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那珂市議会 議会運営委員会記録 

開催日時 平成29年４月17日（月）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  木野 広宣    委 員  勝村 晃夫     

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 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）議会報告会について 

結果：開催内容、周知方法等を検討 

     （２）議員勉強会について 

        結果：テーマを検討 

 議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

     開会（午前10時０分） 

委員長 皆さんおはようございます。 

新年度になりまして初めての議会運営委員会にご出席まことにご苦労さまでございます。 

何かと皆様方総会等、そしてまた会合等でお忙しいかと思いますが、だんだん陽気も温

かくなりまして、先日から桜まつりも静峰ふるさと公園で開催されています。 

今週は22日、23日と２日間にわたりましてイベントがありますので、時間がある方は家

族連れ、そしてまた皆さんでご参加、ご見学いただければと思います。 

では早速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６名であります。欠席者はおりませんので、定足数に達しており

ます。これより議会運営委員会を開会いたします。 

職務のため、議長、副議長、及び議会事務局職員が出席をしております。 

ここで中﨑議長よりごあいさつをお願いいたします。 

議長 改めましておはようございます。 

閉会中のところ議会運営委員会を開いていただいてありがとうございます。 

会議事件はお手元に配付してあるとおりでございますが、慎重なるご審議をお願いして、

ご挨拶といたします。ご苦労さまでございます。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

では早速これより議事に入ります。 

（１）議会報告会についてを議題といたします。 



 - 2 - 

まず事務局から資料の説明を求めます。 

次長補佐 それでは、お手元の議会報告会についての資料をごらんいただきたいと思います。 

議会報告会につきましては、５月の日程が決まっております。 

上から、趣旨と目的については例年どおりの記載でございます。 

続いて２番の日時と場所、こちらですが、５月24日水曜日、午後６時30分から８時30分、

こちらがふれセンよこぼりの多目的室、続いて、25日木曜日、時間は同じでございますが、

場所がふれあいセンターよしの、集会ホールとなっております。 

内容につきましては、こちら前年のものをそのまま日にちを変えて記載しておりますが、

まず各委員会の報告、出席者紹介と議長あいさつを含めて約１時間ということでございま

すが、前回も結構早く、こちらが50分ぐらいで終わって休憩をとって、そのあと１時間、

意見交換をしたような形になっております。 

内容としましては、報告のほうは、議会運営委員会の報告、こちらで３月定例会の概要

と結果についてを資料としてお出ししております。 

それから各常任委員会の報告といたしまして、四つの常任委員会が６分程度ですかね、

説明をしていただいております。 

こちらに入ってないんですけれども、災害対応調査特別委員会が開催をされております

ので、こちらの報告をどうするかということも、きょう決めていただきたいと思います。 

続けて市民との意見交換が１時間で、お一人５分以内でということで時間制限をつけて

実施しております。議会報告に関する質問を受けた後に市政全般についての質問を受ける

という２段階の形で実施しております。 

続いて２ページ、報告会までのスケジュールでございますが、告知関係の日程を矢印で

表示してございます。５番の告知のほうで詳しくご説明したいと思います。 

告知につきましては、いろいろな手段を使って宣伝をしているところでございますが、

まず１番、広報なかのお知らせ版、こちらが４月11日号で既に掲載をしております。 

それから２番目といたしまして、まちづくり委員会等への文書による通知を行っており

ます。こちらは予定としましては４月の下旬ごろですね、まちづくり委員会と自治会長宛

てに開催案内とチラシ、それから、依頼文のほうを送付したいと考えております。 

自治会長なんですが、今回の改選でかなりメンバーが変わるということを聞いておりま

して、実際各自治会のほうで総会を開いているところだと思うんですが、市の市民協働課

のほうに新しいメンバーの報告期限というのは５月31日ということでございますので、実

際にお知らせする段階では、新しい方が決まっているところもあるとは思うんですけれど

も、そちらがまだまとまっていない段階でございますので、旧の自治会長さんのほうにお

知らせをいたしまして、新しい方にお話をしていただくような形の文面で、送るしかない

のかなということで現段階では考えております。 

それから自治会回覧といたしまして、４月27日の配送便で回覧チラシを、そちらに貼っ
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てあります黄色いほうですね、そちらを回覧ということで1,500部用意したいと考えており

ます。 

続いて、市の公共施設へポスターの掲示依頼、こちらも例年ポスターのほうですね、ち

ょっと光沢のある紙でカラーの印刷をいたしまして、こちらを市内の公共施設、35施設の

ほうに依頼を出しております。ことしも同じような形で実施したいと考えております。 

それから、５番の那珂市ホームページ、こちらも大体、５月の24日、25日ですので、１

カ月前ぐらいからホームページのほうで、お知らせをしたいと思います。あわせて、フェ

イスブック、ツイッターのほうにも掲載をしていきたいと思います。 

それから６番、店舗等へのポスター掲示依頼でございますが、各議員１人５枚ずつ配布

いたしまして、それぞれ近くの商店とかそういうところに貼っていただいております。 

７番といたしまして報道への公表ということで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したいと思います。 

