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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22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    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）地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書の提出について 

結果：意見書案のとおり提出することとする。 

     （２）議会運営に関する申し合わせ内規について 

        結果：議案の整理区分を見直し、内規を修正することとする。 

     （３）議員勉強会について 

        結果：講師の選定を再度行うこととする。  

 議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

   開会（午後２時５分） 

委員長 皆さんお疲れのところご苦労さまでございます。 

午前に引き続きまして、ただいまより議会運営委員会を始めさせていただきます。 

ただいまの出席委員は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。 

早速議事に入ります。午前中ですね、議会運営委員会で協議をさせていただいて、もう

一度地方議会議員の厚生年金への加入求める意見書についてを皆さんで協議をしていただ

きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

午前中は急な話だったので、皆さん協議等もすぐには返事が出せなかったかと思います

が、資料を見ながら、もし何かお聞きしたい点とかありましたら遠慮なく言ってください。 

勝村委員 これは厚生年金だけへの加入なの。これってできるのかな。 

次長補佐 一応今の話の中では、厚生年金と社会保険をセットで入るような形の法制度をつく

るということのようでございます。 
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委員長 二つセットで入ると。 

勝村委員 そうだよね、厚生年金に入るということは、社会保険というのは、要するに健康保

険、それから失業保険か。失業保険にも入るわけだね。三つセットだものね。雇用保険と

いうのか、今はね。雇用保険って対象になるの。 

次長補佐 多分ですね、今の流れでは、市町村共済の特別職ですね、市長とか、副市長とか、

そういう特別職が入っているのが、共済年金になってますので、そちらの仕組みに入るよ

うな形になるんだと思うんです。 

雇用保険に関しては、公務員の場合は雇用保険がありませんので、そちらはないんでは

ないかなと思います。 

委員長 そうすると、二つセットで加入して、その中で健康保険があって、雇用保険はなしと

いう形ですね、今のところでは。 

外に何か聞きたい点とかありましたら。 

副委員長 ちょっとわからないんですけれども、例えば、年齢制限というか、あるでしょこれ。 

次長補佐 地方議会議員として厚生年金に加入するという場合は、70歳までの方が被保険者に

なれるということのようです。 

委員長 地方議会議員として厚生年金に加入できるのは70歳までね。 

勝村委員 70歳までね、それ以降は本人が希望すれば加入していられるということだと思うん

だけど、私はそんなふうに理解しているんだけど。 

次長補佐 厚生年金保険法第９条に、適用事業所に使用される70歳未満のものは、厚生年金保

険法の被保険者とすると規定されているということで、70歳に達するまで厚生年金に加入

して保険料を納付する必要があるということになっています。 

委員長 70歳未満ね。 

副委員長 70歳まで積み立てることができると、そういうことですね。 

委員長 これは任期中にだけ入ってるんですからね。そういう中で今後この中の提案というか

理由の中でも、若い議員がこれからの将来性をということの補償と言ったら変ですけど、

そういうのを踏まえて、加入を求める意見書を出してはどうかっていう形で、案として出

てますけども、皆さんの考えをちょっとお伺いをしたいと思います。 

これはあと、今回皆さんどこの市町村も大体出てくるんですかね。 

事務局次長 私のほうからご説明申し上げます。 

こちらにつきましてはですね、都道府県議会議長会でも議決をしておりまして、今現在

21ほどの都道府県議会で意見書を出しているようです。 

今月ですね、全国市議会議長会がありましたけれども、その中でも議決をしております。 

ですから、12月の議会の中で意見書を出すようにということで、全国市議会議長会から

の通知がございます。 

また、中﨑議長につきましては、全国市議会議長会の評議員でもありますので、そうい
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ったものの中でも、ご検討いただければと思います。 

