部には入らないわけですから、ただ、そういう面でのいろんな
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これからの連絡体制とかその議会と執行部との関係もきちんとつくるためにもそういうの

をちょっと入れておいたほうがいいのかなと私は思うんですけど。 

その辺での目的をちょっと何のためにこれをつくるかっていうことを皆さんに意見をい

ただいてまとめたいと思います。 

副議長 ちょっと事務局に確認ですが、地域防災計画の中で、議会との連携、議会との役割分

担的なものってどういう感じで書いてありますか。 

事務局次長 議会との連絡体制につきましては、災害対策本部の中に議会事務局長が入ってま

す。災害対策本部ができれば議会班というものができます。議会班の中で、決定した事項

については、議会班のほうから議員さんのほうに連絡がいくというような形になります。 

以上です。 

委員長 連絡をもらうということですよね。 

その後の議会として、どういう活動をするかというのは実際はないわけですよね。それ

を方向づけをしようということで、今つくろうかという話ですよね。 

副議長 はい、そうなんです。 

おっしゃるとおりやっぱり議会と執行部は二元代表制です、やっぱり。どこまでいって

もそこが基本です。だから災害時、発災時あとその収束に向けて、執行部は執行部として、

地域防災計画に従ってやるんです、当然。 

あとただ、我々は住民の代表だから、市内いろんなところで住民が困っている。今の市

の避難場運営がおかしい、いろいろな物資の輸送体制がおかしい、そういった部分をいろ

いろと我々は執行部と別に情報をきちんと拾って市民の声を執行部に届けるというのは、

これは我々議会の役目ですから、これは全く二元代表制として執行部をチェックしながら、

また両輪で市民が困っていることを一緒にやるというのが基本です。 

ただ、そこでは、今の地域防災計画ではあくまで市だけの内容なんですよね。市として

どういうふうに発災時に対応して、復興させていくか、普及させていくかしか書いてない

ので、だからやっぱり議会は市の防災計画と同等までは行かなくとも、本当にどうやって

そういう非常時に市民の声を拾って、いかに執行部に届けるかはきちんと独自でつくって、

ただ、どうしてもつくった先、執行部に届けなきゃいけないんで、ただ、向こうもこんが

らがってるし大変な非常時だから、そこをどう議会として届けましょうか、執行部もどう

やって、市民の代表である議会の声をどう拾ってもらえますか。こういうすり合わせを特

別委員会として多分していかなきゃいけないんだと思います。 

委員長 まあ今、副議長からも話がありましたし、寺門委員からもそのように、ちょっと話が

あった、議会としての災害時の対応の仕方、きちんとそういうものをつくっていくという

ことでいくと、この目的の内容、再度確認させていただきますが、本市の危機管理体制と

いうことで、先ほどは抜いたほうがいいっていうのと、ちょっとその文言を変えて入れて

はどうかっていうのもありますけど、その点。 
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あとは、災害時、自然災害の自然はやはり抜いたほうがいいと思うんですね、やはり、

