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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11月９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 

欠席委員 委 員  須藤  博 

職務のため出席した者の職氏名 

副議長  遠藤  実    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）議会基本条例の検討について 

結果：文言の整理等について協議 

     （２）議員勉強会について 

        結果：日時、内容について協議 

     （３）議会報告会のアンケート結果について 

        結果：アンケート結果の確認、今後の開催方法についての検討  

     （４）その他 

        結果：議長より文書による諮問があり、申し合わせ内規の徹底について確認 

 議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

     開会（午前９時47分） 

委員長 皆さんおはようございます。 

本日は議会運営委員会にご出席いただきましてありがとうございます。 

また先日、議会報告会、10月22日、23日の２日間にわたりまして、54名の市民の皆さん

に出席をいただきまして、無事報告会が終わりました。皆さんご協力いただきましてあり

がとうございます。 

また今月から議会も始まりますので、何かとお忙しくなるかと思いますが、皆さんの健

康にも十分注意されて過ごしていただきたいと思います。 

きょうは議長が出張ということで、公務で出かけていますので、早速委員会を始めさせ

ていただきたいと思います。 

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、副議長及び議会事務局職員が出席をしております。 

本日は案件が多いものですから、あいさつは省略させていただきます。 



 - 2 - 

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。 

議会基本条例の第24条に議会改選後に、この条例の目的が達成されているかどうかを議

会運営委員会で検討するとされており、ことし４月28日の議運で基本条例の見直しの検討

をしたところですが、きょうはそれを踏まえて再度内容の検討をして、まとめていきたい

と思います。 

まず、資料が配られておりますので、事務局からの説明をお願いいたします。 

次長補佐 それでは本日の資料で、議会基本条例の検討についてというものをごらんいただき

たいと思います。 

前回４月28日と５月25日に検討して出された意見について、書いた紙が１番上になって

おります。 

その中で出された意見としまして、住民、市民、市民等という言葉が混在しているので、

きちんと定義づけをすべきではないかということで、こちらにつきましてはその次のペー

ジのほうに、ほかの市議会の例を参考にしまして掲載しておりますので後ほど説明いたし

ます。 

それから前文中の住民という言葉が紛らわしいので、市民に統一してはどうかという意

見、それから前文の変更が可能なのか、そもそもというところでございますが、例規担当

のほうに確認しましたところ前文の変更は可能であるという回答でございます。 

それから自由討議についてルールを決めたほうが運用しやすいのではないかという意見

でございますが、こちら委員会の運営については、人数が減ったことで、若干今までと違

う部分が出てきておりますので、今の形で一年やってみて、委員の定数、それから委員会

の進め方について再度検討し、その中でルールを決めるということであれば、あわせて検

討してはどうかというご意見がございました。 

それから反問権について、反問とは何か、反問の範囲等を議会と執行部でもう一度確認

する必要があるのではないかという意見がありました。 

こちらにつきまして申し合わせ内規のほうでは、反問権の範囲は特に制限しないという

ふうに記載されておりますので、こちらを改めて決めるということであれば、内規のほう

の変更もあわせてする必要があるかなというところでございます。 

続いて、１枚めくっていただきまして、別紙のほうをお開きいただきたいと思います。 

こちらは前回とその前、言葉の定義についてのご意見があったところでございまして、

そちらを整理したものでございます。 

まず、地方自治上の住民とはどういったものを指すのかということでございますが、地

方自治法第10条、市町村の区域内に住所を有するものは、当該市町村及びこれを包括する

都道府県の住民とするというふうに書かれております。 

その下でございますけれども、地方自治法上の住民というものには、自然人、法人、外
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国人が含まれるというふうに解説されております。 

自然人とは、法人に対する個人、単に人ともいう、ということで、法人に対しての個人

を指しております。 

それから、住所の定義につきましては、自然人については、生活の本拠をその者の住所

とし、法人については、主たる事務所または本店の所在地を住所とするということで、地

方自治法の逐条解説のほうには載っております。 

つまり住民というのは、個人に限らず、法人、それから外国人も含まれるものであって、

そこに生活の本拠があるものを指すという意味でございます。 

それから市民の定義についてでございますが、ほかの市議会の議会基本条例を参考に見

てみますと、まず、（１）番として、条文の中で市民を定義している例を幾つか挙げてお

ります。 

まず、東近江市議会の基本条例ですが、第２条で、この条例において次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによるということで、条文中で、市民、市長等と

いう言葉について、条文の中で定義をしております。 

市民については、市内に在住し、在勤し、または在学する個人及び市内で活動する法人

その他の団体をいうというふうに定義づけがされております。市長等につきましては、市

長及び執行機関をいう。 

その下が可児市議会の基本条例でございますが、こちらこちらも形的には同じような形

でございまして、第２条の中で、定義づけをしております。 

市民とは、若干言葉の言い回しは違うんですけれども、市内に居住し通勤し通学する個

人または市内で活動する団体をいうというふうに定義がされております。 

それから、（２）番で市長等の定義、それから可児市の場合は続けて委員会とその次の

（４）の会議等という言葉についても、条文の中で定義をされております。 

続いてその下の（２）番、条文で定義をして、さらに、別に解説を加えている例としま

して、亀山市議会の基本条例を載せております。 

こちらも第３条の条文の中で、この条例において市民とは、市内に在住、在勤または在

学する個人及び市内で活動する法人その他の団体をいうというふうに定義づけがされてお

りまして、またそれとは別に、解説の中で、本条例における市民の定義として、亀山市に

住んでいる人、勤めている人、学校等に通学している人、また、亀山市内で活動している

法人、団体、というふうに定義づけがされております。 

続いて（３）番として、条文中では定義をしていない例で、別の解説なり逐条解説とい

うもので市民を定義している例でございます。 

まず川崎市議会の基本条例の用語解説というものの中で、市民とは基本的には川崎市自

治基本条例第３条に規定する市民と同義ですが、この条例の規定は地方自治法その他の法

律の規定の範囲内で適用されるものですというふうに解説されておりまして、川崎市の自
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治基本条例におきましては、第３条の定義の中で、この条例において次の各号に掲げる用

語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによりますということで、自治基本条例でい

う市民というのは、本市の区域内に住所を有する人、本市の区域内で働き、もしくは学ぶ

人、または本市の区域において事業活動その他の活動を行う人もしくは団体をいいますと

いうふうになっております。 

それから、上越市議会の基本条例の逐条解説でございますが、こちらは上越市議会基本

条例で使用する用語についてということで解説がされておりまして、本条例で用いる用語

は本市における自治の最高規範たる自治基本条例における用語の意義と同一であるという

ふうに書いておりまして、例規の整備の例に倣って改めて定義規定を置かなかったもので

あるというふうに書いてございます。 

自治基本条例と異なる意義で使用するという場合においては、規定を置くことにしてし

ていますというふうに説明がされておりまして、市民とは、自治基本条例第２条第１項第

２号で定める市民をいうものであるというふうに解説されております。 

具体的には次のとおりということで、市の区域内に居住する個人、事務所、事業所を有

する個人及び法人、その他の団体、その下が区域内に存する事務所または事業所に勤務す

る個人、区域内に存する学校に在学する個人というふうな解説がされております。 

上越市の場合は、自治基本条例における市長等の定義に職員が含まれていないので、議

会基本条例では職員を含めて市長等と用いるために、条文の第11条に略称規定を置くこと

としたということで、自治基本条例と違う意味が含まれているので、11条のほうで定義を

しているということで、市長とその他の執行機関及びその職員を市長等というということ

で解説されております。 

続いてその下が茅ヶ崎市の議会基本条例の逐条解説でございます。 

逐条解説はそれぞれ、その市議会によって、書き方が大部違うものでございまして、こ

ちらの茅ヶ崎市のほうでは、市民というものについて、この条例で市民という用語を使用

していますが、この条例は、法令上の市民の権利を定めたり、制限をしたり、または義務

を課すものではないことから、厳密にその範囲を確定しなければならないものではないた

め、特に、定義規定は置いていませんという解説になっておりまして、次のページに続き

ますが、地方自治法でいう住民について、この条例の趣旨及び規定の内容からいって住民

のみを対象とするなどの限定的な解釈をする必要はないことから、この条例で使用してい

る市民という用語は、より広い範囲を想定していますということで、こちらも茅ヶ崎市の

自治基本条例の市民の定義と同様ということを想定していますというふうに解説されてお

ります。茅ヶ崎市の自治基本条例でいう市民というのはこういうものですよということで、

その下に書いてあるものでございます。 

では那珂市の条例における市民の定義はどうなのかということでございますけれども、

那珂市協働のまちづくり推進基本条例によりますと、第３条で、この条例において市民と
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は、市内に在住し、または勤務し、もしくは通学する個人をいうというふうに定義づけが