以上です。 

委員長 全国市議会議長会からもその意見書という要望が出ているということですね。 

寺門委員 厚生年金加入ということでありますと、まず我々議員、これは現行の厚生年金制度

のある割合で、収入に応じて積み立てをするということになると思うんですけれども、あ

と通常ですと、あと半分は会社側でという負担がありますけれども、これは議会としてと

いうことじゃなくて市議会議長会というか、どういう団体が負担をするんですかね。個人

が全額負担ではないですよね。 

委員長 では、それについて。 

次長補佐 厚生年金の場合は、事業所と通常個人が半々で負担することになっていますので、

議員さんが厚生年金に入るという仕組みができた場合には、市のほうが半分を出すという

ような形になると思います。 

寺門委員 市のほうが半分ということは、議会が負担をするということですよね。予算をとっ

て。そういうことですよね。わかりました。 

委員長 外にありませんか。 

綿引委員 要するに、例えば、普通の会社、あるいはどこかから給料をもらっていて、当然議

員報酬は、いわゆる従たる給与、乙欄適用ですよと、そういう人の場合も、こっちの主た

る給与のほうで社会保険に加入してて、今度は議員報酬のほうでもやっぱり、ダブルで入

るっていう話になっちゃうんですかね。 

事務局次長 こちらにつきましては、主たる収入のほうに入るということなりますので、恐ら

く主たる報酬が議会以外の場合には、そちらで加入するということになろうかと思います。 

以上でございます。 

委員長 では意見等が出ましたけれども、皆さんどうします、この意見書を提出するか。 

全国市議会議長会でもそういう意見書提出の要望を出してるということと、中﨑議長も

評議員に入っているということもありますので、その辺も皆さん判断していただいて。 

議長 要するに議員年金がなくなっちゃいましたよね。そういった中で、要するに国保の人と

か、それから自営業の人が議員になったときに、何の保証もないということで、せめて厚

生年金ぐらいのあれを付けてやれないかっていうようことで、議長会が一生懸命国に働き

かけて、そういう何て言うんだろうね、フォローじゃないけども、そういう道筋をつけた

のがこれかなっていうふうに思います。 

だから今綿引委員からあったようにね、事業所からあるいは自分でも厚生年金を積んで

いる人もいますけども、落ちこぼれちゃう人を救おうっていうのが主体だと思って、全国

でもこういうわけでそういうふうに動いていますので、もし差しさわりなければ．意見書

を出していただければありがたいなと、私のほうはそういうふうに思います。 

それから、これから若い人が仕事をやってて議員になってくればいいんだけども、厚生
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年金を積んでいながらの議員さんならいいけれども、そうでない人も出てくると思うんで、

そういう人たちのあれですね。 

副議長 そうすると確かに会社を辞めて議員になるような方に関しては、今はそこまでだけど

も、今回こういう制度ができると厚生年金で通算できるっていうことなんですね、考えと

しては。そういうことになるね。 

勝村委員 さっきも言ったけど、健康保険というのは、70歳過ぎても希望すれば入れると思う

んだ。その辺はどうなってるのかな。 

事務局次長 こちらはまず保険制度を厚生年金にするという話なので、そこまでの制度設計に

ついては、法律の改正が必要になってきますので、ちょっと申しわけないんですが、今の

ところそこまでは把握しておりません。 

委員長 これから先を見込んでのという流れを見て、皆さんがどう判断するかということです

けど。 

綿引委員 要するに全国市議会議長会、こういうところが推しているっていうことは、要する

に、全国的な意見だっていう話で、方向性は大体みんなこっちに向いているということな

んでしょうよね。 

副議長 議論の一つとしてね、多分そういうことなんだろうし、全国的にも議員のなり手がっ

ていう話もありながら、やっぱり先ほどの話、その半分折半の負担は市だ、議会だといっ

ても税金だということなので、議会議員として今まではなかった市の税金の負担がふえる

と。これが市民からどういうふうに受け取られるか、そういうことなんですよね。 

議論の話題としては、ただ、そういったことを踏まえてもきちっと議決をできるような、

議員のなり手を確保するような環境整備をするという趣旨なんでしょうが、一つには市民

の理解が得られるのかというふうなことは、全国の流れはありながら、地元の那珂市民か

ら、那珂市議会としてこれを議決というか、意見書を提出することに対する説明責任とい

うか、それはやっぱりかかるわけですよね。そこらを総合的に勘案して判断する内容だと

いうことですね。 

委員長 やはり報告会などでも、議員に対する報酬等、あとは今回もしこれが通った場合は、

市のほうで半分、自分が半分というような形で、その市のほうの負担がふえた場合の市民

から言われたときのということなんでしょうけど、それについてね、どうかと。 

寺門委員 当然説明責任は出てきますんで、といいますのも、いまだにですね、年金もらえて

いいねという話があるんですね、事実としてね。いろんな人に言われます。もう随分昔に

ないんですよっていう話をしても、えぇそうなのっていう話もあるんでですね、半分負担

というのはやっぱり非常に厳しいのかなっていうのはあるんですけれど、これからその若

い人たちがどんどん出てきてもらうということを考えれば、やっぱりその条件としてね、

議員も一つの職業であるという考え方も、我々が説明をしていかなきゃいけないのかなと

いう気はしますんでね、やっぱり、今度は説明責任をきちっと議会のほうも、予算委員会
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じゃなくても別に予算のチェック委員会を設けてやるのもいいでしょうけれども、その中