ここについては、先ほども言いましたように、原子力というのもあるということで、災害

時の議会、議員の対応、そういう面での方針をっていうことで入れていく内容で私はいい

と思うし。皆さんもそのような形は受けてます。 

ただここの最初の文言、ここをどんなふうにするか、その点についてもう一度確認させ

ていただきたいと思うんですけど。 

寺門委員 これは議会の危機管理体制、災害時の議会、議員の対応指針、議員間の連絡体制の

確立及び執行部との情報連絡体制及び連携体制というような内容に、これは議会独自でつ

くるわけなので、あとその執行部との連絡窓口と、その関わり方についてはこれから、執

行部と決めていかないきゃいけないと思うんです。 

もう一つ言えば、災害時の今度復興にもかかわってくる話なので、やっぱりそこは議会

のということで、その復興についても、我々のほうでも提言、市民からこうしてください、

ああしてくださいというのは、出てきますんでそれについて、回答を用意していくという

のは、いいんだろうなというふうに。 

委員長 目的ですから、何のためこれをつくるかという目的をきちんと分かるような形で、あ

と内容についてはこれからその特別委員会で検討してもらうことでいいと思うんで、何の

ためにこの特別委員会を設置しますかっていう、きちっと説明ができる目的と内容を決め

たいと思うんですね。 

ですから、やはり、その点についての議会での危機管理体制とか、また執行部との災害

時の関係とか対応の仕方とか、そういう面での何かそういう目的をきちんとした文面で出

したいと思うんですけど。その辺。 

副議長 一応案で。やっぱり最初はマニュアルだと思うので、本市の危機管理体制、ちょっと

これ抜いちゃって、自然も抜いて、１番目はやっぱり災害時の議会・議員の対応指針（マ

ニュアル）の作成、２番目は議員間の連絡体制の確立、３番目は執行部との連携体制、執

行部との連携体制ぐらいでいいと思います。等安心安全な云々と続けばもう、この三つを

やりますよということでいかがでしょう。 

委員長 ちょっと今、副議長も言いましたように、ちょっとまとめさせていただきますけども、

本市の危機管理体制は省いて、自然も抜いて、災害時の議会・議員の対応を指針の作成、

議員間の連絡体制の確立、市の連携体制、安全安心なまちづくりに関しての調査研究を行

うこと目的とする。そういう内容で、この特別委員会の目的は、文面でよろしいですか、

そういう形で。 

副議長 等っていうのは市との連携体制等ということで、そこに付くね。 

委員長 連携体制等ね、安全安心なまちづくりに関しての調査研究を行うことを目的とする。 

副議長 細かい話だけど、安心・安全の中黒っているのかな。 

委員長 安全安心なまちづくり、でもこれは、皆さん、正直、選挙の時の公約で、皆さん安心
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安全のまちづくりということで挙げていると思うんで、その文面はいいと思うんで。 

ではの目的は先ほど言いました目的で、今回の特別委員会を設置しますということでよ

ろしいですか。 

調査事項についての内容なんですけども、１として市議会災害対応指針（マニュアル）

の作成に関する事項、２が災害時の議員連絡体制の確立に関する事項、という二つを一応

調査事項として挙げさせていただいております。 

このほかに何か追加とか、それはありませんか。 

では確認させていただきます。 

１として、市議会災害対応指針（マニュアル）の策定に関する事項、２として災害時の

議員連絡体制の確立に関する事項、３として災害時の市との連携体制の確立に関する事項、

この三つで調査事項はよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

事務局次長 対応指針（マニュアル）としてありますが、対応指針とマニュアル、どちらでも

いいわけなんです。これはあくまでもどちらがいいですかということで入れただけですの

で、これは。 

委員長 じゃその指針（マニュアル）と入れなくて、どちらかを消してしまってもいいという

ことですか。 

勝村委員 対応指針だけでいいんじゃないか。 

委員長 じゃマニュアルを消して、指針の策定に関する事項ということでね。 

新たにもう一度、この内容等については、新たな案を整理してもらえると思うので。 

では三つの調査事項ということで提案させていただきます。 

５番の委員定数については、先日も議長除く17名ということで特別委員会に全員が入る

ということでよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 先ほどあった提出者ですが。 

次長補佐 委員が一応全員ということなんですけれども、委員長、副委員長が決まっている場

合には、それを一番前に出すってことが普通のようなんですけれども。 

どうしますか。一応前回、委員長、副委員長の案を出していただいてるんですけども。 

委員長 それも決めちゃって承認はもらわなくでもいいんですね。案だからね。 

そうしたら委員長は萩谷議員。副委員長が綿引議員。 

次長補佐 順番は、どうしますか。先に持ってきますか。萩谷議員、綿引議員から始まって。 

委員長 普通はそれでやっているんでしょ。 

事務局次長 今まではそうです。 

委員長 そしたら同じで、倣ってそれでいいと思います。 

そうすると提出者は、委員長候補の人。そうするとね。萩谷議員が提出者。 
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副議長 一件確認。そもそも論ですけど、これ我々議会のほうで必要だということで今回特別

