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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７月５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  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 清水  貴 

次長補佐 横山 明子 

会議に付した事件と結果概要 

（１）議員勉強会について 

結果：早稲田マニフェスト研究所の合同研修会に参加を決定 

     （２）今後の議会報告会のあり方について 

        結果：今回の報告会の反省と今後の報告会のあり方について協議 

     （３）委員会定数の検討について 

        結果：常任委員会の定数については現行どおりとし、12月定例会までに詳細

を検討することとする。 

 議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

     開会（午前９時59分） 

委員長 皆さんおはようございます。 

本日は１週間前に第２回定例会が終わりまして、その後の議会運営委員会ということで、

皆様方にお集まりいただきまして誠にご苦労さまです。 

きのう心配されました台風３号も、県内そしてまた那珂市内におきましても、災害も出

なかったということで、ひと安心していますけれども、島根県等では被害があり、大変な

思いをしている方もいるということで、お見舞いを申し上げたいと思います。 

また、この自然災害、これから台風の時期になるかと思います。いつまた那珂市等にも

被害が起きるかもしれませんので、これからも防災対策等にも、災害対応特別委員会もあ

りますので、いろいろな面で皆さんと協議をしながら進めていければと思っております。 

本日の会議事件は３点ありますので、その点についても皆さんの活発なご意見をいただ

きながら進めていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたしまして、挨拶に代えさ

せていただきます。 

本日の出席委員は６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。 
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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挨拶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。 

ただいま君嶋委員長のほうから、もろもろお話がありました。自然災害に対しての対応

を注意深くこれからもやっていきたいと思います。 

また、本日の会議事件はお手元に配布してありますとおり、大きな三つの議題でござい

ます。慎重なるご審議をお願いして、挨拶に代えます。ご苦労さまです。 

委員長 はい、中﨑議長ありがとうございました。 

では早速会議事件に入ります。 

（１）議員勉強会についてを議題といたします。 

以前にも勉強会について、ご提案があればお願いしたいということでお話をさせていた

だきましたが、改めまして皆様からご意見をいただきたいと思います。 

何か勉強会について、こんなことをしたほうがいいとか、どこか視察に行ってはどうか

とか、もしそういう提案があればお願いいたします。 

どうですか皆さん、何か考えはありますか。 

寺門委員 勉強会ということの前に視察研修ということで、二つほど。 

鳥羽市議会、こちらは会派制がない議会なんですね。もちろん改革度ランキングも高い

市議会で、うちと似ている体制になっておりまして、その中で議員の意識改革をやりなが

ら、議会改革を進めているところなので、一度ぜひどういうふうにやっているのか見てみ

たいなと。 

あとは合意できる力ということで、議会として政策なり何なりの見解を出して、執行部

に対して提案をしたり、その他やっているようなので、その辺は非常に参考になるなと。 

当市議会も会派制は、一応会派はつくれるようにはなっていますけれども、この人数で

つくって、さらにその協議、会派ができると会派の連絡協議会をやって、それでもう一つ

手段がふえるということになりますので、それもどうかなという思いもありますので、そ

の辺が大変参考になるんではなかろうかということです。 

あとはもう一つ言うと、四日市市議会。こちらはもう皆さんご承知の、常に先をゆく市

議会ですので、通年議会もありますし、市政モニターなんかもやっていて、非常に充実し

た議会運営をされている。 

もう一つは市民参加型のシティミーティング等も含めて、協働の体制もできているので、

その辺も参考になるなということで、あとは政策研究会なんかもあるようですので、やは

り政策提案を、これからきちっとやっていかなくてはならないというのは、非常に重要な

ところになると思いますので、この辺も大変参考になるなということで、この二つ、ぜひ

中身を知りたいということで、私はここがいいのかなと思います。 

勉強会については、議会運営、我々がこういうふうにやりましょうということで決めて
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はいくんですけれども、この間の本会議の中で、反問権、これも執行部は正しく理解され