できちんと、理論だてて予算の取り方のお話ができれば市民に対してですね、執行部をチ

ェックしながらも、自分たちの予算もこういうことで成り立ちはこうなんですよっていう

話が説明できればいいのかなっていう気はするんですけどね。 

以上です。 

綿引委員 金額は幾らなんだっていう話なんですけど、議員の報酬39万5,000円で18名なんだか

ら、月幾らで、同額が市、議会の負担ということで、計算すれば、数字が出るような気が

するんだけど。 

事務局次長 今計算機がないのであれなんですけど、現時点では18.3％ぐらいということです

から、事業者負担と本人負担が9.15％ずつということになるという案ですね。 

委員長 これはあくまでも要望ですから、まだ決定ではないですよね。ですから、あくまでも

要望書っていうことで提出することは、私は問題ないと思うんですよね。 

やはりこれからのことを考えた場合、これは決定でこれを進めますじゃなくて、まずこ

ういうことをしていただきたいっていうのを国に要望しようということの考えだと思うん

で、それについての意見書をどうかということですから、詳しく今までのね、内容等が決

まったときはこのようになるというのは、大体今質問で聞いたと思うんですけど、その前

の時点のまず要望書を出すか出さないか、それをここで決めたいということなんで、それ

については、皆さんどういうお考えか、どうですか。 

寺門委員 この間の市議会議長会の研修会でも、実を言いますと水戸市議会議長が会長なんで、

この件についてはお話がありまして、我々議員の身分もちゃんとしっかりしたものにして、

市民の負託にきちんとこたえていきましょうという話はあったんですね。 

ただ一方、やっぱりそうは言っても、実際に税金で半分負担となると非常に厳しいもの

があるんで。やっぱり意見は意見として私は上げていくほうに賛成なんですね、それはね。

どうしてもやっぱり制度として今は何も保証はないんで、そこはきちんとして、環境整備

はすべきだなというふうには思いますので、私は賛成します。 

委員長 意見書としては出して、ただね、そのあとのことはまたいろいろと、考えはあるかと

思うんですがっていうことですね。 

どうですか皆さん。皆さんの同意がいただければこの意見書を出すと。 

ほかに、皆さんどうですか。 

副委員長 寺門委員が言ったようにやっぱり将来というか若い人、なり手ということを考えれ

ばですね、やっぱりある程度こういう、決まるかどうかは別としても、やっぱりそういう

ことでつくっていただいて、若い人が議員になろうと、特に田舎のほうがなり手がいなく

なっていますよね、都市部よりもね。そういう面でやっぱり勤めを辞めて議員になろうと

いう人が減っていると思うんですよね。 

そういう意味でこういう仕組みをできればつくっていただいて、若い人に議員になって
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いただくと。できるだけ数多くね。 

そういう形では、提出しておくということは決して遠藤副議長が言ったように、市民の

声とか異論もありますからね、説明責任もありますけど、そこまでいってる段階ではない

ので、これはやっぱり上げておくのもいいかなと思うんですけどね、意見書としてね。 

委員長 今、萩谷委員からもですね、意見書ということで提出をするということでいいんでは

ないかということですね。 

やはり地方議員、特に私らの市議会でもそうですけど、地方議員のなり手不足、そうい

う問題も絡めた中で将来性を見込んで、そういう補償的なもの、そういうものも一つ、確

保するのも今後の議員の育成っていうか、若い方にも出てもらえるような環境づくりも必

要かなと思うんで、やはり出してみるのもいいのかなと私も思います。 

ほかにどうですか。 

勝村委員 私もこれからの若い人、本当にね、例えば今やってる仕事がもう議員のほうで専業

になってしまうと、今までの厚生年金がなくなっちゃう。それの補てんという意味では、

やっておいてもいいんじゃないかなと思います。 

副議長 やっぱり市民が何を望んでるかっていうと、きちっとした議会なんだと思うんですよ

ね。だからきちっとした議会で、きちっとした活動していただくと。そのための環境整備

というふうな、まずその点で、まずはみずからが声を上げる。上げる以上はやる。いろん

なことをしっかりやる。そういうことなのかなという整理をするのであれば、いいのかな

と私は思います。 

委員長 ではまとめさせていただくと、意見書を出してみてはどうかということですね、そう

いう形で提出する方向性で決めたいと思います。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書については提出をするとい