委員会を設置しますね。これ必要だと思うわけですが、一方執行部のほうでは、地域防災

計画があって、法律もあって、そういうふうな何かあったら災害対策本部を設置します。

それに従っていろいろとわけですけど。 

議会からのこういういろんな、提案というか現状をお話をして、執行部のほうでそれを

やっぱりしっかりと聞いていただいて、できる範囲だと思いますが、災害時にいろんなこ

とをやっていただく。 

そういうふうな仕組みを議会としてはつくって、これからは市との連携体制も確立する

ために担当課なり、お呼びをして、いろいろと詰めていきたいと思うわけですが、そうい

うことをやること自体は、執行部としては、特段問題はないですよね。 

事務局次長 そこまでであれば問題はないと思います。 

ただ先ほども副議長が言われましたけども、災害の際については、いろんな仕事があり

まして、情報なんかも錯綜しますのでね、それが全部できるわけではないです。それは取

捨選択してやると思いますけども、そこまでであれば大丈夫だと思います。 

委員長 今回この特別委員会を設置してマニュアルができても、災害が起きたときに議会の意

見を優先じゃなくて、やはりいろんな情報を提供して、執行部と連携をとりながら、市民

が安心安全な対応をできるような形をつくりましょうっていうことでの方向付けを決めて

おけばいいと思うんで、議会だから、議会が言ったことをやれじゃなくて、そういうこと

じゃなくて、いろんな情報提供をお互いし合って、市民が安心安全な生活が、その場でで

きるような対応をしてあげる、その一つとして、議員間も連絡取ったり、執行部との連絡

も取って情報交換しながらいきましょうっていう方向性をつくりましょうっていうことの

今回特別委員会を設置してマニュアルを作成、そういう形になれればいいかなと思うんで

すよね。 

今実際、東北地方、被害がすごいのがありますから、やはりああいう面でも、議会とし

て、議員として市民、町民との連携を取りながらやってると思うんですけど、そこでもそ

ういうのをまだつくってはないと思いますから、先駆けて那珂市ではそういう体制、防災

対策に対するマニュアル作成もいいのかなと。 

一つそういうのを提案させてもらって、議長からもそういう意見がありましたから。 

では、このような形で特別委員会の設置についてはよろしいですか。 

次長補佐 では最終日の前日の全協で報告をしていただきまして、最終日、こちらは発議で出

しますので、最終日に議決という形で、提出者のほうからの説明という形になります。 

お願いいたします。 

委員長 報告もそうすると委員長から。全協で。 

次長補佐 全協では議運のほうで。 

委員長 そうですよね。私のほうで。 
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質問も出るかもしれないですね。 