ていませんですし、今まで反問権ということでやってきましたけれども、これすべて本来

の反問ではないので、反問権というのは質問に対してわからないことがあれば、その質問

の中のどういうことを聞いてるんですかって聞くのが反問権なので、議論を深めるという

よりは、今までの経緯を見てみると、逆に私情というか、反問ではなくて、半ば個人攻撃

みたいな、揚げ足取りみたいなところもありまして、その辺を今一度執行部に対してレク

チャー、趣旨申し入れをして、ご理解をいただくというのが一つあると思います。 

あと我々も、もう一度理解を深めなくてはいけないなということで、この辺も一つテー

マとして挙げてやればいいのかなということです。 

以上です。 

委員長 ただいま寺門委員からは、勉強会というよりも先進地の視察ということでの提案があ

りました。 

あとはほかにありませんか。 

  （なし） 

委員長 なければ、ちょっと資料を配らせていただきます。 

これは寺門委員が言っているように、視察ということの中で一つ、マニフェスト研究所

という団体の中で、そういう勉強会を開催しているという点もあるので、それをちょっと

参考に資料を挙げさせていただきました。 

今資料をお配りさせていただきましたけど、この点について事務局からちょっと説明を

お願いいたします。 

次長補佐 今お配りしましたのが、先日事務局のほうに案内として届きました、マニフェスト

研究所の合同視察研修のご案内というチラシなんですけれども、チラシとしては、これ本

当に１枚なんですが、新しい試みということで、マニフェスト研究所のほうで、このよう

な研修を実施するということのお知らせなんですけれども、日程のほうが真ん中のあたり

に決まっておりまして、その中でテーマとして三つですね、議員間討議、議会報告会、Ｉ

ＣＴと議会という三つのテーマで、裏側を見ていただくとわかるんですけれども、そちら

の日にちによってテーマが決められていまして、そこに申し込むと、先着で３から５団体

ということで、こちらは個人の申し込みではなくて、団体の申し込みということのような

んですけれども、調整していただいて、早稲田大学の日本橋のＷＡＳＥＤＡ ＮＥＯ教室

という、早稲田大学の日本橋キャンパスになるようなんですけれども、そちらに行って、

ほかの議会の方と一緒に参加するという形ということでございます。 

参加費が１団体が10万円、税別ということで、全員で行くとなると、旅費のほうがかか

りますので、議員勉強会としての予算で１件当たり10万円ということで予算は計上してい

ますので、こちらの参加費の10万円というのはお支払いできるんですけれども、その他が

バスを借り上げて行くぐらいは何とかできるかなと思っております。 
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きのう問い合わせた段階では、今のところ埋まってしまった日にちはないということで