うことで進めたいと思います。 

次長補佐 資料の２ページ目のところが意見書案なんですが、案文のほうは市町村それぞれで

っていうことなんですが、こちらの案のとおりでよろしいかどうかご確認をお願いします。 

委員長 一度読み上げてもらってよろしいですか。 

次長補佐 地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書案。 

地方創生が、我が国の将来にとって重要な政治課題となり、その実現に向け大きな責任

を有する地方議会の果たすべき役割は、ますます重要となっている。 

このような状況の中、地方議会議員は、これまで以上に地方行政の広範かつ専門的な諸

課題について住民の意向をくみとり、的確に執行機関の監視や政策提言等を行うことが求

められている。 

また、地方議会議員は、議会活動のほか地域における住民ニーズの把握等様々な議員活

動を行っており、近年においては、都市部を中心に専業化が進んでいる状況にある。 
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一方で、統一地方選挙の結果を見ると、投票率が低下傾向にあるとともに無投票当選者

の割合が高くなるなど、住民の関心の低さや地方議会議員のなり手不足が深刻な問題とな

っている。 

よって、国民の幅広い層からの政治参加や地方議会における人材確保の観点から、地方

議会議員の厚生年金加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望する。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

以上です。 

委員長 ただいま事務局に朗読をしていただきましたが、これに何かつけ加えたい点、何か気

がついた点があれば、お願いをしたいと思います。 

これどこも同じ文章で出すんでしょうから、これはね。 

これでよければ意見書案を出させていただきます。 

次長補佐 提出先のほうが１枚目の意見書の提出先として挙がっているところですね、こちら

に提出する形になります。 

委員長 はい、よろしければ次に入ります。 

議会運営に関する申し合わせ事項についてを議題といたします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

事務局次長 私のほうからご説明させていただきます。 

配布いたしましたＡ４版２枚の資料でございます。議案の提出というところでございま

す。 

こちら申し合わせ事項の中でですね、会議規則の14条に基づきます議案の提出でござい

ますけれども、こちらにつきましては、那珂市議会といたしましてはですね、議案につき

ましては暦年ごとに整理区分により一連番号を付するということで、１番から11番までの

整理区分により今のところ提出をしております。 

しかしながらですね、議会に提出する議案というものは、すべて議案なんですね。議会

提出議案と、それから市長から提出される議案がちょっとわかりづらいということもござ

いまして、これを統一してはどうかということで、こちらは提案でございます。 

こちらにつきましては、執行部提出議案、それから議会提出議案を明確に区別するとい

うことでございます。 

また議会に付議される原案につきましては、すべて議案と呼ばれることからですね、簡

単にしてはどうかという提案でございまして、１番、議員提出議案につきましては、今ま

でどおり発議、それから２番から５番、市長から出される議案はすべて議案、６番７番８

番は同じでございます。 

９番につきましてはこちらも市長から出されるものでございますので議案、それから、

10番、意見書、11番、決議につきましては、議会から提出されるものでございますので発

議ということで整理してはどうかということでございます。 
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報告につきましてはですね、あくまでもこちらにつきましては、承認を得る事項ではご