されております。那珂市の場合は、団体、それから法人等は規定していないということで

ございます。 

続いて、５ページでございますが、前回、前文のほうを変えるかどうかという議論にな

ったところでございましたので、ほかの市議会の前文の例を幾つか出してみたんですけれ

ども、まず取手市議会の前文ですが、まず取手市議会はというところから始まっておりま

すので、市民という言葉しか出てこない例でございますが、ちょっと内容は読んでいただ

いて、その下のひたちなか市議会の前文の場合はですね、うちの基本条例もそうなんです

けれども、一般的な社会情勢というか、そういうものをまず述べてから、ひたちなか市議

会はどうなんだっていうことを書いている例でございまして、地方分権の進展によりから、

全体的な話でその中に、やはり住民という言葉が使われてるんですけれども、そういう前

段があって、ひたちなか市議会はこういうことをやっていきますというふうに書いている

前文ですね。大体この２パターンになります。 

前文はそれぞれの特色があるようですので、全体的な国の流れを書いて、私たちの市議

会はという例と、私たちの市議会はというところからもう限定的に始まっている前文、二

つのパターンがあるようでございます。 

最後の６ページでございますが、こちらは前文の中で、言葉の説明をかっこ書きであら

わしている例でございまして、那珂市議会の場合は、こういう那珂市議会（以下、議会と

いう）というような説明書きはしてないんですけれども、ほかの市議会ではこういうふう

に基本的なところから、かっこ書きで説明を入れている前文が結構ありまして、こちら守

谷市議会の例ですけれども、守谷市議会、それから守谷市議会議員についても、以下議員

というというふうに書いて、その下、守谷市長それからその他執行機関を入れて市長等と

いうふうな解説をもう既に前文の中で入れている例でございます。 

言葉の定義につきましては、どのような形で整理するかということについてはちょっと

議論をいただきたいと思います。 

以上です。 

委員長 ただいま説明が終わりました。 

ここで検討に入りたいと思いますが、まず、前回意見の出た言葉の定義の部分です。ど

のように整理をしていくか皆さんのご意見を伺いたいと思います。 

寺門委員 那珂市のこの議会基本条例は、前文に住民自治ということで、地方自治法に基づき

ということで住民福祉の増進を図ることを目的。自治体の説明からされてるんでね。 

ここでいう住民、あと市民、それから市民等と出てくるんで、非常に紛らわしいという

のはあるんですけれども、よその議会の例を見ると、やっぱり市民で最初前文も構成をつ

くって表示してるんで、問題はなくいってるんで、今ちょっと考えたんですけれども地方

自治法にまつわるところでの住民って、やっぱりこれでは意味がわからないんで、説明を
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つける必要があるなということですよね。 

特にまちづくり推進基本条例は、こちらについては市民とはということではっきり定義

づけをしているんで、それと市民が一緒なのかどうかっていうのもやっぱり表現をすべき

だなというふうに思いますので、全体を自治法で表現している部分を入れておいたほうが

いいのかなっていう気はしました。その地方自治法で表現されている住民とはということ

で、使ってる意味をやっぱり定義しておくべきだと思います。 

あと、市民とはということで、これはまちづくり基本条例でも使ってるので、一緒です

よっていうことで表現すべきだなということですよね。 

まちづくり基本条例とこれが違っちゃうとまた、違いますよって言わなくちゃならない

んで、その辺、長々と住民っていうのを使っちゃってるんでね。非常にこういう長々とし

た前文はいらなかったのかなと、今思えばですが、思います。 

委員長 住民と市民と市民等とかいろいろ分かれてるんで、それが紛らわしいということもあ

りますから、できれば一本化という話も前回も出てたと思うんですよね。 

ですから、那珂市としては、説明の中で市民等の意見って、市民等ってじゃ何かという

と、市内に居住、または通勤、通学っていう感じの文章で出てますけど、市民は何かとか、

ほかの自治体でも、きちっとそういう面で別に分けて説明しているところも、解説として

ね、ありますので、そういうものを入れてはどうかとか、きちんと市民というのはこうい

うものですよとかそういう形で入れてってもいいのかなと。 

それはちょっと多分那珂市の基本条例には抜けてると思うので、そういうものをちょっ

と加えながら、入れてはどうかなとは思うんですけど、市民と住民と市民等、三つが紛ら

わしいので一本化するというのは一つ大事だと思うんで、そういうことも検討していただ

ければと思います。 

きょうこの資料をいま事務局からも説明がありましたけど、ここでどうするかすぐ市民

等にするとか、市民にするとかでなく、ちょっと検討はしていただきたいと思います。 

これについてちょっといろいろ持ち帰って、皆さんのほうでも、もう一度再度確認をし

ながら検討して、次回あたりにはもうきちんと方向性を決めたいなと思います。 

きょう決めたいと思ったんですけど、資料等用意していただいたんで、ほかの市議会も

参考にしながら、その点についての定義づけをきちんとしていきたいなと思います。 

そういう形でよろしいですかね。 

副議長 はい、今委員長おっしゃったように定義づけはやはり必要かなという感じはいたしま

す。それで那珂市議会の基本条例においては三つの用語が混在しているということなので、

これは整理したほうがいいですよね。 

きょう事務局のほうで出していただいて明確になったのは、住民っていうのは、法律用

語なんですね。地方自治法上の法律用語ですね。市民、市民等というのは法律用語ではな

いということですね。 
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ただ、法律用語である住民には、団体は入ってないということと、基本的に那珂市民で

なければいけないということですね。つまり水戸市から那珂市に通勤してる人とか通学し

てる人は入ってないということなんですよね。 

厳密にいうと法律用語の住民は、いわゆる住民基本台帳法に基づく那珂市に住所を有す

る人、外国人、あとは登記されている法人しかだめだっていうことですから、まちづくり

団体のような任意団体は入っていないということが法律用語ですね。 

だからこれで厳密にしていいのかということなると、恐らく私も今さらながらですが、

那珂市議会基本条例の住民というのはかなり意味合いが制限されているというような部分

だと思うので、これはこれでいいのかなっていう部分と、あとはだからこそなんでしょう

が、ほかの市議会のほうで市民を多用している、市民ということで、見てわかるように、

当然自然人や法人や団体、あとは市内に住んでる人や市外の人でもいいというようなこと

で、かなり幅広くなってるのが市民という定義ですね。 

ですから、きちっと定義づけをすれば市民等という言葉は使わなくていいと思います。

市民等は要らないわけですね、市民で幅広いというのでそれだけで、市民等は要らないけ

ど、住民と市民をどうするか、どちらをとるかということなんだと思いますね。 

あとは定義づけとして、これちょっと、いろんな自治基本条例自体も、当時はやりでも

って、ブームでもって結構制定されたわけですが、ある意味その那珂市内じゃない方が那

珂市の行政とか那珂市議会に対していろんなその意見を言うことによって、ある意味、そ

の主体というか主権自体を乗っ取られちゃうんじゃないかみたいなそういうふうな最近の

議論というのはいろいろありまして、そういう市外の方、いわゆる納税者じゃない方にど

こまで意見を聞くか、重きを置くか、これも結構ものの本によるといろんなことが書かれ

ております。 

場合によっては外国人もどこまで、これ外国人も含めている場合もあると思うんですが、

ここもいわゆる外国人の参政権まで含めて、地方自治体の行く末をどこまでどうするかっ

ていうそういう議論も一方であるので、当時の流行りの部分でいうと、結構市民っていう

のは幅広く制定されてきましたが、そこらへんのところまで含めて、きちっとそれでもい

ろいろと意見を言ってもらおうよということであればそういう定義づけの中に入れるべき

だし、そういったところはちょっとという部分は、きちっと定義づけの中で、那珂市議会

としてどこまでのラインを引いてきちっと皆さんの声を聞いていこうかという議論を今後

すべきかなというふうに思います。 

少なくとも那珂市の協働のまちづくり推進基本条例においては、ここにあるとおり、市

民という定義は市内に在住し、または勤務し若しくは通学する個人ですから、これは団体

は入ってないですよね。法人も入っていないですね。外国人は入っていますね。そういう

ふうなことで、市内に在住し、ですから、住んでる方、住所があれば、外国人も大丈夫と。 

そういうふうなことになっていますから、いろんな実は意味合いがあるんだなあという
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のがきょうの資料でよくわかりましたので、これを踏まえて、市と必ずしも共同歩調をと