したので、一応参考にお配りさせていただきました。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

今事務局から説明があった、このマニフェスト研究所でのこういう研修会というのが今

企画されているということなんですけれども、今寺門委員からもあった先進地、三重県の

鳥羽市と、あとは四日市の先進地という意見も出ました。 

この後いろいろ議会報告会の点についても考えていく中で、やはりいろいろ先進地のこ

とも考えながら、協議していきたいと思う点もあるんで、視察で勉強をしたほうがいいっ

ていうのと、ここの場所で講師を呼んでやるのと、年２回勉強会を行っておりますので、

一つは昨年の例でいくと、災害対応の特別委員会も設置する前にということで、水害のあ

った常総市、取手市を視察させていただいて、あとは防災の勉強会をこちらでやったとい

うこともありますから、視察はそういう面で一つは外へ出て勉強してもいいかと思うんで

すけど、ただ予算の中で。先進地でも、四日市とか、鳥羽となると金額が結構してくると

思うんですよね。だからその辺もどうかなと。 

皆さんでできれば行きたいところなんですけど、それがどうなるか、その辺がクリアで

きればなと思うんですけど。 

あとはこのマニフェスト研究所で行う勉強会。これはそうすると、三つの団体ですから、

ほかの市議会あたりが一緒になって合同で研修を受けるということですよね。いろいろな

親睦もできるのかな。 

一度ひたちなか市で北川先生を呼んで勉強会をやったみたいですけど、結構いい金額が

出るみたいなんですよね。ですから、個人とか一市議会ではちょっときついかなというこ

となんで、その点ありますからね、どうですか皆さん。 

これだと先ほど事務局から話が出た、10万円の謝礼を使えばできるということと、バス

代は何とかなる、ただ、議員の出張旅費が出ないだけなんですよね。だから、食事は自分

持ちという形ですよね。それでご理解いただければ。 

副議長 このマニフェスト研究所は、皆さんご存じのとおり、市議会の改革度ランキングをつ

けているところですからね。まさにお膝元に勉強しに行くということだと思いますので、

これはほかのいわゆる先進的な議会というか、やる気のある議会が申し込んでくるわけで

しょうから、そこといろんな意見交換ができるということだと思うので、これは非常にい

いと思うんですよね。これは非常にいいと思います。 

ただこれ後ろを見ると、１日でテーマが１つということですよね。これ一団体10万円だ

から、全員で行っても10万円ということですね。 

これは恐らく、ここに行ってやるということは、今後の連携を考えても、多分こういう

ところに登録すれば、いろいろと今後も早稲田マニフェスト研究所とつながりができると
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いうことは、メリットかなと思います。なので、これはやれるといいなというふうに私は

個人的に思ってました。 

これ２日ぐらい前に、多分最近来たんですよね。数日前ですよね。私も会員なのでこれ

来たんですよ。これ見ていいなと思って、１人ではだめだから、３人以上参加をって書い

てあるものですから、どうしようかなと思ってちょうど考えていたところだったものです

から、もしみんなで行けるとすごくいいなと思っています。 

委員長 場所が東京ですからね、日帰りもできますから、そういう面では、研修はできるかな

と思うし、ほかの市議会も来て合同でできれば意見交換もできるし、交流も深めることは

できるかなっていうのもあるんですけどね。相手がいることだから、交流会もできるかで

きないか、これはわからないですけどね。 

もし、きょう申し込みできればというのもあって、提案させてもらってますけど、きょ

う議運のほうでその辺を協議してもらえれば、やはり副議長言ったように、これ全国的に

やりますから、申し込みがふえてくる可能性はあると思うんですけれども。 

寺門委員 11月と来年の１月の限られた日にちなので、テーマは、議会報告会をやるのか、議

会報告がいいと思うんですよね、私は。それでとりあえず11月がだめであれば第２希望の

１月で、全員で行ったほうがいいですよね。 

委員長 全員ですよね、これは議会の研修ということですから、勉強会ですから、対象は全員

で行くということで、皆さんに希望は取りたいと思っています。 

勉強会は議会がない月ということで入れてますから、11月は議会は入ってないので、午

前か午後かですが。 

事務局長 一応バス借り上げとかの都合もありますので、できれば午後のほうが。午前の場合

はちょっとバスの場合は時間が読めないんですよ。出発時間が早くなる可能性があります

ので、できれば午後からのほうがバスの場合はいいと思います。 

委員長 ではちょっとまとめさせていただくと、この研修に申し込むとすれば、一応11月予定

の日程で、午後の研修だと、議会報告会については、11月15日にちょうど２時から５時ま

での３時間ですね。 

あとは１月になってしまうので、そうしたら、第１希望として、11月15日の水曜日、時

間が２時から５時まで。テーマが議会報告会。 

これについては、一応参加希望ということで申し込みをしてもよろしいですか。 

どうですか皆さん。 

議長 早めに押さえたほうがいいから。 

委員長 ではこれで、申し込みさせていただくと。 

まとめさせていただきます。一応確認ということで、11月15日水曜日のマニフェスト研

究所主催の合同視察研修会に参加ということで議会勉強会にさせていただくということで

よろしいでしょうか。 
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（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 一応あちらに申し込みして、もしそこが埋まってしまったということがあった場合、