ただ、やはり一番大事なことなので、そういう方向性をつくっていくのも一つ、そうい

うわけで、よろしくお願いします。 

はい、では続きまして、２番の議会報告会についてを議題といたします。 

前回の委員会で検討した項目についてまとめたものをお配りしております。まず事務局

から説明をお願いいたします。 

次長補佐 では資料の２ページになります。 

前回の議運で検討した内容について、赤い字で書いてあるものが結果でございます。 

前回、議会報告会の構成は、報告１時間、意見交換１時間の２部構成でことしも実施す

るということで決定しております。前半の報告が終わり次第、休憩をとって意見交換会に

移行するような形にするということです。 

②番の出席者の割り振りにつきましては、前回一応全員出席ということで話が出たとこ

ろなんですが、割り振りの案が３ページになるんですけれども、人数がかなり多くなって

しまいますので、一応この案は、議運と広報のメンバーが両日出席するという形で、須藤

さんだけ１日になってるんですけども、その形で案を作成しましたので、ご検討をいただ

きたいと思います。 

発表をする方は地元以外の会場で発表するということが決まりました。 

それから３番目、文書による案内の送付先についてなんですけれども、案内送付先を拡

大して、議会として広報や委員会の懇談で関係した団体に優先して案内することと、ほか

に女性や若者を中心に学校や各種団体などに送付するということで、国体の実行委員会の

メンバーなどを参考にふやすという形で前回決まりました。 

それから、４番の意見交換会の実施方法についてですが、将来、グループ分け等も検討

するということではございますが、今回は全体での質疑応答とするということに決まりま

した。 

５番の報告会の記録について、広報委員会が記録を行い、それをもとに各常任委員会で

市民意見の検討を行う。議運と広報の正副委員長で記録の方法について検討する。 

市民からの意見について事務局から執行部への確認は行わない。 

委員会での検討結果は、議会だよりとホームページで報告する。 

以上のことを決定いたしました。 

６番の報告会資料につきましては、各委員会からの報告について、説明方法は、委員会

に任せる。議会だよりを資料として説明することも可。 

ただし、前年どおり各常任委員会、１ページ分の資料は配付資料の中のページとして確

保するということを決めました。 

それから、全員協議会とリハーサルについては、おおむね前回と同じく４日前ぐらいに

開催するということで、10月18日を一応決めたところなんですが、これもちょっと検討し



 - 12 - 

ていただきますが、18日が国体の実行委員会の設立総会が入っているということで、こち

らは全議員の方に案内がいくということでございまして、ちょっと会場がこの日以外はも

う押さえられないということですので、議運の日程をちょっとその前後で、またご検討し

ていただきたいと思います。 

本日の検討事項が５ページになります。 

まず１番目として、当日の役割分担についてなんですが、先ほども申し上げましたとお

り３ページの割り振り表、議運と広報の方は両日参加するような形で、発表する方は地元

以外の会場で発表するという形で入れておりまして、記録の広報委員会のところなんです

が、一応大和田議員と花島議員がそれぞれ発表の分担がありませんので、専属で記録とし

て入れています。 

それからそのほかに、会場総括と写真撮影という項目を今回つくったんですけれども、

会場内の全体の進行管理とそれから写真の撮影も、こちらで行っていただきたいと思いま

す。 

一応これは案で入れているんですけれども、各議員の皆様の出欠確認をしないといけま

せんので、その確認方法について、来週の常任委員会の時にそれぞれご検討をいただくか、

あるいは急ぎファックスで確認をとるかっていう形になるかと思うんですが、いずれにし

ましても常任委員会で報告案件に関しても議題として挙げていただくことになっておりま

すので、そこで出席者の調整とかもしていただくことはできると思います。 

あと司会のほうもちょっとこちらで案で入れておりますので、これでいいかどうかも確

認をお願いいたします。 

それから、５ページに戻っていただきまして、２番の文書による案内の送付先につきま

して、４ページのほうに、前回の検討を踏まえた送付先の一覧として案をつくってみたん

ですけれども、市民活動団体がかなりの数になるということと、あと国体のほうの案内も

各種分野、スポーツ関係とかが多く入ってますので、今回余り広げ過ぎても、大変になり

ますので、こないだ話の出た女性と若者ということでターゲットを絞って、上から１番目

と２番目は、毎回送付しているところでございますが、３番、４番、５番につきましては、

広報の特集記事で取材をさせていただいた団体、それから６、７、８、ＪＡさんと商工会

さんと医師会のほうは各委員会で懇談を行っている関係のある団体、それからＰＴＡ会長

等にというお話がありましたので、各小中学校のＰＴＡ会長、それから、子供会の育成連

合会の会長、それから、高校等に案内をしてはということで、水戸農業高校と茨城女子短

大、それから、女性ということで、女性ネットワークなかのほうに送ってはいかがかとい

うことで案を作成をいたしました。 

続きまして、５ページの③の報告会のポスターについてなんですが、皆様のこちらのホ

ワイトボードのほうに、つくったものを貼っておりますので、左側が去年のもので、右側

がちょっとアレンジを変えて、ことしのもので、ちょっとすっきりさせた感じなんですけ
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れども、ご意見をいただければと思います。 