それから、那珂市議会だより53号、４月の発行予定でございますが、そちらのほうに既

に案内を掲載しております。 

それから、前回出た意見でございますが、イベント等で直接チラシを配布して市民の方

にお知らせしてはどうかという意見が出まして、こちらはきょうご検討をいただきたいと

思います。 

続いて３ページ、報告会当日の資料でございますが、こちらの１から８番のものをつづ

りにしたものを、前回配付しております。こちらにつきましても、特別委員会のほうを資

料として追加するかどうか、きょうご検討をお願いしたいと思います。 

それと、別に議会だよりの最新号の53号、こちらとアンケート用紙を配布する予定でご

ざいます。 

続きまして４ページ、本日ですね、検討をいただきたい事項でございます。 

まず、①議会報告会の構成についてということですが、例年議会の報告１時間と意見交

換１時間という２部構成で行っております。こちらについて、今回もそのような形でする

かどうかというところです。 

それから②出席者の割り振りについて、前回は議運と広報委員の方が両日参加していた

だきまして、それ以外の方は原則地元以外の会場のほうに参加していただいております。 

５ページが、前回の役割分担表となっておりますので、ご検討の際に参考にしていただ

きたいと思います。 

それから、戻りまして③文書による案内の送付についてでございますが、前回はまちづ

くり委員会と自治会長だけではなくて、もうちょっと広げて周知しましょうということで、

広報のほうで特集記事で取材をさせていただいた方、関係機関、それから委員会で関係が

ある団体、懇談会等を行った団体、それから子育て世代に案内をしたいということで、Ｐ

ＴＡ会長等の子育て世代の代表者の方、それから女性団体のほうに案内を出しました。 
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ことしはどういう形で文書による案内をするかというところをご検討いただきたいと思

います。 

続いて④意見交換会の実施方法についてでございます。 

これまで、全体での質疑応答ということで行ってまいりましたが、その形で行うか、あ

るいはグループ分けをしたりとか、テーマを設定してはどうかという意見も過去にござい

ましたので、そちらのほうもご検討をお願いいたします。 

続いて⑤報告会の記録についてということで、前回から広報編集委員会のほうで記録を

担当していただきまして、主に意見交換会で出た市民の方の意見について、それから議会

側としてどういう答えをしたのかという部分について記録をとっていただきまして、それ

をもとに各常任委員会で内容を検討していただいて、広報に掲載するというところまでの

流れ、一応作ったわけなんですが、実際広報での報告をするタイミングというか、その辺

についてちょっと前回、どうするんだっていう形になってしまった部分もありますので、

その辺の流れをもう一度整理していただきたいと思います。 

それから⑥として、報告会の資料。前回は各委員会で報告書を各１ページですね、作成

していただきまして、そのほかに議会の構成表と議決結果、議会基本条例などを一緒に入

れたものを資料としてお出ししております。 

そちらの中身のほうと、あとアンケートを別にきょうお配りしてますけれども、内容的

には前回とほとんど同じで、日にちの部分、それから開催の時間の部分をちょっと変えて

ますので、そこをご確認いただいきたいと思います。 

それから⑦全員協議会、リハーサルの実施についてでございますが、例年報告会の数日

前に日にちを取りまして、全協として当日の集合時間ですとか、場所の確認、レイアウト

の確認、それからそのあとはリハーサルということで行っておりますので、今回について

どうするかというところでございます。 

それから⑧ポスターのデザインについてでございます。 

今回そちらのホワイトボードのほうに貼っておりますけれども、こちらは前回のものを

ベースにして、日にちとあと色を変えたものですので、ポスターの内容についてご検討を

いただきたいと思います。 

それから⑨チラシ等の配布についてということで、先ほども申し上げましたが、直接手

渡しでチラシなどを配ってはどうかというご意見についてでございます。 

こちらをするかどうか、あるいはする場合にはどのようなチラシを配って、どういうタ

イミングで配るかということでございますが、実際、商工観光課とか市民協働課のほうに

確認はしたんですが、直前でちょっと大きなイベントというのがないようでございます。 

八重桜まつり、それから端午の節句のお祭りが曲がり屋周辺で行われるというのがイベ

ント的なものですね。 

あとはまちカフェとか、そういうものがあればいいんですけれども、まだ総会等をやっ
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てる段階で、実際のそういったイベントはまだないということですので、どういうタイミ