そこも確認させていただきたいのは、テーマを変えるか、議会報告会ということでの研修

ということで、もし、11月がだめな場合には、１月17日という第２の案でよろしいですか。 

  （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 できるだけ11月ということで進めたいと思います。 

続きまして、今後の議会報告会のあり方についてを議題といたします。 

５月に開催しました議会報告会ですが、一般の出席者につきましては、36名という結果

でした。 

今回は初めての夜の開催ということで、幅広い世代に参加していただきたいという思い

で実施をしたわけですけども、前回よりも少ない参加者となってしまいました。 

議会報告会の開催方法について、議運でも議論してきましたが、５回実施したという節

目で、改めまして今後のあり方について検討してみたいと思います。 

今回の議会報告会を振り返ってみまして、もし反省点、あと感想などがあれば、今後の

報告会の何か改善する意見があれば、１人ずつ皆さんのご意見をいただきたいと思います。

遠慮なく気のついた点、いただければと思いますのでよろしくお願いをいたします。 

１人ずつ、感じた点、綿引委員からよろしいですか。 

綿引委員 今回初めて夜ということでやってみたんですけども、ちょっと人数がね、減っちゃ

ったのが残念かなっていう気がします。いずれにしても、次回の日程については、今回の

ことを考えて選定したほうがいいのかなというふうに思ってます。 

とりあえず以上です。 

委員長 人数がちょっと少なかったということで、今後検討していきたいということですね。 

木野委員 今回少なかったというのは、たまたま前回の開催が10月だったので、半年ぐらいし

かなかった期間だと思うんですよね。それもあって多分、質問者の方も大体同じような質

問だったので、同じなのかなと思うんで、来られなかったのも実際いるのかなって私は個

人的には思ってるんですけども。 

ただ、開催時間に関してはやっぱり、そのアンケートでもありましたけども、女性は夜

はなかなか参加しにくいという部分と、主婦層に関しては食事の時間帯、夕食を作るとい

うのもありましたので、その時間帯を考えるとやはり土日のほうがいいのかなっていうふ

うに私的には思います。内容的にはまだ、今後の課題にはなると思います。 

以上です。 

委員長 前回の報告会が月日が短かったということと、あとはどうしても夜だと、女性たちの

出席が少ないと。 

副議長 どんどん人数が減っているのは残念ですね、本当に残念だなと思います。 

それぞれ議員が一生懸命努力をしているんですが、やっぱりせっかくやっているので、
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人数をもう少しふやしてやりたいと思いますので、そのためには、まず、やっぱり周知が