る必要はないと思いますが、ただ、市の考え方を踏まえて、那珂市議会として、どこまで

広く意見を聞いて、その方々の利益のためにどう行動するかというのを議論していきたい

と思いますね。 

以上です。 

委員長 はい、今、副議長からはですね、市民と住民との関係、その間であとその市外の方の

声をどう入れるかということも、これからちょっと区別していかなきゃならないというか、

検討していかなければならないというような話だと思うんですよね。 

やはりどこまで市議会は皆さんの声を聞くかっていうのも、やはり市民だけなのか、そ

れともそういう市外関係でもこちらに関係のある方、団体等、その辺についてもちょっと

皆さんで、検討、ご意見をいただきたいと思います。 

もしその点について何か意見があれば、ちょっとお聞きしたいと思います。 

きちんと分けてもいいかなと思うんですよね、やはり市民の中で、いろんなほかの議会

を参考にさせていただいて、市民としてはこういうものというのを挙げてったほうが、こ

れからいろんなことになったときに、こういう関係で意見をっていう聞く場合もはっきり

しておいてたほうがいいのかなと思うときもあるんですよね。 

だからいろいろ込み合ってきちゃうと、どの意見を聞くかとかいうのも出てくると思う

んで、そういうのもきちんと市民は何であるか、市民とはこういうものですということを

きちんと出していったほうがいいかなと私思うんですけど、そういうものも踏まえてちょ

っと検討していただければと思います。 

綿引委員 これ非常に限定するのかしないのかっていうことになると、限定する方向で今、話

が進んでると思うんですが、要するに、権利を主張するんであれば義務もちゃんと果たし

なさいということになると、市民として、那珂市に物申すためには、義務を果たせ、つま

り、さっき納税っていう言葉がありました。あと投票とか、いわゆるこの那珂市に住民票

があって、住んでいて、税金も那珂市に払ってる、それから投票権、いわゆるこれも那珂

市に持ってるっていうのが、いわゆるこの本家本流の住民市民に該当するよと。 

それ以外の人、近隣の市町村に住んでいて、そこの住民で住所はそっちで税金も払って

るし、選挙もそっちでやってるよ、だけど勤め先は那珂市だから、まるっきり那珂市は無

関係ではないよという人もはっきり言えると思うんですよ。 

そういう中で、市政は、仮に那珂市に通勤通学していても、那珂市に対して縁のゆかり

の、お世話になってる、そういう方に対して、これはやっぱり無視はできないと。 

その辺をいわゆるこのどこで線を引くのかっていうのが、非常に難しいと思います。 

何かはっきりしなくて申しわけないです。 

委員長 はい、今綿引議員からもですね、やはり権利と義務をね、きちんとやはりそれも入れ

るべきだと。 
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ですからやはり、納税者、選挙権、またそれだけじゃなく、通勤通学者、その人の声も

聞かなきゃならないということで、そういうのもきちんと入れていくべきとか、色分けし

ていくべきかとか、そういうのも考えてやっていくべきだということですよね。 

ほかの自治体をみてもやはりそういうことをうたってる例として挙げてありますので、

そういうのは参考にしていきたいと思います。 

あと、市民、市民等、住民、きちっとその定義だけはきちんとしていくべきだっていう

ことはありますよね。それだけはね。市民はこうですよってことで、やっていかないとい

けないと思うんで。 

寺門委員 前文の書き方がですね、やっぱりこの同じこと二回言ってるんで、地方自治法にま

つわる話と那珂市議会はということで、同じことを二度言っちゃってるんで、紛らわしく

なってるっていうのは現実だと思います。実際、判断するときにですね。 

だからここはあえて、他議会みたいに市民について、市民の、二元代表制、そんたくを

受けたということで書いてありますんでね、そちらだけでもいいような気がするんですよ

ね。そうするとその住民は使わなくてもすみますので、あえて自治法の成り立ちから云々

という話はひもとかなくてもいいのではないかなというふうに思いますけども。 

前文も一応今さら書き直すというのは、私も最初どうかなと思ってたんで、前文は変え

ちゃいけないよというのも、一部で聞いていた情報もありましてね、それであれば、わか

りやすくしたほうがいいのかなというふうに思います。 

委員長 この前文についてわかりやすく、市民の方にも説明できる、きちんとしたわかりやす

い内容に変えていくというような形は、別に問題はないですよね。 

事務局次長 こちらの前文を変えることについては、別に何の問題もないと思います。私がつ

くったわけではないのでちょっと見てみたんですけれども、一般論が多いんですね。です

から、先ほど寺門議員さんがおっしゃったとおりじゃないかなとは思っています。 

以上です。 

委員長 多分これつくるときは、大体周りの状況とか、流行りじゃなくても、そういう形を使

って参考につくったと思うんで、やはりそれで今の時代に、というか流れで変えることは

問題ないとなれば多少それで変えて、文面の中をちょっと修正していくというのは、問題

なければそうしていければと思います。 

やはり住民とか市民とか同じ事が二重に出てくるんじゃなくて、統一して、市民とはと

いうことで言葉をちょっと入れかえてみて、その中で、先ほど言った定義づけをきちんと

していくのもいいのかなということで、ちょっと検討させてもらって、ここの文面にその

直したものを今度つくってみて、住民と市民とをそこに入れかえてみてとか、そういうの

をちょっとつくってみてはどうかと思うんですけど、その辺。 

寺門委員 前段の地方自治法にまつわる話は、これはもう、これを住民を市民に置き換えても、

これは意味が通らなくなっちゃうんで、それはもうだめだと思いますね、置き換えしても
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ね。おかしなことになるので。 

委員長 多分ほかの自治体の参考を見てもね、守谷市議会とか、取手市議会とはっていうよう

な形で来てるとこものあるということで、多分、最初つくるときは、参考に前文のこうい

う内容を参考に入れてって、そこから入ってったんで、ただそれで変えていくのが問題な

ければ、そういう面で、変えてわかりやすくできるような基本条例に変えていくのはいい

かなと思うので、その辺をちょっと検討させてもらうということで。 

あと何か皆さんのご意見があれば、これからも意見を聞きながら直していきたいと思い

ます。見直しができるものについては進めていきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。これちょっと持ち帰りで皆さん、あともう一度読んで検討していただければと思い

ます。 

あとですね、自由討議についてのルールを決めて運用してはという意見があったんです

けど、これは委員会、６名で今実際行ってますけれど、１年間ちょっとやってみてという

ことで、ちょっとこれから皆さんの意見も聞きたいと思うんですね。 

やはり６名での構成、これがよかったのか、これから12月定例会にも向かいますけど、

気がついた点があれば、ここでちょっと意見もいただいて検討の中に入れたいと思います。 

どうですか皆さん、各委員会６名ずつ構成してますが、意見等について。 

寺門委員 実を言いますと、この間試験的にですね、産業建設常任委員会で自由討議をやって

みました。非常に活発なというか、幅広く、なおかつ深い討議ができ、本音の部分に近い

ところでできましたので、やはり必要ですね。やるべきだと思います。 

ルールについては、議題についてもいろいろあるでしょうし、そんなに固くあれこれ条

件づけしないほうがいいと思うんですけど、この問題についてどう思いますかっていうこ

とでちょっと、討議ませんかということでね。 

副議長 委員長おっしゃるとおりで、こないだね、委員会でやりました。 

あれはいわゆる執行部がいない状態で、これまでの商工会とかＪＡさんと意見交換して

きた後でしたので、それについてどうしましょうかっていう、皆さんで本当に議員だけで

話し合うセッティングでしたね。 

どうしても執行部がいらっしゃると、議員っていうのは質疑したくなっちゃうものです

から、ただ本当に、まさに自由討議したい、できる状況だったと思いますので、委員長の

判断でしていただいたわけですけども、あれは非常に個々の議員がこれを言ったことにつ

いて、それはどういうことなんでしょうって、それについてどういうふうな解決方法があ

るんでしょうっていうことを、我々議員も聞いてながら、なんか今までのスタンスだとち

ょっと聞けない感じだったんで、それが議員間討議だとできると、自由討議は。 

それはやるべきだと思いますけど、あと事務局のほうにちょっと、このルールとかって

いうのは自由討議のルール、ほかの議会では、どういうルールで運用しているかとかそう

いうのは、わかリますかね。 
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事務局次長 すべての議会をチェックしているわけではないのでわかりませんが、大体このル

ールづけは余りしてないところが多いようです。 

あまりきちっと縛ってしまうと、なかなか難しいという面もありますし、この間の委員

長さんがうまくリードしていただいて、これから自由討議にしますっていうふうに宣言さ

れましたけども、本来であれば、別に宣言もいらないで、自由討議というのはできるわけ

なので、そこについては議員の皆さんの意見でしょうけれども、余りルールとか、そうい

ったもので縛らないほうがいいんじゃないかなっていうのは、個人的な思いですけども、

そういう感じはします。 

以上でございます。 

副議長 はい、ありがとうございます。 

そうですね、これからだと思うんですよね。もう少しやりようによってかなと思います

が、この間はいったんこれから自由討議入りますっておっしゃっていただいて、我々だけ

で自由討議をして、ここで終わりますっていうふうなことで締めていただいたので、どち

らかというと我々としてはやりやすかったかなっていう、今はお互いを話していいんだな

っていうふうなことだったので、そのほうが私は使いやすかったですけど、それはこれか

ら今後かなと思いますが、那珂市議会の一定のルールはもしかしたら、各委員会によって

ばらばらでもあれなので、委員長さんによって、やりづらい部分があるかもしれないので

一応ルールとして那珂市議会は、ここからスタートしますよ、その間は議員だけでやって、

一応質疑とかは入れないと。 

議員だけで意見を集約して、それがある程度いいですかということで、委員長さんの判

断で、ここで終わりにしますみたいなほうが、この間はたまたま執行部がいなかったです

けど、議員間討議をやってる最中に、ちょっと執行部これどうなのって質疑が幾つか入っ

ちゃうと、なんだか次に発言する私としてもあれ、今ちょっとじゃあもう質疑に移っちゃ

ったのかあとか、議員さんに聞けないのかなっていう、ちょっと判断がわかりづらいんで、

この間は執行部の質疑はなしにして、議員だけで話しましょうよっていうふうにやったほ

うがいいかなっていうふうには思いました。 

以上です。 

寺門委員 今副議長も話してもらいましたけれども、やっぱりあまりそのかしこまった定義づ

け、ルールづくりでなくて、今から自由討議始めます、以上で終わりますというぐらいで

やったほうがいいんじゃないですか。とりあえずは。 

各常任委員会で決をとらなきゃならない事態、場面ってこれからたくさん出てくると思

いますんで、その前にやるというのも一つ、そういう使い方もね、深く議論をして決める

ということでもいいのかなっていう気はするんですけども。 

その採決のためっていうのもあるんですね、非常に重要な部分だと思いますけれども、

それとはまた別に新たな執行部に対する提案材料を導き出すですとか、問題解決のために
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とかいろいろあると思いますんでね。 