ングで配るかという部分もご検討をいただきたいと思います。 

５ページは前回のもの、それからアンケートのほうで赤字になっているところが今回修

正した部分でございます。 

こちらでよろしいかどうか、あとはその他の項目で変えたほうがいいとか追加したほう

がいいとかいうものがありましたら、ご検討をお願いいたします。 

以上です。 

委員長 ただいま事務局からの説明が終わりましたので、これから皆さんと検討をしながらご

意見をいただきたいと思います。 

まず日程等についてはもう既にお知らせ版でも皆さん市民の方にもお知らせしています、

５月24日水曜日と５月25日の木曜日、夕方６時半から８時半の２時間、場所等については

ふれあいセンターよこぼりとふれあいセンターよしの２カ所で行うと。これはもう決定し

てますので、この方向で進めていきたいと思います。 

では検討内容ということで、４ページに先ほど事務局から説明がありましたように、ま

ず、①の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

いましたけども、今回の報告会、どのように進めるか、皆さんのご意見を伺いたいと思い

ます。 

勝村委員 この２部構成でいいと思うんだよね。特に変えるって、変えようがないじゃないね。 

委員長 変えるとなるとやり方をね、もう本当にテーマを決めてやるとか何かしていかないと

ならないですけども、議会の報告と意見交換の２部構成ということで今、勝村委員から出

ました。外に。 

副議長 はい、参考までにですけれども、前の議運のときにちょっと、検討というか、若干し

たのは、やっぱり一番オーソドックスなのはこのスタイル。 

あと例えば、全国的に先進的な議会のやり方とすると、ワークショップ的な島をつくっ

て、七、八名程度、議員をそれぞれ二、三名ずつ割り振って住民の皆さんといろいろと各

グループで、テーブルごとで話し合っていただくとか、話し合うというよりもその場でい

ろんな質疑応答をするということだと思うんですが、つまり全体の中で手を挙げて発表す

るっていうのもなかなかしづらい方がいらっしゃるとすれば、七、八人のグループの中で

あればいろいろとこう議員と親しみを感じてもらいながら、聞くことができるだろうと。 

そうすると活発にいろんな市民の皆さんの意見も聞けるだろうと。そういうふうなやり

方をしているところがありましたね。 

あとそういうグループワークみたいなものに、さらにもう少しこう、突っ込んでいくと、

ワールドカフェスタイルということで、時間で区切って人がグループで変わると、グルー

プを移動するってやつですね。 

そういうふうな、よく福祉系の団体、社協さんなんかのやり方、よくやっている、そう
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いうふうなもの取り入れて、少しでも多くの市民の声を聞こうというふうな運営をしてい

るところもありましたということですが、あと今回５回目ということで、どうなんでしょ

うね。 

そろそろ何かしら変えるとすれば、そういう時期かもしれませんが、まだもう少しこの

スタイルでいくというのも一つ考えでしょうし、あと考えとしては、例えば第１回から見

て参加者がどれぐらいになってるのかと。 

最初に比べればちょっと減っているような気はするんですが、そこらのところでどうな

んでしょうね、もう少しこのスタイルでやるか、目先を変えてやるか、そこらのところな

んだと思います。一応ご参考までにということで。 

委員長 ただいま副議長からはですね、今までどおり報告会を１時間と意見交換を１時間、と

いう案もいいだろうけど、あとはちょっとテーマをつくって意見を市民の声を聞くような

形で、班ごとに分けて、そういうやり方をしてはどうかという意見ですね、ワークショッ

プ的ということで、いろんな市民の方の意見を聞いて、あとまた時間が来れば移動して、

また分けるとか、そういうのもいいんじゃないかという声だと思うんですけど。 

そのほかに何かありませんか。こんなことをしてはどうかとか、そういう意見があれば

ちょっと意見を言っていただいて皆さんで検討する方向にしたいと思いますけども、どう

ですか。 

寺門委員 私もですね、とりあえず今回は、今までのスタイル、報告会と意見交換会というこ

とでやったほうがいいのかなと。 

グループ討議ですとか、テーマを決めてやるということになると、非常にそのテーマ決

めですとか、これから準備しなきゃならない、ちょっと準備が間に合わないということが

あるんで、本来であれば市民の方を交えて何グループかワークショップ的な討議、意見交

換のほうがよりスムーズにっていうか、いろんな意見が聞けるんでですね、いいと思うん

ですけど。 

これ伊勢原市議会なんかはよく市民討議会を地区でやってますけれど、それは議会報告

会という形じゃなくてね、いろんな問題に対してやってるということなんで、今回は新し

い方がなかなかふえてくれないというところがあるので、夜やりましょうということでや

りますんで、来てくれる方がどうなのかなというところはあるんですけど、今まで４回や

って固定していつもこられる方は、10人や20人はもう絶対同じメンバーなんだなっていう

のは、顔ぶれ見てわかるんですけれど、それ以外の方が、ふえてくれるのかなっていうと

ころがですね、非常に心配なところなんですけれども、幅広く告知をしてもですね、やっ

ぱりその動員力を上げるということになると、あらかじめグループワーク的な、グループ

で皆さん一緒にお話ししますよっていうことなると、もう少し二の足を踏んでしまうとか

っていうのもあるんですけど。 

いろいろ考えてやっぱり今回は、今までのスタイルであって、１人５分以内で時間制限
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ってありますけれども、後ほど討議するんでしょうけども、もう少し短くてもいいような