それからですね、紙はちょっと左は光沢のあるもので、外に貼ってもある程度、耐久性

は普通の紙よりはあると思うんですけども、去年はそういう紙を買ってやりましたので、

今回はちょっと試しに普通の紙で印刷してます。 

それから今回学校等に案内を出すんですけれども、学校のほうにもポスターの掲示をお

願いするかどうか。その辺のご検討もお願いしたいと思います。 

それとあわせまして本日お配りした資料の中で、回覧チラシのほうも作成してみたんで

すけれども、両面のもので、こちらは前回は出席議員を載せていましたけれども、それは

今回なしにするということですので、ちょっと日付のところを大きくして、目立つような

形に変えておりまして、裏面に関しては、大体同じ内容でつくっております。 

これを色紙のちょっと厚目のものに印刷して、全戸回覧という形で流したいと考えてお

りますので、こちらについてもご意見をいただきたいと思います。 

それから④番の委員会の報告内容についての確認なんですが、今定例会の内容のほか、

委員会が報告したい事項を報告してよいかということなんですが、来週委員会のほうで検

討するに当たりまして確認なんですが、今定例会の議案がちょっと少ないということもあ

りますので、今回の定例会だけでは足りない場合に、大体去年の報告会以降のもので、委

員会が特に報告したいものであれば報告してよいという形にするかどうかなんですけれど

も、前回もその定例会だけじゃなくて、ほかに報告すべき事項があれば報告するというこ

とにはしてましたので、ただ今回、委員会のメンバーが変わってますので、新しいメンバ

ーになってからの議題で３月と６月の定例会がありますので、その辺の議題で報告をする

ということでもよろしいかなと思うんですか、その辺もちょっと確認をさせていただきた

いと思います。 

５番の報告会終了後の委員会での検討の流れなんですが、こちらは前回お話しいただい

た再確認になりますけれども、まず、記録者が今回の報告会ではすべて内容をまとめると

いう形で、当日の報告項目、参加者数、それから質疑応答の内容をまとめていただいて、

報告書の形にしていただいて、各委員会のほうに配布、委員会は予定が特にありませんの

で、まず正副委員長あてに送るような形になるかと思うんですけれども、報告書を各委員

会のほうに渡していただいて、意見交換の内容について、各委員会の委員が所管の事項を

調査検討、そのあと各委員会で議会だより、ホームページにおいて報告する事項を取りま

とめて、広報編集委員会のほうに提出するという流れでよろしいかどうか再度確認でござ

います。 

それから、６番、全員協議会、リハーサルの日程について再度ご検討いただきたいとい

うことと、こちらには載ってないんですけれども、アンケート用紙を毎回配っておりまし

て、きょうもお手元に、去年のものをお配りしております。 

去年は広報委員会のアンケートも一緒にやりましたので、そちらの裏面が広報委員会の
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アンケートになっていたのですが、広報委員会のほうでそちらは検討するということでご

ざいますので、議運のほうでは表面のアンケートの内容につきまして、去年と同じ形でよ

ろしければ、こちらの開催日とあと開催時間が変わってますので、問６の部分を変更する

という形でよろしければ、この形でつくりたいと思います。 

以上についてご検討をお願いいたします。 

委員長 ただいま事務局からの説明が終わりましたが、暫時ここで休憩をしたいと思います。 

再開を２時10分といたします。 

  休憩（午後１時55分） 

  再開（午後２時10分） 

委員長 では再開をいたします。 

先ほど事務局からの説明が終わりましたので、検討課題ということで、①から⑥につい

て皆さんにご意見を伺いたいと思います。 

まず始めに、①当日の役割分担について。 

先ほど皆さんにもお配りされてると思いますが、10月22日と23日の２日間、出席議員が

議運と広報委員は２日間両日出ていただきたいということで、あと先日全員が二つ分ける

わけだったんですが、一応全員ではなく、議運と広報が２日間出て、ほか議員は、１日と

いうことでの役割で、まず、それでよろしいですか皆さん。 

一応（案）のスケジュール、役割分担の中で進めたいと思います。 

ただ一応ここでですね、司会等、名前、いろいろこう役割を出させていただいたんです

が、当日都合悪い方もいるかと思いますので、そのときは、メンバーのチェンジがあるか

と思いますが、とりあえず振り分けをさせていただきました。 

司会についてこの中で、また委員長、副委員長が報告等も入ってますので、この役割で

よろしいですね。内容等。あとは記録については広報委員の大和田議員と花島議員が２日

間大変でも、入っていただくということで。 

副委員長 これが一番大変だね。 

委員長 ですからこの中で皆さん調整させていただきながら、２日間進めたいと思います。 

意見交換の中の司会の方、大変かと思いますが、ちょうど今回は12時で終わりですので、

その辺もうまく調整をしていただいて、運んでいただきたいと思います。 

役割分担についてはこのメンバーで進めたいと思います。 

次長補佐 すみません、こちらについての皆さんへの確認は、来週の委員会のときでよろしい

ですか。 

委員長 そうですね。 

次長補佐 はい、じゃあ委員会のときにこの資料を出して調整していただくと。出られないと

きは調整するという形でお願いしたいと思います。 

委員長 各委員会で確認してもらうということですね。 
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 続きまして文章による案内の送付先、先ほど資料提供させていただきましたが、今回は