それはどんどん、そういう議論する場をね、たくさん準備したほうがいいのかな。やっ

ぱり少数だと深く広くっていうのは難しい部分がありますんでね、というふうに思います。 

委員長 どうですか。勝村委員長。 

勝村委員 みんな同じだと思うんだけど、せっかくの自由討議なんだから、ルールを決めちゃ

うと、縛られてしまうんじゃないかなと思うんだ。 

だから、本当に委員長の判断で、これから自由討議しますよ、ここで終わりにしましょ

う。その程度でいいんじゃないかなと思う。 

副議長 ちょっと気づいた点では委員会の中で、ある一定の結論を導かなきゃいけない場面と

いうのは、やっぱり請願陳情が一番主だと思うんですよね。場合によっては傍聴も来てい

らっしゃる。 

我々のこの請願陳情をどういうふうな議論をして、どういう思いで結論に至ったのかっ

ていうのは、やっぱり開かれた議会を標榜する那珂市議会としては、そこを今よりは、一

歩二歩進んで、本来行かなきゃいけないのかなと。 

当然全部が全部じゃないし、当然場合によってはなかなか運用が難しいケースが当然あ

ると思いますけれども、場合によっては、議員間討議は請願陳情の最後、決をとる前、い

ろんなその執行部の意見、執行部の状況を聞いて、場合によって参考人の意見も聴取して、

そのあと、それなりに各議員が考え方がまとまってきたら、ちょっとお互いでこれどうだ

ろうね、ああだろうねっていうのはやってもいいのかな、今よりも、という感じはします

ね。 

以上です。 

委員長 自由討議については、委員長さん等の采配していただきながら、ルールを余り細かく

は決めないで、その中で、委員の皆さんの意見を多く、どんどん出してもらいながら、議

論していきたいというような形で進めていけばよろしいですよね。 

そうすると大変かと思うんすけど、委員長さんの采配もね、でもその中で、副委員長さ

ん同士でいろいろ連携とりながら進めていただければと思います。 

その中でちょっと人数、委員会を今後どうするかっていうのもいろいろ、今６名で先ほ

ども言いましたように、それで活発な意見もこの間、産業建設常任委員会でもできたとい

うことですけど、少しこのままの状態で意見を自由討議をしながら、皆さんの意見をどん

どん出していただいて、進めていただければいいかと思うんですね。 

それでもしもっと意見を聞きたいという場合には、やはり今後その定数等もちょっと検

討させていただければと思うんですけど。 

その点について、皆さんどういう考えか、ちょっと、６名ということですので、１名欠

席とか何かの都合で公務で出た場合の意見の取りまとめというのを、今調整させてもらい

ながら事務局と委員会の日程等も調整してますけど、やはりなかなか、人数等が少なくな
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ってますから、18名の運営でやってるとなるとね。その辺をねちょっと検討していただけ

れば。 

副議長 なかなか委員長言いづらいと思うので、こないだ産業建設で１名欠席で、１名遅刻の

議員がいたんです。だから、委員会で正副委員長と私ともう１人の委員しかいないってい

う時間帯がありまして、これで大事なことを決めていくにはちょっと、そういうことは通

常当然想定はしないんですけれど、たまたまやっぱりそういうことがありましたので、こ

れはこれで、だからもう正副委員長は意見はなかなか言えないところで、私ともう１人だ

けで、っていうことで、決算だったと思いますけど、ちょっとよろしくないなとは思いま

した。なのでそういう定数の問題というのはちょっと考える必要があるかなと正直感じま

した。 

委員長 定数等についてはですね。ですから１年、進めながらですけど、これからもまた改革

の中で皆さんの意見を聞きながら、これはふやすことは、問題ないですよね。 

事務局次長 前は一つの委員会ということになってたんですが、法改正によりまして、二つの

委員会でも、複数の委員会に入ることができるということになっておりますから、それは

別に問題ありません。 

あと一つなんですが、実は議長さんの委員会の参加というのがちょっと議論になってい

るところなんです。あくまでも議長さんというのは、中立公平であって、議決の表明権が

ありません。 

当然この議案に賛成だとか反対だっていうことができませんので、それをその前の委員

会の段階で言っていいのかっていうような議論もあります。 

各近隣市町村なんかでは、水戸市とかひたちなか市、日立市、東海村なんかでは、議長

さんは委員会には所属しておりません。 

そうしますと、例えば那珂市でいいますと、委員会で５名のところが出てきてしまうと

いうような話もありますので、それは議会の中で、話し合っていただいて、定数を変える

とかね、そういったものについては、議会の中でよく議論していただきたいというふうに

考えております。 

以上です。 

委員長 定数等についてふやすことは問題ないということですので、今後ですね、大変でも委

員長さん、副委員長さん、いろいろと各委員会で自分たちの委員会での流れを見て、その

あと意見等をまたいただければ、そういう面で改善できるものはしていきたいと思います。 

議長という立場となると、公平性ということで、委員会の所属はしないで、オブザーバ

ーっていう形で入るだけですよね、議長はね。 

そういう形になると、やはり先ほど言った５名という委員会が出てくることもあります

ので、その辺についても、ちょっと皆さん大変でも検討しながら進めて状況を見ていただ

ければと思います。 
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そういう形でよろしいですか。これについてはね、ここで今云々じゃなくて１年間やっ

て、あとその流れとあとは各委員の皆さんの意見を聞きながら、もっとふやして二つの委

員会に所属してもいいんという形になれば、そういうことで組みかえをするというのも進

めていければなと思います。 

寺門委員 予算と決算が一番要するにたくさんの目で見たほうがいいということになるんだろ

うと思うんですよね、重要な案件だと思いますんで。やっぱりその予算のときに、実は予

算委員会というのはないので、各常任委員会で審議をするということになってますけれど

も、これは予算委員会もしくは決算委員会を設けてですね、そこのところできちんと予算

ですともう９月、10月の段階で一度、執行部とやりあわないといけない、審議しなきゃい

けないと思うんですね。 

既にもう決まったあとの話で予算を承認っていう話がありますんで、それはもうほぼ、

何を言おうがもう変わらないという状況になっての審議なので、だからそこのところはも

う少し負担を軽くする、あるいは本来の予算審議をすべきじゃないのかなということで新

たに委員会がいいのか各常任委員会でやると今度、人数が少ないんでですね、その常任委

員会二つぐらい掛け持ちしながら、それぞれよそを見るというのもいいかと思うんですけ

れども、そういう工夫をしていかないと、現実にいつまでたっても執行部ありきの予算で、

できたものを見るということでは、今後ますますその財政が厳しい中ですね、非常にまず

いと思うんですよね。 

その委員会の人数もさることながら、やっぱりそのチェックの目っていうのは、どうし

ても22名のときよりは、目が減ってるわけですから、甘くなるのでね。これは各委員のレ

ベルを上げるということも含めて、やっぱりそこのところは勉強会等も当然やってですね、

やるべきだなというふうに思います。 

というのは、行方市なんかは、もう100人委員会というのをつくって、市民がもうそれぞ

れ政策提案をして、実際に事業のほうにも参加をしているという状況なんでですね、那珂

市においてもやっぱりそういう、市民の方のレベルアップというのは当然ありますんで、

そこで、吸い上げて反映していくっていうことなると、やっぱりそこは必要になりますん

でですね、ぜひ考えていくべきだなというふうに思います。 

委員長 はい、今寺門委員からもですね、予算決算のことについて、以前は特別委員会を設置

してたんですよね。 

ただそうなると、特別委員会に選出される議員が、どうしても若い議員とか、いろんな

そういう差が出ていたのもあって改善しようということで各委員会に付託させていただく

という流れも実際にできてきたんですね。 

そうなると、今この定数を削減した中では、やはり少なくなってきて、先ほど寺門委員

が言ったようにチェックが少しね、なかなか委員も少ない中でやらなきゃならないという

ことも出ましたし、ほかの議会で、今やはり来年度の予算の編成の前に、いろいろ決算の
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後にいろんな意見が出たのをまとめながら、次の予算をどう取るかということで、勉強会