ざいませんので、議案ではございませんので、従来どおり報告という形にしてはどうかと

いうことでございます。 

１ページめくっていただきまして、ほかの近隣市議会ですね、そういったものの状況を

載せてございます。 

水戸市さんにつきましては、議員提出議案につきましては、議第何号という形をとって

おります。意見書につきましても同じでございます。議何号ということでございます。 

ひたちなか市さんにつきましては、議会に出されるものは専決処分の報告以外は、議案

ということで出されております。 

日立市さんにつきましても、提出されるものはすべて議案と報告だけということでござ

います。 

先進議会とされております流山市さんにつきましては、ほとんど議案ということで出さ

れております。 

こういった形でですね、整理番号をちょっと整理したいということで、今回出させてい

ただきましたので、議論のほうをお願いしたいと思います。 

なぜ今の時期に出したかということでございますけれども、議案につきましては、暦年

ごとに整理番号により整理して番号がついておりますので、今の時期、12月議会に直して

来年の１月から直させていただければというふうに考えておりますので、ご審議のほうを

よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

委員長 ただいま説明が終わりました。ご意見を伺いたいと思います。 

決算の認定、人事案件の同意、市長から出たものはみんな議案ということで出すいうこ

とですよね。 

事務局次長 はい、その通りでございます。 

勝村委員 専決処分の承認、これは議案として出された場合に、否決というか、いやだよとい

うこともできちゃうんじゃない。いやだよって、この専決処分、承認しませんよっていう

のが、議案として出された場合、どうなんだろう。 

事務局次長 こちら専決処分につきましては、承認の議決が必要なものといらないものがござ

います。 

５番につきましては承認の必要があるもの、それから８番につきましては、承認がいら

ない、報告だけのものでございまして、例えば、財政状況の公表でございますとか、継続

費それから繰越明許費といったもの、それからきょうも説明があったかと思うんですけれ

ども、損害賠償の請求でお金が少ないもの、そういったものは報告だけで構わないという

ことでございますので、報告になります。 

専決処分でも、承認をもらわなくてはならないものがございますので、そういったもの
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につきましても議案ということで出させていただいております。 

委員長 専決処分の中でも金額とか、それによっては報告だけでいいということと、承認をも

らうと、それで分けるということですね。 

副議長 これが出てきた経緯というか背景はどういうことなんですか。 

やっていてどういう差しさわりがあって、これをやることによってどういうメリットが

出ますか。 

事務局次長 まずメリットでございますけれども、これはあくまでも簡略化するということと、

あと議会提出議案と執行部提出議案につきまして明確に分けるということでございます。 

先ほどご説明しましたとおり議会に付議されるもの、議決を要すべき事柄につきまして

は、本来であればすべて議案ということでございますので、議案ということで整理をさせ

ていただきたいということでこちらで今回上げたものでございます。 

以上でございます。 

副議長 いや、今でも明確ですよね。議会から出すものが同意とか承認とか認定じゃないです

から、今でも議員提出議案は発議ですよね。これはもう一緒だと思うんですよね。 

どうなんでしょう、これは外の議会も参考にしていただきましたけど、何かやっぱり慣

れの問題なんでしょうかね、同意は同意、報告は報告ってしたほうが何か、我々はわかり

やすいような、逆に言うとどれも一色単に議案になっちゃうと、逆に何か整理の仕方とし

てしづらく、ファイリングにしてもししづらくなっちゃうんじゃないかという逆の心配が

あるんですが、今のほうがわかりやすいんと違うんですか。よくわからないので、実際ど

ういう都合があるのか。 

事務局次長 あくまでもこれは整理番号ですので、これは議会の中で決められるということで

ございます。ですから議員さんとしてはあまり、何ていうんですか、メリットデメリット

はないのかなということは感じております。 

ただ議会に出されるものにつきましては、先ほどもご説明しましたとおり、議決を要す

べき事柄につきましては、議案ということになっておりますので、なるべく簡略した形で

ですね、議会から提出するものと執行部から提出するものを分けて出すとしたほうがいい

のかなということで、今回提案したものでございます。 

以上でございます。 

委員長 どうですか皆さん、これはもし決まるとするといつからでしたっけ。 

事務局次長 こちらにつきましてはですね、あくまでも整理番号は暦年、年度ではなくて暦年

ということになっておりますので、決まればですね、１月からやっていきたいというふう

に考えております。 

委員長 それでスタートして、来年の１月からやり易いようにということなんですね、そうい

う整理的に。どうします、皆さんよろしければこれで。 

事務局次長 それで発議、議員さんから提出する議案の名前なんですね、那珂市につきまして
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は以前から発議という言葉を使っておりましたので、案として発議というふうにさせてい