足りないんだと思います。圧倒的にまず知らないんだと思いますね。 

なので、回覧ではまわしてもらってますけれども、もっともっと、前に綿引委員が、ど

こに我々がポスターを掲示してるかっていう部分を少しチェックしたほうがいいだろうっ

ていうことがありましたが、議会全体としてもっとお知らせする努力をしたほうがいいの

であろうと思いますね。 

公共施設はやっていただいてますけども、もっとそれ以外に多くの方の目の触れるとこ

ろに、もっとあれを貼り出すということはまず必要かなと思います。 

それと周知という意味では、これそもそも１人でも多くの市民の皆さんに我々の議会の

様子を知っていただく、議員を見ていただく、話しているところを聞いていただくという

意味では、それぞれの議員が何人かずつ連れてくるというのもありなんじゃないかなと思

ってます。 

それぞれの支援者を３人なり５人なりとか連れてくるということであっても、特に問題

はないんじゃないかなと。恐らく今来てくださってる方々もそれぞれそれなりの議員の支

援者である場合が多いと思うんですよね。 

ただどこかの支援者の方にしても、自分の議員しか知らないっていう場合もあるわけで

しょうから、多くの議員の話している内容を見ていただくということでも、私は何ら問題

ないんじゃないかなと思っています。 

その周知と、ある意味動員のところと、もう一つは、リピーターがどれぐらいいるかっ

て言いますと、本当に一部の特殊な方々は毎回こられるということもありましょうが、そ

こではなくて、どれだけ来た方を満足して帰しているのかなという運営の部分まで含める

と、いや、来なきゃよかったっていうのような声が一部聞こえていたようなこともちょっ

と耳にしましたけれども、やっぱり来てよかった、非常によくわかったみたいな、やっぱ

り運営の仕方もきちっと我々はもう一度原点に立ち返って考えなきゃいけないのかなと今

回は特に感じました。 

というのは、結構みんなそろそろなれてきちゃってるんですよ。なれてきちゃっていて、

最初の新鮮味が何かちょっと薄れちゃってるなあという感じがしておりまして、事前の準

備が足りてなかったのかなと、それぞれ答弁する方が、もっといろんなこと聞かれるだろ

うということで、もっともっと前は準備してたと思うんですね。 

ですから、それが変になれてしまっていて、ちょっと答弁に準備が不足しているような

ものも見受けられたのが、残念だったかなと思います。 

また全体の雰囲気としてですね、これはちょっと私の個人的な感覚ですが、議員はやっ

ぱり市民の代表だと思うんですね、市民の代表である立場で、市民と向き合っていく必要

があると思っていて、その声をお聞きする立場で、同じ目線で寄り添って聞いて、それに

対して対応していくということが大事だと思っているんですが、特に今回の報告会の答弁
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のスタンスは何か執行部の代わりに答弁していたような雰囲気が感じられました。 

我々は執行部ではありませんから、執行部じゃなくて、同じ市民の皆さんの話を聞いて、

そうだねと、そういうことありますねというやっぱり寄り添う姿勢、まず一旦イエスで受

けて、そうですねという寄り添う姿勢が必要なんではないかと。 

執行部というのは違うと思いますね。市民から言われて、いやでもこれは予算がなくて

できないんだと、これは今こうやっているからしようがないんだ、みたいな部分があると

思いますが、我々議会は違うと思うので、その寄り添う視線とか姿勢をもっと大事にして

いかないと、何か市長の懇談会と一緒で、議会報告会と違いがわからないというふうな声

も一部聞きましたので、やっぱり我々はあくまで市民の代表ですから、市民と同じ目線で

やる必要があろうと。 

あと帰りのおもてなしというわけじゃないですけど、お見送りなどもやっぱりもっと徹

底したほうがいいのであろうと。終わってすぐ片づけじゃなくて、せっかくおいでいただ

いた、夜間にね、特に時間も労力を割いておいでいただいた市民の皆さんに、やっぱりあ

りがとうございましたというそういう雰囲気をきちっと出していく必要があろうとは思い

ました。それでリピーターをふやしたいというふうに思います。 

以上です。 

寺門委員 私もその周知というところは、私の地元も２人しか来ておりませんので、何でかな

というところがありまして、来てくださった方は、40代前半の方、初めて若い方が１人来

まして、サラリーマンの人ですけれども、どうやって知ったのかというと、知人に聞いた

という話ですね、学校関係のＰＴＡ関係のほうから。 

回覧は見ているんだろうけれども、目に入ってないということなので、やっぱり夜間で

女性の方が少なかったというのも事実ですし、先ほど木野委員のほうから話がありました

ので、女性の方は６時半というのはちょっと難しいということですね。 

あとは周知ということでいうと、ポスターも５箇所ぐらい、セブンイレブンですとか、

人の集まるところには貼ってありますけれども、やっぱり声掛けが大事かなということで、

私は自治会のほうは全然連絡はしていないので、強制動員というのはあまりよくないなと

いうことで、自主的な参加をお願いしていたんですけど、やるから来てよっていう話はし

ますけれど、ぜひお願いねというところまでは言ってはいなかったなというのは一つ反省

をしてます。 

今後についてはやっぱりその辺も自治会さん含めて、先ほど支援者への半ば動員もとい

う話もありましたけれど、その辺は自治会さんからまた言ってもらうというのも非常に大

事だなというふうに思います。 

あと中身については、はっきり言うとおもしろくないんだろうなというふうに思います。

来ないということはね。 

１時間の報告で、あと１時間の質疑ということなので、報告については、もう５回目で
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したので、今後については、文書でお知らせをして、実際には２時間丸々討議というか、