17の団体などにこの案内を送付させていただくということですけども。 

これでよろしいですね。 

今回これちょっとふやしたということですけど、高校生から各団体、そしてまた短大、

女性ネットワーク、国体の実行委員会の団体とか。 

その中で抜粋して、何団体か、交流とか委員会で意見交換をしたりとか、取材等をさせ

ていただいた団体などに送らせていただくということで、よろしいですね。 

ではこのようにこの案内は送付させていただきますけども、この案内の中で、学校関係

等に先ほどもちょっと、３番にいくんですけど、ポスター掲示依頼と、あと案内をどのよ

うに、皆さんするか、郵送で送るか、それとも委員の皆さんが対応して割り当てて届ける

か。その辺どうします。 

議長 ポスターもいいんじゃない。もう18歳以上選挙権もあるんだから、２、３枚ずつ学校に

貼ってもらっても。 

委員長 学校関係にはポスターも掲示ということでよろしいですよね。こういうことやってま

すというのを知らせるのは問題ないと思いますよね。学校関係にはポスターはお願いする

ということで。 

寺門委員 持参ですね。 

委員長 持参ですよね。持参をしてご案内させていただくということで、この団体、まちづく

り委員会はこれは郵送で。 

次長補佐 市民協働課のほうに窓口がありますので、そちらに直接渡します。 

委員長 はい、あと自治会長もそうですよね。 

次長補佐 自治会長は郵送いたします。 

委員長 那珂高校、あと水農、あとはこの下の団体についてどうしますか。 

皆さん役割分けて、届けますか。 

寺門委員 小中学校のＰＴＡ会長は。 

次長補佐 ＰＴＡ会長は学校あてに郵送をしたいと思います。 

委員長 ＰＴＡ会長は学校宛にね。子供会育成会も、これもそうですね。 

商工会は届けたっていいですものね。届けますか、私。 

 ここで皆さんちょっと行けるところとか言っていただければ、そこへお願いに行って

もらっても結構だと思うんですけど。 

次長補佐 女性ネットワークなかに関しては、市民協働課が窓口になってますので、そちらに

直接頼みます。 

勝村委員 ＪＡ常陸は那珂支店だけ。瓜連支店もあるんだけど。 

次長補佐 国体のほうの代表がこれになったので、こちらにしちゃったんですが、案内先をふ

やすことはできますので。 
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委員長 これは支店長に来てもらうの。それともＪＡ関係の方に。 