等をやっている議会等、チェックする議会等もふえてきてますので、そういう面について

はちょっとね、これからうちらも検討したいなと思うんですよね。 

やはり３月の予算で上がってきてからではなくて、その前の査定の時点で、ちょっとチ

ェックできればなと思うんですけど、なかなかこれが難しいですかね。 

ほかではいろいろやっているというのはあるんで、これについてもちょっと、勉強会じ

ゃなくてもちょっとそういうのも、できればなと思いますね。実際にやってる取手とか守

谷さんなんかもやってるのかなと思ってるんですけど。その辺ができれば一番理想ですけ

どね。 

副議長 そうですね、前は予算、決算の特別委員会でやってましたね。 

全体で見るっていうような意味合いもありますが、それを変えてここ数年変えてきたの

は、やっぱり委員会の専門性なんですよね。専門性を持たせて、だから予算も決算も各常

任委員会に付託をして、この委員のメンバーであれば、もう教育のことならもう教育厚生

でやると。 

その中でもうしっかりと全部皆さん専門だから、そういう専門性をこれから持たせて、

そこで全部チェックすると。そういうふうなことで、ある意味全体を見る目というよりも

専門性を持たせた中で厳しくチェックをしていこうと。こういうここ数年の流れでは確か

にありましたね。 

ただあとは全体の人数が昔は26名なり、38名なりいた中での特別決算や予算委員会でし

たけども、今、それだけ18名になってきて、果たしてそれでいいのか、確かに課題がある

ので、やっぱり各常任委員会の専門性は保ちながら、先ほどの複数入れるというようなこ

とで、８名なり10名なりの常任委員会の数を確保できれば、それはそれで専門性を持ちな

がら、人数は入れて、各常任委員会できちっと厳しい目で見てもらうということが、かな

うのかなというふうには思いますが、これも確かにちょっと議論の余地があるというふう

に思います。 

またそのほかの議会は、当然委員会制ということになってますが、プラス会派制ですよ

ね。むしろその予算の要望は会派でやってるんですよ、大体。常任委員会ではなかなか難

しいっていう部分があるんですが、会派でいろいろと、皆さんの集約したもの来年の予算

に入れてほしいと。 

これをやってヒアリングを執行部とやっているというところもあるので、これが那珂市

議会に今そのままなじむかどうかというと、今とにかく会派自体は今目立ってないわけで

すから、そこらはちょっと那珂市議会なりの、もしくはその予算要望をどういう形で理解

するかっていう仕組みはちょっとを考える必要はやっぱりあるかなとは思うんですが、そ

れを現在の仕組みではなかなか妙案がないので、これも今後どうするかっていうのはやっ

ぱり考える必要があるかなと思いますね。 
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寺門委員 各常任委員会はね、個々に専門のところ、所管の審議というのは委託されてるんで、

ただ全体を今度見るところがないんですよね。 

それは会派制でよその議会はやっているというところもあるんですけれども、当市議会

においては全体というのは見れない状態なので、非常にそこがちょっと、市民からもこれ

は言われてるんでですね、非常にまずいよねというところがありますんで、だから常任委

員会で、今四つありますんで、そこの中で委員長もしくは副委員長で吸い上げて、オール

議会として執行部に提言すると。予算についてですね。 

というのも一つの手だろうなと思いますけれども、会派が、私は、いいとか悪いとかと

いう話じゃなくて、まだそこまでいってない状態なので、現実問題とすれば、そこで少し

やるのがいいのかなと、これもやっぱり議論の余地があると思いますけれども、そこのと

ころですよね。 

あと実際に予算でヒアリングして、チェックできるのかというところがあるんですけれ

ども、それは当然勉強会も含めてやっていかなくちゃならないということです。 

事業仕分けっていう手法もありますけれども、あれはいわゆるゼロベース予算でという

のが非常に那珂市としても、ここ三、四年前からやってはきていますけれども、依然とし

てまだ根付いてはいませんので、もしくはあと行方市みたいですね、100人委員会みたいな

ものを市民のほうから募って、そこでいろんな施策提案をしてもらうというのも一つの手

だと思いますね。 

我々は、その議会としてはそういうことで、討論とか議論を重ねながら積み上げてくっ

ていうのも一つ、手だと思います。基本条例の中で、やっぱり市民との討論の場を設ける

というふうにもうたってますんでね。 

最終的には市民討議会につながるのかもしれませんけれども、そういう形もあるのかな

という気はしてますんで、その辺もやっぱりちょっと皆さんの考えを聞ければなというふ

うに思います。 

委員長 委員会の中の予算決算の流れの中で、今後の課題として、どのようにチェックをして

いくかということもありますので、そういう点についてはちょっとここで議論というより

も、また皆さんちょっといろいろ考えを後で述べていただければと思います。 

一応そういう面も踏まえて、意見を聞きながら、改革的にできるものはしていきたい。

取り組んでいきたいと思います。そういう形でよろしいですか。そのように進めさせてい

ただきたいと思います。 

続いて反問権についてなんですが、反問権について、資料等にもありますように、申し

合わせ内規では反問権の範囲は特に制限されておりません。 

ということで、あと、最近反問権等についても議長のほうでチェックをさせていただき

ながら、あれば反問権としての扱いをしていただいてますけど、采配等については、今後

も議長にお任せさせてもらって、ルールとか決める必要はないかと思うんですけど、どう
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しますか。その辺決めたほうがよろしいですか。議長が一応判断をさせていただくという

形でよろしいかと思うんですけど。 

その点についてちょっと皆さんのご意見を伺いたいと思います。 

寺門委員 反問権については、新たなルール決めっていうのは特にいらないと思いますけれど

も、反問権とは何ぞやというところは、もう一応執行部の答弁する対象の方に、特に市長

には、ご理解をいただきたいと思います。 

文書で渡してこうですよ、私的なそういうことで聞くんじゃありませんという話だと思

いますので、それ以外は通常のわからないことに対して聞くということですんで、そのと

おりだと思いますから、あとはこちら側、議員のほうは多分いいと思いますけど。という

ふうに思います。 

委員長 はい、反問権としてのルールは決めないで執行部のほうにね、きちんとその反問権と

いう意味合いをもっと理解しておいてもらえるような形でっていうことですね。 

副議長 まさにそのとおりでよろしいと思いますね。これは基本条例にこう書いてありますか

らね、15条に。そういうことですが、こういうことでという執行部のほうにもそういう確

認をしていただくということと、もう一つ、前の議運でちょっとこういうふうにやったほ

うがいいんじゃないかって議論があったのは、どうしても反問権入って、例えば執行部、

市長のほうから議員に聞かれる。そうしたらすぐ議員が答える。それで市長が聞くみたい

なこういうやりとりになっていくと、例えばこの、場合によってはヒートアップをせざる

を得ない場合があったりするので、そのとき一回ごとに、議長が、市長がこう聞いたら、

それはこういうことですか、じゃあ何々議員ってやって、議員が答えたら、じゃそういう

ことでいいですか、もしあれば、じゃ市長と、そういうちょっと議長がね、一回ごとに間

を取らせるように、確認を入れるみたいなことをやったほうがいいだろうっていう議論が

あったんですよ。そうするとぽんぽんぽんぽんってヒートアップしなくて、秩序がね、保

てるであろうと。 

せめてルールというわけではありません、そこまでのものではないですけど、あくまで

議長の裁量ですが、裁量の中でなるべくヒートアップさせない方向にするための議長なり

のやり方は工夫していただきたいという議論の過程がございますので、改めて今思い出し

ましたので、そういうことをちょっと加えておきたいと思います。 

委員長 はい、反問権については議長の裁量っていうか判断で進めていただければということ

で。それで行っていきたいと思います。 

ここでちょっと暫時休憩をさせていただきまして、再開を11時15分にします。 

  休憩（午前11時２分） 

  再開（午前11時17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。 
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（２）番として、議員勉強会についてを議題といたします。 