意見交換会みたいな形にしてやればどうかなということですね。 

これもテーマがないと、あれやこれや、執行部の要望云々というふうにはなりますけれ

ども、それで一応やってみるというのは一つ新しい試みで、やってみる価値はあるのかな

ということですね。 

それとその中身ですけれど、リピーターがいるんですけれども、あまり正直言うと、来

てほしくない人が来ているということなので、しかも発言をして逆に場の雰囲気を白けさ

せるということもあるので、基本やっぱり議会報告会からもう少し進めた形で、市民の方

も参加をしながら、何かテーマを決めて、これについてどう考えていこうかと、例えば予

算の問題についても、予算ってどういうふうに組まれてるのというところ、そういう話題

もひとつ重要なテーマであって、皆さんが集まってもらってやるのもいいのかなというこ

とで、反省をした次第です。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

勝村委員 大体寺門委員と同じような感じなんですが、来る人はもう決まってるね。手を挙げ

る人も決まってると。この辺だよね。 

やっぱりそれをどう公平に持っていくかっていうのは、一つ運営の仕方なんだろうけど、

でも手を挙げているのに、あなた黙っててよっていうわけにはいかないし、テーマをつく

ってそこで、幾つかグループに分けて、自由に懇談会のような形でやっていくというのも

一つの方法かなと思いますね。 

あといつも回覧で回してますけど、回覧っていうのは見ないね。先週別な件で、どう、

あの回覧見たって言ったら、そんなのあったのって大体こういうのが多いので。 

何か違う方法、回覧も一つこれ、やらなきゃいけないだろうけど、何かやっぱり声かけ

が必要かなと思います。声掛けね。 

ポスター貼っても、お店に貼ってあっても意外と見ない。お店のやつって。たくさん貼

ってあるから、見えないんだよね。私なんかは、何にもないところ、塀のところにぺたん

と貼ったり、目立つように。 

あとは声掛けだね、そうしないと。それに夜はやっぱりだめかなって感じだね。夜なら

もっと遅い時間、７時半ぐらいから。 

以上です。 

委員長 議長もしあれば。 

議長 人数減というのがやっぱり大きな、我々にとってはショックかなとそういうふうに思っ

てます。曜日の設定、それから時間の設定、この辺は再度考え直す必要があるのかなと、

みんなと同じでございます。 

それから、やっぱり何回かやっているうちに、委員長さんの報告、最初は第何号議案、
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原案どおり可決、第何号議案は全会一致で可決、そういうふうな報告の方法だったんです

けども、もう一つにテーマを絞って、こういう討議をして、こういうふうで可決されまし

たと。委員長さんの報告というのは、かなり上手にできるようになったのかなと思います。 

今寺門委員、それから勝村委員がおっしゃったように、その後の意見交換会、例えば、

勝村委員が言ったようにテーマを決めて、要するに二つあるいは三つぐらいのテーブルに

分けて、各担当の委員長さんあたりがそこに議員さんと張りついて、一般の来てくれた人

と意見の交換会みたいな形で時間が過ごせれば、あるいは途中で終わりにして、別なテー

マにテーブルを移動してやって、いろんな意見を出してもらうっていうのかな、いっぱい

しゃべってもらう。 

割と今までは、時間が止められちゃって次の質問ってなるけれども、小さなサークルに

なれば結構、それから司会者によって、次から次って今みたいに指していくような、そう

いう方式で何かしら話をして参加していると、よかったな、自分の意見も言えてってそう

いうふうな感じになるのかなと思ってますけど、今度、議会報告会の勉強会を早稲田大学

でしますので、その辺も一生懸命勉強して、次回の議会報告会がよりよいものになるよう

に、また皆さんのご協力をいただければありがたいなと、そういうふうに思っています。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