副委員長 あくまでも、やりますよっていう案内だからね。 

委員長 案内で那珂支店と瓜連支店両方にポスターも貼ってもらうという形でね。 

副議長 結局ポスターを持っていくかどうかっていう話ですか。 

委員長 案内も一緒に、こういうことやりますよということでお願いしてポスターも一緒に貼

ってくださいということと、あと声かけてくださいということで、 

副議長 案内状とポスターがセットっていうことですか。 

次長補佐 ポスターがいらない場合は文書だけで。 

副議長 たとえば子供会育成連合会とか。   

委員長 あとまちづくりとかね。学校なんかは取材もさせてもらったし、年齢制限も18からと

いうことになったので、ちょっとそういうことも那珂市議会でやってますよということで、

ポスターも貼ってもらえればということでね。 

副議長 他にポスターを貼ってもらうところはどこなの。 

委員長 それは今までも皆さん、コンビニとか公共施設とか、いろんなところに。 

副議長 例えばＪＡ常陸は那珂と瓜連で２枚ポスター持っていって。商工会はあそこに張って

もらって。医師会は病院分全部、医師会長に持っていくっていっても。 

次長補佐 医師会はちょっと難しいかなと思うので、事務局は瓜連の支所のわきところにある

んですけども。 

副議長 案内状だけでいいということかな。 

次長補佐 貼ってもらうとすれば瓜連支所のわきの建物のところに貼ってもらう。社協が１階

ですけど。 

副議長 そういうことをちょっと決めなくちゃいけないんじゃないかな。 

委員長 もう一度確認させていただきます。 

まちづくり委員会、自治会長、１、２番はこれはそのまま案内の送付でね。那珂高はポ

スター、豊潤会、ここもそうですね。 

綿引委員 豊潤会、全部で４法人あるからここだけ送ってもね。 

次長補佐 取材させていただいたのが豊潤会だったので、ここに入れてあるんですが。 

委員長 そしたらこれは案内だけ出したらいいでしょう。 

副議長 案内だけにしたほうがいいよね。 

委員長 後継者クラブも、これもそうですね、案内だけでいいですよね。ＪＡはポスターは瓜

連と那珂支店と。商工会も。医師会は案内と。あとは小中学校ＰＴＡ会長もこれは案内。

子ども会育成会連合会も案内と。あとは水農ですね、これはポスター。あと短大、女性ネ

ットワークなかについては郵送の案内と。 

ですからポスターは５カ所ということで、そのようにポスターは掲示させてもらって、

あとは各皆さんにお配りしますから、ポスターは、今までもお願いしたコンビニなり公共
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施設とか。 

次長補佐 お一人５枚ということで。 

委員長 たいへんでもお願いします。 

ポスターを事務局でつくってくれた案が３種類あります。この中のどれを今回のポスタ

ーにするか。 

どれがいいですか。 

勝村委員 字が太いほうが見える気がする。 

委員長 太文字で28年の議会報告会、一番右側ですか、そうすると。 

寺門委員 太文字で網掛けをかけないで。 

副議長 那珂市議会ってどこかに入ってますか。ここからだと全然見えないんだけど。 

委員長 字を太くしても見えない。 

次長補佐 那珂市議会が下にもあるので、日にちだけにしたんです。 

綿引委員 那珂市にしちゃえば。那珂市議会報告会で。 

委員長 市では、だめでしょ。市議会入れないと。 

副議長 一番下の那珂市議会を太くしてもらえると。ここからだと全然見えない。 

委員長 字を太文字で。 

次長補佐 全体的に太文字にするということですね。 

副委員長 議会報告会で、市議会っていうのはわかるから、太文字なら。あとは那珂市議会も

太くしておけば。下のね。 

委員長 それでポスターは一番右側ので、ちょっと字を太くして。それでお願いをいたします。 

次長補佐 お１人５枚ずつで、できれば最終日前日の全協か、最終日にお渡しできればと思い

ます。 

委員長 あとですね、続きまして回覧の文書等については、皆さんにお配りした内容のもので

よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 裏もこういう形でということで。 

ですから今回も開催内容については、定例会の結果報告と意見交換の１時間、１時間で

やるということで進めたいと思います。 

先ほどの④、委員会の報告内容についてなんですけれども、９月の定例会の委員会での

内容等が少ない委員会については、ことしの２月に改選もありましたっていうことで、３

月か６月の中での委員会での報告等をまとめていただければと思います。 

それは各委員会で取りまとめ、委員長さんたいへんでもお願いしたいと思います。委員

長、副委員長さんとね。 

続きまして、５番の報告会終了後の委員会の検討の流れということなんですけども、き

ょうじゃないんですが、これから議運の正副と広報委員会の正副で今後の役割、記録です
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ね。記録のほうを広報委員にお願いするということですので、後日、うちのほうで正副委