気がするんですよね。 

できるだけ多くの方が発言する、例えば50名来たらもう50人皆さん言ってくださいよと

いう方式がいいのかもしれないですね。ある程度、意見交換の時間を少し長くしたほうが

いいのかもしれません。 

以上です。 

委員長 寺門委員からはですね、今回は、今までと同じような同じやり方で進めてはどうかと

いう意見が出ましたね。 

今回先ほど説明の中にも自治会の役員の方も、変わるところもこれから出てくると思い

ますので、そういう面ではまたそういう出席者が今までとはまた違ったメンバーで来るか

もしれませんので、その辺も踏まえて、報告会を皆さんにわかってもらうというのも一つ

かなと思うんですよね。どうします、皆さん。 

勝村委員、寺門委員からも、今回は今までと同じやり方で報告と意見交換の１時間、１

時間でやってはどうかということですし、副議長からは、変えて、そういう意見もあるだ

ろうし、今回は同じことでやってもいいんじゃないかという話もちょっと言っていただき

ましたので、ここでもしよければ、今回も第５回ということで、まず５回までの報告会は

前回と同じやり方で進めてみて、その中の状況を見て判断、次回ということで決めたいと

思います。 

その中で、先ほど話が出ましたように、テーマをつくるなら、早いうちから、ちょっと

そういうテーマも取り上げるとか、そういうのもしていきたいと思いますので、まず今回

は今までどおり報告と意見交換の１時間、１時間で、そのやり方でよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 ではそのように決定させていただきます。 

続きまして、出席者の割り振りについては、前回は議運と広報委員は２日間参加、それ

以外の方は原則地元以外の会場に参加ということですけど、このやり方はこれで、よろし

いかと思うんですけど、どうですか。 

木野委員 ただ、前回それでやって、らぽーるでやったときに、来られた方が後ろに議員が座

って、参加者の方からクレームが入ったんですね。らぽーるでやったときに。 

その辺、もし議員が来た場合には前に座ってもらわないと、というふうに決めておかな

いと、前回そのバッジつけて後ろに座っていて、参加者からかなり何かおしかりの声が出

たと思うんですね。 

ですからその辺はちょっと、もし来られた場合には前に座ってもらうような形をとった

ほうがいいんじゃないかと思うんですけど。 

委員長 当日出席者以外の方で、傍聴というか、来た方はというんですけど、どうですかね。 

多分、今回初めてだからということで。 
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副委員長 今意見出てましたけど、そうすると全員参加するような、だれか一人来ても前に来

てくださいってなると、全員参加という形みたいな感じがすると思うんです。 

確かにわかりますよね、言う人もいるけれども、言っていることがどうも、こちらが理

解できないようなことを言っていますからね。 

割り振ってやったんだから、説明はこれもしたと思うんです、多分ね。２日間の出席者

の。最初にしなかったんでしたっけ。 

  （「していない」と呼ぶ声あり） 

副委員長 してなかった。だったらば、今回は最初に２日間割り振ってやってますと、司会者

が言えばご理解いただけるじゃないかなと。そうすると全員出席になっちゃうから。この

やり方で、やっぱりそういう説明を、補足をしておけばいいのかなと私は思うんですけど。 

以上です。 

次長補佐 前回のその前は、当日の出席議員っていうのを資料の中に入れていたんですけども、

名前が入ってて、当日急に来られなくなっちゃったりしたときに、ちょっと格好悪いんで

っていうことで、構成表だけを載せることにしたんですね。 

ですので、司会の方が言っていただけるのであれば、そのほうがいいかもしれないです

ね。 

委員長 ではここについて、出席の割り振りについては、前回と同じやり方にしますけれども、

当日の担当以外の議員の方については、きちんと司会者のほうから皆さんに説明をしてい

ただいて、担当じゃない方は、後ろで傍聴ということで説明をするということでよろしい

ですね。 

じゃ、確認させていただきますが、そのやり方で。 

これ、どうですかね、載せないほうがやっぱりいいですかね。 

当日、もし欠席の方はこういう事であすに変更になったとか何かで説明するか。万が一

何が起きるかわからない。どうでしょうね。 

次長補佐 前に載せていたのは本当にそういう割り振り表ではなくて、ほんとにこう、何日が

誰が出て、誰々が出るってことで、二つにきれいに分けてたんで。そういう名前だけを書

いた資料を入れてたんですけども。 

ちょっとこられなくなってしまった方とかもいらっしゃったので、それはやめることに

はしたんですけれども。 

委員長 説明でよろしいですか、説明だけをするということで。 

このように割り振りは、外部には出さない、内部だけでということで。議員の皆さんに

は、資料として入るでしょうけど。 

じゃ、載せないということで、これはもう決めさせていただいて、当日司会者が紹介し

ながら、きょうの方はこうですということで、その文面でちょっと入れてもらえばよろし

いかと思いますね。 
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議運と広報委員会は両日、たいへんでも出席、参加ということで。そのように決定させ