ただきました。 

議会によりましてはですね、議員提出議案としているところもございます。水戸市さん

みたいに議だけという場合もあります。 

それから、議会提出議案も議会提出議案、それから、委員会で提出した場合には委員会

提出議案というところもございます。 

ですから議会から提出されたものにつきましては、これはあくまでも発議というのは以

前発議を使いましたので、発議としておりますので、わかりやすいものがほかにあれば、

その名前については、ここで議論していただければと考えております。 

委員長 そうすると議案以外で議員からの提案の場合と委員会での場合と、そういうのを言葉

の中でちょっと変えてみてもよろしいということですよね。そうすれば委員会で出したも

のか、議員から出したものかっていうのがはっきりするということで。 

その辺どうですか皆さん。今までは発議で全部通してきちゃったんでしょうけど、それ

を変えるということになると思うんですけどね。 

どうですか、皆さんそれでよろしいですか、内容等。 

発議等については、それで決まればそこをどうするか、変えるか。そこもちょっと検討

したいと思います。分けたほうがはっきりはしますよね。委員会とか、きちんとね。 

寺門委員 私も特にメリットデメリットはよくわからないんですけれども、今のままでも、七

つ要するに用語があるということですよね。那珂市の場合はね。 

発議、議案、認定、同意、報告、報告、諮問、意見書ということで、それぞれの決定の

仕方、何を求めているかでそのまま表したということなんでしょうけど、これはあれです

か、事務局のほうで例えばファイリングするときに困るとかそういうあれなんですか。 

特にその議案、執行部と我々議会のを分けるということは、現状でも分かれてると思う

んで、その辺はただ七つの言葉を使って、それぞれ書類が確かにそのファイリングでいう

と七つできるっていうのはわかるんですけど、あまりに我々困るっていうことでもないの

で、どうなんでしょうかね、その辺。 

参考にしていただいているものを今これだけ挙げてもらってますけれども、例えばその

東海村なんかは全く那珂市と一緒ですよね。 

それぞれの状態に応じて言葉を使ってということになっているので、かえって中身がわ

からなくなるような気もしないでもないんですけど。その辺ちょっと判断が難しいですね。 

委員長 事務局で分けるための整理的にはっていうことなんでしょうけどね。事務局が整理し

やすいというかね、それを進めやすいとなればそれはそれで、先ほどメリットデメリット

っていうか、説明はありましたけど、ただ最初慣れるまで大変ですけど、その言葉が今ま

でと違うんで、ちょっと戸惑いはあるかと思うんすけど、内容的には色分けして、かえっ

て自分たちがはっきりするのかなっていうのはあると思うんですよね。 
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ですから、別にそんなに深く考えなくてもいいんじゃないかなと、整理しやすいように、

事務局のほうでやり易いようになるのもいいのかなと思うんですけどね。 

事務局次長 今議員の皆さんからおっしゃられるとおりなんですね。議員さんにとってメリッ

トは何なのかと言われるとちょっと言葉に窮してしまうんですが、一番問題になるのは専

決処分、先ほど言った承認の件なんですね。 

承認が必要なものと承認がいらないもの、これは明確に分ける必要はあると思ってます。

これが両方とも報告第何号という形でちょっとわかりづらい。例えば委員会に付託しなく

てもいいもの、報告だけのものがございますので、そこだけはできれば直していただけれ

ばなと。 

もし今までどおりでも構わないよということであれば、それはそれで構わないんですが、

５番の専決処分の承認につきましては、明確に議案というふうにね、これと８番の報告で

すね、これは明確にしていただければよりわかりやすいのかなというような感じがしてお

ります。 

以上でございます。 

委員長 ということは、８番とさっきの５番を明確に専決処分の使い分けをきちんとするとな

れば、逆にその外のものもきちっとわかりやすくしちゃったほうが世話ないんじゃないか

なって思うんですけどね、これ。 

事務局がやはり、その整理的なものでやり易いのも一つの方法だと思うし、あとはさっ

き言ったその専決処分の承認についてもきちんと分けられるということもあればそれでよ

ろしいかと思うんですが、その辺で理解いただければ。 

じゃ、申し合わせ事項については変えていくということで、来年の１月からスタートし

てみたいということで進めたいと思います。よろしくお願いいたします。 

よろしいですかそれで。 

事務局次長 一つだけ、先ほど議員提出議案の件なんですが、これは今までどおり発議でよろ

しいでしょうか。 

委員長 議員提出議案とあとは、委員会提出議案と。 

副議長 議員の発議と委員会の発議は違うよね。 

議長 これは分けたほうがいいよね。 

委員長 では、二つ、議員提出議案と委員会提出議案に、ここは分けるようにしてもらおうと

思いますね。 

綿引委員 長くないですか。委員会提出議案第何号となるわけですよね。 

副委員長 発議でいいんじゃないですか。 

委員長 じゃ、ちょっと戻ります。議員提出議案というところは発議で、逆に発議で出すと。

そうするとこちらで、事務局で出してくれた案の内容でいくということですね。 

はい、これで進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。 
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続きまして、議員勉強会についてを議題といたします。事務局お願いいたします。 