員長と広報の正副で話し合って、検討していきたいと思います。 

これは前回も、寺門委員長が広報の時から、報告会については、広報が担当しようとい

うとで、記録についてはという意見がありましたから、それでたいへんでも役割をお願い

するということで進めたいと思います。 

その内容についての取りまとめですね、意見交換の内容について、各委員会で委員が所

管の事項を調査検討ということですから、記録をいただいた内容を各常任委員会の、たい

へんでも委員のほうでまとめていただいて、ホームページ、議会だよりに報告をさせてい

ただくということで、進めていきたいと思います。内容についてはそういう形でよろしい

ですね。運び方は、そういう形しかないですからね。 

寺門委員 その意見の取りまとめについては、所管の各常任委員会に割り振ってそこでもんで

もらうということになってますけれども、今回はどうでしょうか。その内容にもよるかと

思いますけれども、全体で討議というか、そういう場は、まだいいですかね。 

今回は、常任委員会でってこれも初めての試みなので、いいですかね。 

委員長 今回特に広報も初めてで、記録に入りますから、そういう面でどこまで記録を残せる

かっていうのもあるので、たいへんでも各意見が出たら自分の担当っていうか、これはう

ちのほうの委員会かなっていうものはやはり、その関係の委員の方は記録を残しておいて

もらうというのも一つお願いはしたいと思います。 

副議長 昨年ですね、委員会終わった後の委員会の渡す部分で、ちょっと私たちも漏れたなと

思っているのは、当日いろんな意見が出た原子力災害時の避難体制に関して、いろいろと

ふれあいセンターよしのあたりでも結構出たんですけど、あれを振るときに、確かね、あ

れは振ってなかったと思う。 

原子力、あの時は特別委員会だったので、特別委員会があるからなのか、本来は総務生

活でやらなきゃいけないはずだったものが多分総務生活ではそれはね、抜けてたと思う。 

あの避難部分は確かどこの委員会もフォローしなかったように記憶してて、私ちょっと

抜けちゃったなという反省がありまして、今回は原子力に関して出たものは、原子力常任

委員会にきちっと振れるようなことで、抜けがないようにお願いしたいなと思ってます。 

委員長 そういう意見が出たときには、司会者とちょっと連携取りながら合図を送るとか、そ

ういうのもちょっと必要かと思うので。 

６番の全員協議会、リハーサルの日程なんですが、先ほど10月18日が、国体実行委員会

設立総会ということで予定が入ってきてしまうということですので、皆さんどのようにし

ますか。このリハーサル、全協。 

勝村委員 18日の午後でいいんじゃないの。 

寺門委員 午前中全員集まるんであればね。 

委員長 ただ、リハーサルは、全協があるから、ここでやらなきゃならないんですよ。全協終
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わってからですから。 

寺門委員 全協って時間かかるんでしたっけ。 

次長補佐 かからないです。報告会当日の資料の最終確認と割り振りの確認ぐらいですので、

あと集合時間等の確認ですね。 

委員長 どうします。午後でよろしいですか。 

一応全員に国体の案内は来るんでしょうけど。その設立総会、ただそこに議員が全員来

るとは限らないですよね。 

次長補佐 一応全員に案内は送るそうです。この間の実行委員会のメンバー、あちら全員に出

すということだそうです。 

委員長 全協は午後から18日に行うということで決定と。 

副委員長 時間は。 

委員長 13時半開会ね。全協を13時30分から、10月18日に行います。その後にリハーサルを行

うということでよろしいですか。 

あとですね、お配りしたアンケートの内容について、ちょっと先ほどここで問６、開催

の時間が変更になってますからここだけ修正ですよね。裏は広報で出す内容が一緒になる

ということですよね。 

議会としてはこのアンケートでよろしいか、チェックをしていていただきたいと。 

副議長 お茶も用意するんでしたっけ。 

委員長 そうですね、お茶が用意されてましたね。 

次長補佐 お茶は去年からなくしてます。 

副議長 受付では資料を渡すだけですね。 

委員長 ボイスレコーダーも用意はするんですけどね。持ってる方、自分でちょっと持ってき

て置いておいてもらったほうが、万が一ということもあるし。 

副議長 ちなみにこれ、会場でダブっている行事とか。地域の運動会とはどういう関係ですか。 

委員長 運動会はその前の週ですね。 

次長補佐 市民運動会とか、そういうものは除いた日程で決めてますので、ただ会場で何かそ

の後とか、午後とかに何が開かれるかっていうのはまだちょっと調べてないので、再度確

認いたします。 

委員長 いつ何が起きるかわからないんで、そのときはそのときでね。 

あとはなければ、本日の検討事項については終わりました。 

前回も皆さんにお願いした議長会研修会、ありますので、各常任委員会のほうで取りま

とめをしていただいて、そのあと議運のほうでも参加者を決めたいと思います。 

ほかに何かございませんか。 

なければ長時間にわたりましての皆様方のご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。 
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閉会（午後２時37分） 

 

   平成２８年１１月９日 

    那珂市議会 議会運営委員会委員長 君嶋 寿男              