今年度１回目の勉強会は、７月８日に茨城大学非常勤講師の有賀先生をお招きして、障

害者差別解消法について学んだところですが、きょうは第２回目の勉強会について、開催

時期と内容を検討したいと思います。 

どのような内容で研修をしたいか、あるいはどのような講師をお呼びしたいか、皆様の

ご意見を伺いたいと思います。やはり講師との調整等もありますので、きょうはここでも

う大体日程も全部決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。 

時期的にはいつ頃がよろしいですか。もう12月の定例会もありますから、見ながら。12

月定例会が入って１月等はいろいろありますし、２月頭ぐらいですかね。 

２月は横手があるんですね。2月15、16日。できればそうするとその前に行いたいと思い

ますね。そのあとになるともうすぐまた定例会のものが入ってきますから。 

２月の１日から10日、この10日間で講師と日程調整をしてもらうっていうかね。 

県の議長会の研修もありましたよね。 

事務局次長 議員研修は1月17日です。 

委員長 ２月１日からちょっと、議長の日程も聞きながら進めていただければと。 

寺門委員 提案としてですね、これ防災のほうにも関連あるんですが、山村先生に一度来ても

らって講義を。議員としての災害危機管理ということで、来れるかどうかは分かりません

けど、山村防災研究所って、ホームページを見ると載ってますので。 

委員長 テレビに出てる方ですよね、よく災害のときに。 

寺門委員 市町村会館なんかでも防災の研修をやっている講師の方です。料金も高いかもしれ

ないですけど。あとは予算等の問題もあるし、向こうの都合もあるんで、一つ提案です。 

委員長 あとはほかにありませんか。 

副議長 前にお呼びした松野さんですね、議会改革に関しては、今いろいろと話しております

けども、いろんなアイテムをご存じの方なんで、もう一度聞きたいな、聞ければいいかな

と。境町の参与をやっていていろいろな改革をやっておりますね、行政改革。そういった

視点でいろいろとまた勉強できればいいかなと思っております。 

委員長 元流山市議の松野さんですね。 

はい、ほかに。 

講師料とかいろいろ予算等もありますので、皆さんの意見を聞きながら。 

茨城大学の教授なんかでも、今よくほかの市町村の議員さんがインターンでしたっけ、

大学生を受け入れしながら、いろいろ勉強してる方もいるのでね。そういうのもあって、

そういう大学の先生なんかもどうかなっていうのはあるんですけど。 

茨大の生徒で、この間の第３回定例会、最終日に傍聴に来てました。２名の方。女の子。 

副議長 あれはどこの議員のインターンをやってるんですか。 

委員長 大洗の今村議長のインターンをやっていて、茨城大学の馬渡先生あたりが多分講師で
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皆さん大学院みたいに入ってるんですよね、議員が。そういう関係で来てるんだと思うん

ですけど。 

だから茨城大学とか、常磐大学もそうだろうし、ちょっとね、そういうので関係をもっ

て勉強会やってる方もいますので、馬渡先生は予算的には少し安くできるかもしれないで

すけど、ちょっと検討させてもらって、挙げてもらって、２月の日程と。 

副議長 今の委員長の話、おもしろいなと思いますし、あとちょっとここ最近というか、直近

で議会としても、法制に関してもちょっと考える必要があるのかなと。必要性をね。 

つまり那珂市としては顧問弁護士がいます。だからいろいろな法律的な相談は、執行部

はそこでやりながらできます。これが法令的にどうなのかっていう。 

ただ市議会としては、法制の裏付けっていうのは今のところ組織上ないんですよね。各

議員が勉強してやるしかない。 

だけど、当然二元代表制ですから、市民のために、予算を適正に使えているかチェック

するためには、議会としても法律の裏づけ、こういうところに何かしらあったら聞く、相

談するっていうことも大事かと思うので、それはやっぱりその法律専門家もしくは教授で

すね。そうなると大学との提携というふうなことも必要になってくると思うので、それが

まだ急にっていうわけじゃないですが、例えば講師でおいでいただいて、その縁でという

ことはあるかもしれませんね。 

そういうことを含めて講師の選定っていうのは考えていただくといいかもしれないので、

ひとつご考慮いただければと思います。 

委員長 もしほかに皆さんでこういう先生とかあれば事務局等にもまた連絡いただいて、日程

等が先ほど言いましたように２月の初めに行いたいと思いますので、そういう中でいろい

ろ交渉しながら、選定して決めていきたいと思います。 

先ほど出た山村先生はじめ、あとは元流山市議の松野さんとか、茨城大学の教授とか、

また法律関係のそういう専門的な弁護士さんとか、何かそういう形でちょっといろいろ検

討していきたいと思います。 

またそれについては皆さんにご相談をさせていただきながら協議して決めていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでよろしいですか。 

寺門委員 相手方のスケジュールもあるでしょうから。 

委員長 調整してみて、合う方と予算で。私は予算をどうしても心配しちゃって。 

次長補佐 今出た方々で当たってみたいと思います。 

委員長 できれば山村先生なんかのときは、議会だけじゃなくてほかのいろんな防災的な話だ

と、記念講演じゃなくてもね、やってもらうといいんだよね。 

副委員長 環境課あたりが来れば一番いいでしょうけど。 

委員長 それでは大変でも、事務局よろしくお願いします。 
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それでは続きまして、議会報告会のアンケート結果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 それでは議会報告会アンケート集計結果の資料をごらんください。 

当日会場で書いていただきましたアンケートを集計した結果でございます。 

まず参加者数ですが、22日が33名、23日が21名、合計54名の方の出席をいただきまして、

アンケートを書いていただきましたのが45名ということで、回収率が83％となっておりま

す。 

続いて、アンケートの中身、回答についてまとめたものでございますが、問１の地区で

すが、グラフにありますとおり、やはり会場が瓜連と五台でしたので、そちらの参加者が

多く、そのあとが菅谷ということになっております。 

続いて、２ページ目ですが、一番上のグラフは、地区ごとに表したもので、22日と23日

の参加者のグラフになってます。 

続いて年代ですが、60代、70代の方が同数で、こちらで88％ということでほとんど占め

ているような形でございました。 

参加者の性別ですが、男性が82％、女性が16％ということでございます。 

続いて、３ページ、参加していただいた方の職業ですが、無職の方が64％で一番多くて、

そのあとが農業、自営業、会社員、パートアルバイトという順になっております。 

報告会の情報の入手先でございますが、こちらは複数回答になっておりますけれども、

一番多かったのは、自治会の回覧チラシ、その次が広報なかのお知らせ版、それから、議

員の方から、知人からの勧めでいう方も結構いらっしゃいました。 

続いて４ページでございます。 

開催日時につきまして、今のままでよいか、それ以外の時間帯を希望するかを聞いてい

る質問でございますが、今のままでよいという方が84％、その他に土日の夜と回答された

方が２名、平日の昼間が１名ですね。 

問７の開催頻度、議会報告会を年何回開いたらよいのかということの質問でございます

が、年２回と回答した方が一番多くて、56％ですね。それから年１回と回答した方が24％、

その他に年３回と年４回というふうな回答をされた方もいらっしゃいます。 

それから問８の開催会場、現在が２会場で実施しているわけでございますけれども、そ

れについて聞いた質問ですが、２会場と答えている方が76％、３会場と答えていらっしゃ

る方が15％で、それ以外のところに記載された方は４会場という方が１人いらっしゃいま

した。 

続いて５ページの配付資料がわかりやすいかどうかということでございますが、こちら

は普通と答えた方が一番多かったですね。 

問10の感想でございます。こちら非常によいから非常に悪いまでの５段階で聞いている

質問でございますが、よいと答えた方が38％、普通という答えた方が31％で、非常によい
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18％、悪いと回答した方がいらっしゃいまして、非常に悪いというのはなかったですね。 

その次のページ、一番下に自由に記載してくださいという欄に書いてきた方のものをそ

のまま書いてきたとおりに、こちらに記載したものでございます。 

22日と23日と、それぞれ書いていただいた方に関してはそのまま、こちらに記載してお

りますので、後でごらんいただきたいと思います。 

それと、報告会の記録のほうなんですけれども、ことし広報委員会のほうで記録をつく

っていただくことになっておりまして、今花島議員と大和田議員が、記録をそれぞれの日

にちでまとめているところで、来週14日にお二人から出てくる予定になっております。 

12月の議会の常任委員会で、その内容について検討ができるように、その前に、皆さん

にお渡しして、中身を見ていただいて、常任委員会のほうで検討する必要があるものに関

して、検討をしていただくというふうな流れで考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

以上です。 

委員長 はい、ただいま説明が終わりました。 

このアンケート結果について、また今回の議会報告会を終えての感想、今後の改善点な

ど皆さんのご意見を伺いたいと思います。 

何かありましたら。 

副議長 はい、ちょっとまず申し訳ないというお詫びでございまして、２日目のほうの質疑応

答での進行をやったんですが、段取りの中で、まずは議会報告についての質問を受け付け

ますっていうのと、そのあと全般的に受け付けますっていうふうなやらなきゃいけなかっ

たんですが、私のほうでちょっと最初から広げた質問を受け付けるような進行になってし

まいまして、大変当日の答弁をしていただく方々には、ご迷惑をおかけしたというふうに

思っております。大変申し訳ありませんでした。 

あとアンケートに関しては、こういったものかなと思いますけれども、開催時間に関し

てちょっと思いますのは、このアンケートの４ページだと今のままでいいというのが84％、

ですからそういうことなのかなと思いますけども、これはそもそもこの日に来てる方に聞

いたので、今のままでいいなんだと思うんですね。 

今までの参加人数からすると、今回はやっぱり減っていると思うんですよね。最初が２

会場とも70名ぐらいいて、２回目が40名ぐらいずついたと思うんですね。３回目でも三、

四十名ずついたと思うんです。 

今回の23日の21名っていうのは、恐らく今までの中で一番少ないのではないかと、だん

だんちょっと減っている傾向なんだと思いますね。 

なので、やっぱりこういうのを開催するにあたっては、やっぱりいかに多くの方に来て

いただくかというのがかなりポイントなので、減っているということはやっぱり開催時間

なり、何かしら考えなきゃいけないのだと思います。 
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ただ一方、ここ３週間にわたって、市のほうで区域指定の説明会を市内８会場に分けて