次長補佐 前回の議運のときに、議員勉強会の内容についてご議論していただきまして、その

あとちょっと交渉をした結果なんですが、寺門委員からありました山村武彦さん。防災ア

ドバイザーの方なんですが、ちょっと金額的な問題を先にちょっと調べたかったので、講

演会は数々やられているんですが、最近茨城県内で行った講演会の内容でちょっと金額を

確認させていただいて、東海村で原子力開発機構のほうで先生をお呼びした講演会が10月

にありまして、そちらが１時間半で、20万円プラス交通費ということでした。 

あと、牛久市で８月ぐらいに行っている講演会があったんですが、こちらは確認したと

ころ、牛久市のほうで、防災アドバイザーとして年間300万円で市が契約しているというこ

とで、そちらの中での講演会ということだそうで単価は出ないというお返事でした。 

一応予算的には１回当り10万円ということで、ちょっとオーバーしてしまうのでその辺

のご相談になります。 

それから、今後大学と連携していこうということで、大学の先生ということで当たって

みました。同じく防災関係で、地域防災とかの講演会を数多くやられている常磐大学の砂

金先生という方がいらっしゃいまして、そちらにちょっと交渉をしたんですけれども、１

月２月っていうのが、受験とか学生のテストとか、卒業に向けての忙しい時期になってし

まうということと、あと１月も講演がもう既に何件か入っているということで、ちょっと

ご期待に添えないんですというお返事をいただきました。 

今のところそちらの方はこの時期では無理ということのお返事で、あと茨城大学の馬渡

先生も大洗町でイブニングセミナーっていう議会の勉強会なんですけども、市民の方も参

加できるというシリーズを今ちょうどやっていらっしゃって、テーマはいろいろ政治とか

少子化とか、防災のほうもやられてますが、馬渡先生は一度うちの議会でもお呼びして講

演していただいてるんで、できれば別の方のほうがいいのかなということで、常磐大学の

先生に当たったんですがそういうことなので、申しわけないですが、もう一度ご検討いた

だければと思います。よろしくお願いします。 

委員長 説明の中で、先生によってはもう忙しい、予算等もありますので、また大学の先生の

中で、もし皆さんの中でもちょっと知り合い等あれば、ご意見をいただきたいと思います。 

この点ついては議会開会中、12月15日に議運がありまして、そのあと全協、もう一度大

変でもそのときには、皆さんと日程等を決めたいと思いますので、その前にもし皆さんの

中でどなたかそういう方、候補者的なものを出していただければ、こちらでもちょっと当

たっていきたいと思いますし、また任せていただければこちらも何件か当たってみて決め

て案を出したいと思います。 

そこでもう先生を決めたいと思いますので、その間もしどなたかお知り合いとか、先生

を紹介いただければお願いをしたいと思います。そういう形で、ここでまたね、名前を挙

げていくよりもそれまでにちょっと皆さんで検討していただければなと思います。 
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次長補佐 すみません、ちょっともう時期的なものも結構、今年度中にもう一回やろうってい

うことで進めてきましたんで。 

委員長 ですから15日、議会中に議運で決めて、それならば何とか大丈夫ですかね、時期的に。 

副委員長 時期をずらしてあとっていうわけにはいかないんですか。 

委員長 いや、３月となると議会が開会しちゃうから、その後になると来年度になっちゃうん

で、できれば年２回勉強会を入れたいので。 

綿引委員 東京臨海防災公園、ここに連絡して、講演してもらえないか。 

委員長 事務局に言って当たってもらって、一応そういうものを出してもらうということで、

ここでもしどなたかあれば名前を挙げていただいて、それについてもちょっとこちらで当

たってみたいと思うんですけども。 

なければうちのほうで事務局と相談して、何件か当たって次回に報告をさせていただく

ということでよろしいでしょうか。 

もう一点、先日宿題として出させていただきました議会基本条例についても、そろそろ

まとめたいと思いますので、もう一度皆さんこの間の資料を読んでいただきながら、15日

のときに、まとめさせていただければと思いますので、その点についても、宿題として皆

さん目を通してご意見まとめていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

では、以上をもちまして、議会運営委員会を閉会といたします。 

長時間にわたりましてご苦労さまでした。 

閉会（午後２時58分） 

 

   平成２９年１月２７日 

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