ていただきます。 

続きまして、③文書による案内の送付についてなんですけども、前回から広報の特集取

材等にお願いして、那珂高校にも私のほうで、あと18歳からの選挙権ということで、前回

は水戸農業高等学校、那珂高校と、あと茨城女子短期大学、３カ所にも私のほうで案内は

直接持って伺ったんですけど、当日来た方はいなかったみたいですけども。 

来なかったからこれで終わりじゃなくて、続けてそこには私のほうでも届けたいと思い

ますけど、そのほかにどこか届けるような場所とか、送付についてあれば意見をいただき

たいと思います。 

ＪＡは出しましたね。あと、ここに載ってなくて漏れてるとこで、商工会、つぼみ、ひ

だまり、商工会… 

次長補佐 去年は商工会、ＪＡさん、那珂医師会も出してます。 

委員長 じゃ、例年どおりで。 

副議長 高齢者福祉センターは。 

委員長 前回と同じで、その外に追加というのは、ひだまりの高齢者福祉センター、そちらに

出してもらうということでお願いしたいと思いますね。それで進めます。 

続きまして④意見交換の実施方法についてということなんですけど、先ほど決定しまし

たように、報告してそのあと意見交換ということですので、グループ分けとかテーマ設定

ということは今回はなくてよろしいですね。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 続きまして⑤報告の記録については、前回も広報委員会が担当していただいたという

ことですけど、先ほど広報の報告、いつやるかとかその時期ですか、その辺を検討という

ことで今説明ありましたけど。 

次長補佐 前回の10月に行った議会報告会の場合ですと、その後の直近の議会だよりのほうで、

議会報告会を開催しましたっていうことと、こういう意見が出ましたっていうことを報告

して、その次の議会だよりで、委員会として検討した事項を報告するということで行った

んですね。 

ただちょっとその辺がよく周知がされていなかったようで、その二段構えで報告するっ

ていう部分がちょっとわからないっていう方もいらっしゃったので、そのような形でよけ

れば、そういうスタイルとして、確立していくっていうことでよろしいかと思うんですが、

そういう二段階で報告するという形でよろしいでしょうか。 

委員長 そのほうがいいですよね。どっちみち間に合わないですもんね。確認してね。 

次長補佐 その委員会で検討した後、どういう形で議会だよりに載せるのかとか、載せること

自体をちょっとわからなかったって言った方もいらっしゃったので、実際そのすぐ後の号

は、実際に委員会で検討をするような時間はないので、こういう意見が出て、こういうお
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答えをしましたっていう報告になってしまうと思うんですけども、その次が必要かどうか