やったわけですが、私もそのうち７会場ほど、委員長も一生懸命出ていらっしゃいました

が、７会場ほど行きましたけど、平日の夜７時でも各会場五、六十名は集まっていました。 

菅谷地区も80名ぐらい確か集まってた。非常に多かったですね。年配の方も多かったん

です。だから、平日の夜でも年配の人が参加しないということはないというふうに改めて

思いましたので、そうするとあと若い方も出てこれます。 

若い方がほとんど参加してない今回の結果なので、もっと多くの方に、聞いていただく

機会を設けるということでは平日の夜というのも、興味を持っていただければ十分に可能

性があるんだなというふうに感じたものですから、ちょっと今回の場で発言させていただ

きます。よろしくお願いします。 

委員長 時間ですね、今回若い方も参加できればなという期待をしながら、日曜日の午前中を

予定組んでみたんですけれども、若い方がほとんど来なかったっていうのも、現実ちょっ

とがっかりしちゃったっていうかね、やっぱりちょっとそういうのもあったと思うんです

ね。 

今回私のほうも短大、高校性にも学校を通してお願いをしてきたんですけど、そういう

方も１名もいなかったなということで、感じさせていただきました。 

やはり開催の時間と日程等について、やっぱり曜日等についても、これはちょっと検討

しなきゃならないなっていうのは私も感じました。 

ほかにありませんか。 

寺門委員 私も若い方、20代、30代、40代の方が来ていただけなかったのは非常に残念です。 

ある程度期待はしていたんですけど、日時の問題についてはやっぱり夜、先ほど副議長

のほうも出ましたけれども、私も区域指定の住民説明会に６会場出ましたけれど、非常に

参加率は高いですね。 

少ないところで確か三十何名かあったかと思いますけれども、ということははっきりし

たテーマがあるということ、しかも関心のある事柄だということで、まずね、これは非常

に重要なことだと思います。 

我々が議会報告する場合でも、全般的にやってますけれど、その中でも何かキャッチコ

ピーじゃないですけど、目玉として何か一つ、挙げたほうがいいのかなという気はしまし

た。 

それとどこから情報を入手してきましたかということなんですけれども、意外とホーム

ページとかツイッター、フェイスブックって20代30代の方がいらっしゃってないんで、そ

ういう回答がないのかもしれませんけれども、余りにもちょっと若い人は何を見てるのか

なとちょっと心配なりましてですね。全く関心がないのかなという気もしたりするんです

けれど、高校にも情報としては提供してるし、やっぱりＰＲの方法をもう少し変えなきゃ

いけないのかなと。 
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ホームページも、ＳＮＳツイッターでもね、フェイスブックでも見てもらってないのか

なという気がしましたんで、やっぱりＰＲももう少し変えなきゃいけないのかなという気

もしました。 

あと若い方の参加率を上げるには、もう少し、例えば子育て云々だとか、一つテーマを

つくって、それは特別に皆さんで討議しましょうねということで設けておけば、そういう

のでも若い方が集まるのかなという気がしましたので、今後は、テーマを一つ何か決めて

やったほうがいいのかなという気はしました。 

それとあと会場ですね。２カ所ですので、これも来た方だけのご意見なので、若い方は

もうちょっと近くでやってよという声があるのかもしれませんけれど、その辺はちょっと

わかってないんで、会場をもう少し例えば４カ所だとかにすると違うのかなという気はし

ました。 

以上です。 

委員長 ありがとうございました。 

ほかにありませんか。 

綿引委員 重なっちゃう点が多いんですけど、若い方が少ないのが残念ですっていう意見があ

って、きょうも皆さんからその意見が出ました。それと、参加者の年代が60代と70代で88％

というこの現実。 

それから、このアンケートは来た人の意見しか入ってない。だから、来てない人の特に

60代、70代前のもっと若い人たちの参加率っていうか、興味をどういうふうにすれば、こ

のＰＲも含めて、若い人たちの意見を吸い上げることができるのかっていうその辺が今後

の検討課題だなっていう気がします。 

それともう一点なんですけど、ポスター、情報の入手先、複数回答で、ポスターってい

うのがものすごく少ないんですけど、これポスターって予算どのぐらいかかってるかわか

りますか。 

次長補佐 ポスターはこちらでつくってますので、光沢紙っていう紙を買っているだけで、あ

とはこちらでカラープリントしてますので、光沢紙が6,000円ぐらい。 

綿引委員 予算的には印刷屋に頼んでかけるわけじゃないから、たかが知れてるんですね。わ

かりました。 

もう一点踏み込んでポスターだって、どうせ少ないんだからやめてしまえじゃなくて、

委託先っていうか、どこに貼ってもらうかっていうのを少し研究すれば、何とかなるのか

なと。 

私がちなみに頼むのは、近所のスーパーマルトとそれから那珂健康センター、あと病院、

前は違かったんだけど、小豆畑さん、さがわさん、関さん。 

実際に例えば、マルトさんにたまに買い物行くんだけど、しみじみポスターなんて見な

いんですよね。たしか入ってこの辺にポスターが貼ってあるなというのはわかってはいる
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んですけど、まず、買い物が済んだら真っすぐ帰ってくるだけで、そうすると病院って自

分の順番が来るまで、座ってる待つじゃないですか。雑誌読む人もいれば周りをきょろき

ょろして見る人もいる。だから、ポスターの宣伝効果が効果的な場所っていうのを少し研

究すると、見えてきそうな気がするんですよね。 

だから、確かに多くの人が集まる場所っていうのが一番効果が上がるような気がするん

だけど、逆に人数はさほどじゃなくても、効果的にはそこ来た人は必ず見てくれる、目に

入るみたいなこのポスターの掲示方法が見つかれば、ポスターの効果も少しアップしそう

な気がするんですが。以上です。 

委員長 ほかにありませんか。 

副委員長 綿引委員が言ったポスターの件なんですが、私はね店の名前出しても大丈夫でしょ

うけども、千ヶ崎商店さんとか久米肉屋さんとかね、目立つところに貼ってもらうように

やってるんですよね。それですら額田はアンケートに入ってる人がゼロなんですよね。誠

に残念だなと思ってますけど。 

目立つっていうか、どこに貼っても実際私は目につくんですよ、行くから。ところがほ

かの人は関心がないから見てないんですね。多分ね。と思うんですよ。関心の度合いじゃ

ないかなと思って。 

もう一つは先ほど、寺門委員とかあと副議長からもありましたけども、時間帯、夜やっ

てもいいかどうかとかいろいろありますよね。先ほど寺門委員が言ったように区域指定は

関心があるから、かなり集まったと思うんですよね。もう一つ寺門委員が言った、何か一

つ目玉をつくってとかってしないと、何時にしてもなかなか難しい。 

これ本当に30代が１人で、来てないですよね、若い人が。本当に残念なことなんですけ

ども、30代１人で50代が２人ですものね。あと60代以上ですね。これはどうにかいい方法

があるのかどうかわかりませんが、これ本当に検討材料ですよね。 

だから、大変難しいかなと思ってるんですけど。私も本当に一生懸命、目立つところと

思ってあそこだったらいっぱい買い物客がくるところだから、でもこうだからね。残念だ

なあと思うんですよね。何か皆さんの知恵を出し合いながら、少し検討して、大きな課題

材料が残ったかなと思ってます。 

以上です。 

委員長 どうですか、勝村委員。 

勝村委員 確かにね、若い人がいない。特にね、土日っていうと遊びに行っちゃうのかな。こ

れ平日の夜というのも一つ、いい方法かなと思う。７時ならば、帰ってこれるのかなって

いう気もするんで、今までずっと土日にやってたわけだけど、平日の夜にチェンジするっ

ていうのもいいかもしれないかなと思う。 

委員長 はい、皆さんたくさんの意見を言っていただきまして、アンケート結果等についても、

出てきてますので、ちょっとまとめさせていただきます。 
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今回初めて午前中の時間に切りかえて若い方も参加を期待してたんですけど、参加者が