っていうことと、そこで、必ず委員会として報告するよっていうふうに決めるのであれば、

それを皆さんに周知したいと思いますし、実際教育厚生なんかは、少なかったんですよね、

意見が。 

なので、次のところまで引っ張ってまで報告する内容がない可能性もあるんですけれど

も、その辺を形として、やっぱりそういうある程度決めておかないと、実際に委員会で検

討するときも、検討したけどどうするのっていう形になっちゃうと困るんで、その辺は今

の形で１回報告して、そのあと、もうちょっと内容を深めたものを報告するっていうよう

な形でよろしければ、そういうふうに、もうスタイルとして決めたいと思うんですけども、

実際意見がないような場合もある可能性があるので、それは実際にあったところだけの委

員会の報告ということで、よろしければそういう形で決めておきたいと思うんですが。 

委員長 こればかりは分かんないですよね。 

報告会に何が出るかわからないので、そのときにどうするかっていうことで決めておけ

ばね、前もって決めておくしかないんでしょうけど。 

副議長 そしたらですね、多分議運は議会報告会を開催する、開催をするのが、まあ主催です

よね。主催をし、その後出てきた意見を各常任委員会のほうにお願いをして、それぞれ内

容を検討してくださいということは、前の議運からやらせていただいていて、それを受け

て各常任委員会ではそれを検討し、また執行部に、ものによっては要望だけ、ものによっ

ては確認をして、また何か要求をしていくとか、それはテーマによって、委員会によって

も違うと思うんですけど。 

それはあくまでもそこまでの話だと思うんですよね、議運が絡むのは。 

あとそれに関してそれをどう市民に周知する、どう広報の編集をするっていうのは、そ

こまで議運で預かっていいものか、これ多分両方とも絡んでくるからちょっと広報の考え

も多分聞いたほうがいいような気もするんですけど。 

ここだけで決めていいのかどうかって、どうなんでしょう。 

委員長 報告会をしてその意見をまとめて、各委員会で、それを報告するということはもうや

ろうということにしてますから、その方向性で決めておけばあとは広報が。 

ただ前回の教育厚生みたいに少なかった場合とか、なければそこは載せないということ

で決めて二段構えで、二段の構成でやるということを決めておけば、あとは広報がまとめ

てもらうということでよろしいんじゃないですかね。 

ですから、今度５月ですから直近で６月の定例会後の議会だよりにやりましたっていう

報告とその意見を出して、次の９月の広報にその意見のまとめたものを出せばいいのか、

それとも９月にまとめてそれを一緒に出して一回で済ましちゃうのか、その辺で決めてお

けばいいのかなと私は思うんですけど。 

次長補佐 そのあたりなんですが、実際にその各委員会でどういうふうにするかっていうのは、
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今お任せなんですね、委員会のほうに。 

委員会でどこまでそれをやるのか、全体の委員会としてやるのか、あるいは正副の委員

長あたりでちょっと見てきてとか、聞いてきて調べて、終わりっていう形にするのか、そ

の辺はもう委員会にお任せで、実際意見がそんなにない場合ですと、その会場内でお答え

して、その方が納得されればもうそれで終わりっていうケースも実際ありますので、その

辺の委員会で何を検討するのかっていうかどの辺まで検討して、どういう形にするのかっ

ていうのが、結構それぞれの委員会で戸惑ってしまった部分がありましたので、そこを議

運でどこまで介入するかっていうのはちょっと難しい問題になるんですけども、必ず委員

会のほうで検討するっていう形であれば、全協のときにそういうふうにお伝えしたいと思

いますので、それは、市民からの意見はそのままにしないで、所管の委員会で検討します

よっていうスタイル、その辺はそれでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

寺門委員 だから委員会サイドでその結論付けて、最終まで委員会でこう決定しましたと。 

意見についてはということで判断できる部分と、もう少し、全体にと議会としてどうし

ていかなきゃいけないのというところにかかわるものについてどう判断するかだろうと思

うんですけれども、その辺は委員長というか、各委員会サイドで判断できない場合は、や

っぱり議運のほうにかけるしかないと思うんですけどね。 

その辺の判断が多分、どこまでやるのっていうのは多分そういう意味だろうと思うんで

すけどね。委員会サイドで結論付けできるものとそうじゃないものと、たまたま今は全体

でどうしましょうっていうのが出てきてないんで、委員会サイドで全部、メンバーで調査

研究したりして、結論できるもの、いやこの委員会だけではないよ、もうちょっと、全体

でこれは討議していろいろ調べて結論づけて、回答しなきゃいけないねっていうことも、

そういう問題も出てくると思うんでね。それをどうするかという話だと思うんですよ。 

ただ、それはそれでその場で発生したら考えればいいんではないだろうかなと私は思う

んですけど、それは時期、じゃいつまでに、そういう問題もね、検討しなきゃならないよ

ということを決めておいても、なかなかそのとおりにはいかないので。 

委員長 ですからやはり各委員会に一応まとめてもらうということで、全体で協議しなきゃな

らないとか、まとめなきゃならない意見が出たときには、また、ちょっと議運で検討しな

がらとか、全体で諮ってみるということというやり方、今までは、そういうのは出てきて

ないですけどね。出た場合にはそういう対応をするということにすれば決めておけばよろ

しいかと思うんすよね。 

あまりこれが出たらこれが出たらとどんどんね、まとめるのもあれですから、委員会で

出た意見はまとめていただくいうことで決めておけばよろしいかと思うんですけど。 

よろしいですか。そういう形で。決まりとして、１回報告して２回目と。 

これについてはきちっとやっぱり、報告をさせていただきますということを、市民に伝
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えておいたほうがよろしいですものね。いつその結果を聞けるのかとか言われるとあれで

すから。きちんと皆さんに伝えますということで、そのように進めさせていただきます。 

続きまして、⑥報告会資料についてということなんですけども、中身については、前回

どおりのこの形でよろしいですか。 

同じやり方で進めてきますので、新たなものはないと思うんで、このままで進めていき

たいと思います。 

次長補佐 特別委員会のほうは、報告と資料はどうしますか。 

委員長 先ほど話がありました特別委員会ですね、災害対応調査特別委員会。 

議長 これはやっぱり、委員長大変だけども、こういう会議をやって、こういうあれを議会と

して議員として、その災害に対応できるような体制を整えつつあるというような報告はし

てもらったほうがいいね。 

委員長 じゃ、大変でも萩谷委員長、これも今回追加させていただいて、災害対応調査特別委

員会の報告もお願いしたいと思います。追加でね。 

これ、ほかでまだやってないような話ですからね、大変でも。 

副議長 そうすると、今回新聞にも載ったように、今の関心事、目玉は、避難のマップですよ

ね。それは当日配布できるんでしょうか。 

事務局長 この辺については、とりあえず防災課のほうに確認してから、お返事差し上げたい

と思います。 

副議長 何かタイミングの問題があるんだよね。 

事務局長 一応ですね、この間の委員会の中ではですね、これから住民説明会等をやってから

ということで、最終的には７月ごろになるというような話をしてたんで、これについては

ちょっと防災課のほうに確認しなくてはなりませんので、ちょっと今お返事は差し控えさ

せていただきます。 

委員長 その時は報告の中で萩谷委員長がね、こういうわけでということで、皆さんに報告し

てから配りますとか言っていただければいいかと思うんです。 

続きまして全員協議会、リハーサルの実施について。毎回、リハーサルを行ってますが、

今回も数日前に一回リハーサルと行ったほうがよろしいかと思うんですがどうですか。 

日にちとしては。 

次長補佐 その前の週あたりになるかと思うんですけれども、18日あたりはいかがでしょうか。 

午後から農業再生の会議が入っているんですが、午前中はあいているんですけれども。 

委員長 この日はちょっと私。 

次長補佐 17日は空いてます。 

委員長 17日は大丈夫です。私も。 

     （「17日で」と呼ぶ声あり） 

次長補佐 時間は午前中でよろしいですか。10時で。 
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委員長 17日の10時からということでリハーサルを行いたいと思います。 

続きまして、ポスターのデザインについて。 

きょうちょっとつくっていただきました。これでいいと思うんですけどね。定着してき

て逆に変えないほうが。 

副委員長 すっきりしてるしね。 

委員長 ポスターはこれでオーケーで。 

続きましてはチラシ等の配布について。 

これですけどイベントとか、そういう会場で議員がみずから配ったらどうかということ

なんですけど、もう既に今週、桜まつりのイベントは今週なんで、もう１カ月前に配って

もね、それがどうかっていうのもありますし、どうします。 

このチラシ配布等について、あとはないですよね、そうするとね。イベントが。 

  （「まちづくり委員会の総会で」と呼ぶ声あり） 

委員長 でも、回覧まわしてやっているんだから、まちづくりの総会に持っていってまた配る

のか。うちらは瓜連は29日だからね、やる気ならやれますけど。 

大変でも皆さん各自、コンビニとか、そこへもう一度声かけてもらうとか。 

ジャスコさんとかマルトさんとかスーパーの前で配るのもね、あんまりしつこくなっち

ゃうのもね、イベントの会場ならいいですけどね。 

多分まちづくりの場合は、議員さん皆さん呼ばれてると思うんで、ちょっとそういうと

きにＰＲしてもらうとか。そういうのも一つの方法としてやってもらえればなと思うんで

すよね。 

副委員長 神崎がいないからね。 

議長 呼ばれないの。 

副委員長 呼ばれないよ、運動会も。 

呼ばれるのは横堀幼稚園と二中は一緒だからあれだけど、ほかのやつは。 

委員長 前もそちらへ顔出してどうだとか言われたので、それはやめようとか何か言ったよう

な気がするから。 

やっぱり神崎地区のコンビニとかいろんなとこに貼りに行って、貼ってもらうほかない

ですよね。コンビニも新しくなったから。 

副委員長 それは私やりますよ。10枚もらえば、額田と神崎と。コンビニとかね。 

委員長 大変でも議運の皆さんに動いてもらいましょう、ということでよろしいですか。 

チラシまで決まりました。あとスケジュール等については、前回と同じような形であと、

地元の人が入らないような割り振りで担当の方を決めていただければと思います。そうい

う形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。 

次長補佐 各委員会の１ページ分の資料なんですけれども、こちらは、教育厚生はちょっと４

月28日に開こうと思ってるんですが、ほかの委員会もそれぞれ今ちょっと調整中なところ
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だと思いますので、後ほど資料の締め切り期限のほうは、各委員長さんのほうにお伝えし