少なかったということで残念という声は皆さんの意見かなと思います。 

私も今回18歳ということで水戸農業さんと那珂高校さん、あと大成短大さんにも私のほ

うでお知らせを持ちながら、ポスターの掲示を依頼したんですけど、そこで１カ所、水戸

農業高校の校長先生から、これはあまり好ましくないとはっきり言われました。 

それは何でですかということで、うちらは18歳からの選挙権になって、子供たちに議会

の報告ということで、個人の議会報告ではないですよと、きちっと報告をさせていただい

て、那珂市議会がどういう活動をして、どう今動いているかを見てもらいたいためにとい

うことをお願いしたいということなんですけど、何か勘違いされて言われたのは、議員さ

んの売名行為的に受け取られて、うちの学校は入学式、卒業式、学校の行事等にもあまり

議員さんを入れたくないんだと。結局それで選挙の絡みで、選挙権が18歳からになったの

で利用されるのがちょっとっていう話を言われたのはありました。 

那珂高校さんは逆に、ぜひうちのほうは子供たちにもぜひこういうのを見てもらいたい

ということで、逆に議会との関係も深くって言っていただきました。 

大成さんは女子短大なんで、そんなに話はしないでお願いしますという形で行きました

けど、やはり県立高校、那珂高校さんと水戸農業さんがあったんで、ちょっとそういう話

で、何か校長先生の考え一つかなっていうのは感じました。 

ですから、やはり売名行為的に思われるということで、そういうことはありませんとい

うことで伝えて、再度お願いをしてきたんですけど、そういう結果がありました。 

あと、やはり若い方の参加もどうしてもやっぱり期待してたのが少なかったんで、今後

検討していかなきゃならない点では、時間帯を夜にやってみてはどうかとか、あとテーマ

を今度決めてはどうかということで、今回感じたのは、報告会の話じゃなくて市民の方皆

さん、行政に対してもいろんなこうしてくれ、ああしてくれということの要望が結構が多

かったかなというのも感じたんで、そういうのを逆にテーマにしてもどうかなと思います。

そういう形で今後検討していければと思います。 

あとポスターについては、貼ってきてもらうだけじゃなくて、那珂市議会はこういうふ

うに今やってますよってことを、いろんな方に見てもらえるのも一つの方法なんで、参加

者が少なくともいろんな方に、那珂市議会こんなことやってるんだっていうのも一つの方

法ですから、ＰＲ考えてこれから逆にポスターをもっとふやしてね、バタバタ貼ってっち

ゃってもいいかな思うことも考えさせていただきました。 

そのほかにまた何か意見があれば。 

寺門委員 ご参考までにということで、きのう実は人・農地プランという、農政課主催の座談

会、地域のね、各８地区でやってますけども、これに参加してきたんですけれども、その

ＰＲの方法は、お知らせ版とあと自治会のほうからのお知らせかな。回覧の二つで募集を

して、実を言うと一般の方がゼロでした。 
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あと農業委員さんと農地管理適正化推進委員さんと、あと農業委員会の会長、副会長と

いうメンバーだったんですけれども、それはそれで座談会ですので、いろんな忌憚のない

意見というか話し合いがされたんですけれども、それは時間帯が午後２時からだったので、

一般の農業やってる方は、来なかったですね、一人も。 

だからそういう場合もあるんで、逆にやっぱりその開催する時間というのは非常に大事

だなっていうのは、きのうつくづく思いましたね。私も何人か声はかけてたんですけど、

ちょっとやっぱり忙しくて出れないよっていうことは聞いてたんで。別にその方は菊のほ

うの愛好家だったんで、そっちのほうに出てたんであれなんですけど、やっぱり時間とい

うのは非常に重要ですね。そう思いました。 

委員長 やはり今後ですね、時間等についても午前、午後やってみた結果もありますから、今

度は夜というのもちょっと検討の中に入れていきたいと思います。 

副議長 さっき綿引委員がおっしゃったチラシの着目ってすごく大事だと思いますね。もう少

し検討したほうが多分いいんだろうというふうに思います。 

あと、それ聞いてて思い出したのは、埼玉のほうなんかの議員さんでは会派だったかも

しれないんですけど、議会報告会のチラシをつくって、みんなで駅前で配ってたんです。

これから配りに行くんですみたいなのをフェイスブックでよく見てて、こういうことやる

んだと思ってたんですが、やっぱり多くの目に触れさすってのが大事かなと。 

ポスターもさることながら、場合によってはチラシ、これはこの間の産業祭でも選挙啓

発のチラシを選挙管理委員の職員の皆さん配ってましたね。ファイルとかティッシュとか

も。何か直近のイベントなんかでちょっと我々議員がたくさん人が集まるところに行けば

いいんですから、なかなか都会じゃないんで、朝の駅でっていうわけにいかないんで、イ

ベントに配る、そういうのも一つ手かなと。 

相当はけて、まず手に取ってもらえば、捨てるにしてもまず見るでしょうと。今ポスタ

ーやっぱり見ないかもしれない、確かに。だから、まず手に取ってもらうことをしましょ

うということで、ちょっと我々も若干汗をかいて、イベントだっていうと、家族連れとか

も来ますから、ターゲットのそういったところに我々も出かけていくということをすると

やっぱり違うのかな。 

そうすると議員さんがたがやってんだなって本気度も伝わるかなと思うんで、それも一

つ、みんなで汗かいてやってはどうかなという意見ですね。 

委員長 あと一点、今回は改選後っていうことで、本来は５月に開催していた報告会を10月に

しましたけれども、これはどうですかね、皆さんその時期的な問題なかったですか。来年

あたりの報告会を５月にするか、その辺もちょっと今後の検討の中に入れていただければ

と思います。準備等の都合もありますし、その辺も。ですから、これから時期、あとはそ

の時間等も検討させていただきたいと思います。 

寺門委員 ５月だとあれですよね、小学校の運動会、市民運動会というか、５月の大体二十何
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日の土曜日なんですね。５月開催のところが多いもんですから、それぞれ各会場、多分時

間はひっかかりますね。 

ですからそこを外してやるとなると、そのあとになるので、５月末ということですよね。

やるんであれば。最初はもう連休の後ってなかなか田植えの時期なんで、終わるのはもう

20日ぐらいですから。 

委員長 あとはその時間帯ですね。夜にすればね。平日の夜にすればそういう調整ができるか

と思いますので、その点について、またそれを検討させていただいて、来年に行いたいと。 

そういう形でよろしいですか。 

それでは次の議題に入ります。 

（４）その他でございますが、本日諮問第１号という文書が皆さんに配られていると思

います。議長から文書による諮問がございますので、検討を行いたいと思います。 

まず事務局からの説明をお願いいたします。 

次長補佐 それではお手元にお配りしました諮問第１号の用紙をごらんいただきたいと思いま

す。きょう議長が出席できないということで文書による諮問がありましたので、こちらを

読ませていただきます。 

諮問第１号、下記のことについて、地方自治法第109条第３項第３号及び那珂市議会運営

に関する申し合わせ内規の規定により、下記のとおり諮問をし、意見を求める。 

一般質問の執行部との調整について。 

諮問内容といたしまして、那珂市議会運営に関する申し合わせ内規において、一般質問

の執行部との調整は、定例会開会の前日までに終了することとするとあるが、徹底されて

いないことが見受けられる。議会運営に混乱を招く恐れがあるため、内規の趣旨を徹底し

ていただきたい。 

そちらの後ろについておりますのが、申し合わせ内規の一般質問に関するところの写し

でございまして、７ページの下のほうから始まっておりまして、裏側の⑤番のところです

ね。こちらに今回の内容となっているものが記載されております。 

以上です。 

委員長 説明が終わりました。 

皆様からのご意見を伺いたいと思います。この点についてどうですか。 

事務局次長 一般質問につきましては、こちらに書いてある通りに定例会までに執行部との調

整を済ますということなっております。 

一般質問のですね、議長の次第書というものをそれに基づいて作成するんですけれども、

一般質問の例えば前日とか、そういったときになって差しかえとかそういったものがくる

場合があってですね、そうすると議会運営のほうに支障に来すということで、申し合わせ

内規どおりにですね、定例会までには執行部との調整を終わらしていただきたいというこ

とでございます。 
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以上でございます。 

委員長 そういうことです。 

ですから皆さん一般質問の中で、この申し合わせ事項によってきちっと議会の開会前に

ということで調整をお願いしますと、再度確認ということなんで、その点について皆さん

のご理解をいただきたいと、ご了承をお願いしたいということです。 

そういう形でよろしいですか。 

ではその点については、一般質問の執行部との調整は定例会開会の前日までに終了する

こととするということで、これで皆さんに再度説明させていただくということよろしいで

しょうか。 

これでよろしいですね。それで全協で報告するということで行いたいと思います。 

もう一点、すみません、委員長さん、副委員長さんが出席しています。 

本会議は、実際これ放映されてますから、全協も各常任委員会も公開されてます。その

中で協議している中で、議員の皆さん、だんだん熱が入ってきて、言葉等についてもちょ

っと暴言ではないんでしょうけど、強い口調で発言する場合があって放映されて見ている

方、市民からもちょっとその言葉等についても、ちょっと荒々しくなって、議員の態度っ

ていうかね、そういうのがちょっと見られがちになってきてるんで、各委員会、そしてま

た全協等でも、議員の皆さんの言葉についても注意をしていただければということで、皆

さんにお願いをしたいと思います。 

だんだん熱が入ってくると、皆さん、意見等も大分強い口調になってきますけど、それ

についてちょっと何かおかしいんじゃない、言葉がとかいうことも感じますので、その点

についてちょっと注意をお願いしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

それでは本日の議題は終了いたしました。 

以上で議会運営委員会を閉会といたします。長時間ご苦労さまでした。 

閉会（午後12時02分） 

 

   平成２９年１月２７日 

    那珂市議会 議会運営委員長 君嶋 寿男              