たいと思いますので、ご協力をお願いします。 

あとポスターなんですが、ちょっと全員で集まる機会がないので、ポスターができ上が

りましたらご連絡いたしますので、取りに来ていただける方は来ていただいて、そういう

のがないという方はこちらでお配りしたいと思いますので、後ほどまたご連絡させていた

だきますのでよろしくお願いします。 

あと、先ほど寺門委員のほうから１人の意見交換の時間をもうちょっと短くしたらどう

かっていうご意見があったんですか、その辺はどうでしょうか。 

委員長 やはり短く、それで大変でも司会の方にもう一度言ってもらわないと、大分長くしゃ

べった方いましたね。簡潔にね、質疑をもらいますということで。 

これは大変でも司会の方に伝えてもらって、簡潔にということで、多くの方から意見を

もらいたいということで。長いですよ、５分は。 

（「３分」と呼ぶ声あり） 

委員長 じゃ３分にしますか。３分以内で。 

次長補佐 あとアンケートのほう、こちらでよろしいでしょうか。 

委員長 いいと思いますね。 

今度大洗町で今度の予算の説明ということで、議会報告会をやるみたいですので、きょ

うの新聞か何かに載ってましたね。もし見にいける方、ちょっとほかのを見てくるのも一

つの参考になるかと思います。 

じゃ、報告会についてはよろしいですか。 

ではそのように決定をいたします。 

続きまして、２番の議員勉強会についてを議題といたします。 

事務局からの説明をお願いいたします。 

次長補佐 きょう資料のほうはお付けしてないんですけれども、議員勉強会を閉会中に、今の

ところ年２回は必ずやろうということで進めているところなんですけれども、毎回なかな

かいいテーマとか先生が見つからなくて、苦労しているところなんですけれども、できれ

ば年度当初にことしはこういうものを２回やろうっていうのをある程度決めていただいて、

先生を当たったりとか、先生によっては、ちょっとそちらの日程だと難しいんだけれども、

もうちょっと別な時期だったらできますとかいう方もいらっしゃったので、できれば、２

回分こういうことをやろうということを始めに決めていただければありがたいと思います

ので、きょうはちょっとなかなかすぐということはあれだと思うんですが、ご検討をお願

いしたいと思います。 

委員長 勉強会についてですけれども、やはり年２回ぐらい、勉強会をしようということです

ので、できれば年度初めあたりに予定の日程とかテーマとか、そういうものを決めておけ

ば、先生に当たる、講師さんをお願いするのにも、事務局でもスムーズにいくんじゃない
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かということもありますし。 

ですから、きょうここで、いつごろがいいかとか、定例会がある月じゃなくて、ない月

ですともう５月は報告会、６月が定例会となると７月、８月で、９月定例会ですから、６

月以降でね。 

皆さんでちょっと検討していただければということですので、もし講師の先生または日

程等で意見があればということで、きょう皆さんに宿題ということで出させていただいて、

検討していただければ。お願いをしたいと思います。 

その間にいろんなところがあればどんどん遠慮なく、事務局通して結構ですから、言っ

ていただければ、会議等で皆さんで検討していきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

ここでも５月中旬までに事務局のほうへ連絡ということですから、５月までじゃなくて

も、もし、いろんな気がついた点があれば言っていただければと思います。 

よろしくお願いいたします。 

副議長 そしたら、災害対応調査特別委員会なんですが、これはどうなんでしたっけ、当初予

算で視察をする予定ってどうなんでしたっけ。 

事務局長 今のところ災害対応についてはとっておりませんけれども、枠の中でやっていけま

すので、何とかできるのかなとは思いますけれども、これはちょっと検討課題と。 

あと一つなんですが、先ほど副議長のほうから、避難所マップというお話が出ましたけ

れども、原子力のほうの避難計画でですね、筑西と桜川について見たほうがいいんじゃな

いかということで、原子力のほうの常任委員会で出まして、全体で見てはどうかというよ

うなお話がありました。 

それについて今ちょっと調整してですね、日程的には５月10日にですね、桜川と筑西に

ついて、皆さんで行っていただく予定なんですが、これについても原子力についてはその

半分で６名ですので、全体ということなので、災害対応調査特別委員会の中でですね、行

っていただくのがいいのかなと思ってですね、今企画をしているところです。 

以上です。 

副議長 もしかしたら視察のあれがないのかなと、特別委員会の枠がね、予算の。 

だからその議員勉強会として、そういう前も議長から話のあったその災害時に、議員同

士の連絡体制だけじゃなくて、例えば、業務継続計画、ＢＣＰのあり方とかね、いろいろ

とあちこち視察したりとか、那珂市にしかできないようなそういう計画をね、やっぱりつ

くろうと、それ提案しようみたいなものやるとすると、もし特別委員会枠で視察に行けな

いのであれば、議員勉強会の枠の中で、１回ぐらい行く必要があるのかなとかってちょっ

と思ってたもんですから、ただ、特別委員会枠であればいいけど、なければ１回ぐらいは

どっちにしろ全員ですから、災害調査も、我々議員勉強会も。そういう中で１枠はちょっ

とそれで一生懸命災害時に関する勉強会をどこかいいところね、視察してもいいのかなと
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思ってはおります。 

以上です。 

委員長 受け入れ先はね、全員で行くということですから、これについてはね、視察はするべ

きだと思いますから、これは特別委員会を踏まえて原子力でも。 

あとは皆さんの意見をこれからいただきながら、勉強会については検討していきたいと

思います。 

ですから今、副議長からもお話がありましたようにいろんな意見、災害時ということで

も結構ですし、ほかのいろんな面でも結構ですから、勉強していきたいと思いますので、

よろしくご意見をお願いいたします。 

ではそのほかありませんか。 

  （なし） 

委員長 なければ以上で議会運営委員会を閉会といたします。 

皆さんご苦労さまでした。 

閉会（午前11時５分） 

 

   平成２９年６月６日 

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