副委員長 皆さんいろんなご意見が出ました。 

私自身の考えは、もう５回やって、大抵マンネリ化してしまっているんじゃないかと思

っているんですよね。 

まず議長や副議長がいろいろお話になりましたけども、議会だよりに出たものを中心に

して大体やってますよね、ずっとね。基本的には。そういうことは来た人はあまり細かく

説明されても、別にっていう気があるような気がするんですよね。 

先ほどちょっと出ましたけど、各常任委員会を、例えば、出前で団体に行くのもいいで

しょうし、あとある程度やったらば、各常任委員会にグループをつけて、例えばですよ、

そこに入って、皆さん座談会したい人は何委員会、何委員会って、言いたいこととか話せ

ればというのがいいような気がしますし、また、先ほど出たようにどちらかと言えば執行

部への質問がかなり多いですよね、今までもずっと。議会への注文というよりも。 

そういう面では、一つの方法として、各常任委員会の委員さんがいて、この委員会に集

まってくださいとか言って、そこのテーマというか、道路行政とか、教育のほうに関心が

ある人は、そこに入っていろいろな意見を言ってもらうとか、何か少し今までと変えない

と、なかなかさっき議長言ったように、今度議会報告会の勉強会に行きますので、そうい

うことを参考にしながら、またもう少し皆さんで方向性を練っていって、今年中くらいに

ね、出るのがいいのかなと私は思うんですけどね。 

どれがいいというのもなかなか難しいと思うんですよね。一生懸命だれもやってると思

うんですけど、まず人が集まらなくなってきているとか、いろいろあると思うんですけど、
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何かいい方法があればそっちに今度転換していくのもいいのかなと。 

極端に言えば議会報告会という名前ではなく、何とか座談会とか、やり方によっていろ

いろ変わるとは思うんですけども、この11月に勉強しながら、皆さんで意見を出していた

だきながら、みんなで考えて方向性を決めていけばいいのかなと思ってます。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

皆さんから一人一人ご意見をいただきました中で、ちょっとまとめさせていただくと、

やはり毎回報告会に来る方、大体決まってる方がいたり、その方の意見が強く出てしまう

点もあるということもありましたし、今回初めて夜の時間帯の報告会を企画させていただ

いたんですけども、女性の方の参加がどうしても夕方は難しいんではないかという声も出

てきました。 

またやはり周知徹底するということで、皆さんにはお配りさせていただいたポスターな

ども、掲示はさせていただいても、なかなか皆さん見ていないのかなっていう感じと、回

覧等も、なかなか市民の方は目を通していない方も多いのかなということですけれども、

今後の課題としては、やはり報告会なり意見交換会をやるにしても、皆さん声を掛けてい

ただいて、多くの方に参加していただけるような方向にしていただければと思います。 

この報告会については、毎年１回、年１回は実施するということで、もう計画してあり

ますので、特に来年度、この議運のメンバーも変わってきますし、委員会の組織のメンバ

ーも変わってきますので、できれば今年度中に、来年度の報告会をどのようにするかを方

向づけだけでも、つくってあげれば、次の議運の方もスムーズにいくんではないかなと思

います。 

先ほども議長からも話がありましたし、副委員長からもありましたように、11月、でき

ればその研修会に、議会報告会の研修ということで申し込みさせていただいてますので、

そこでまた研修をさせていただきながら、その後にでもね、もう一度この委員会で報告会

について協議をして、来年度の報告会に向けてちょっと方向づけをつくれればなと思いま

すので、そういう流れでよろしいでしょうか。 

もし何かあれば、聞きながらやっていきますけど、そういう形で、今回の反省点を入れ

ながら、そしてまたどういう方向で次回は進めていくかというのも、ちょうど５回目とい

うことで、節目になっている点、あとはマンネリ化してきているのも事実かと思うんです

よね。 

そういうのもマニフェスト研究所の勉強会で意見を言って参考に指導をもらえれば、そ

ういうのもよろしいかと思いますので、その後にもう一度委員会で協議したいと思います。 

そのように進めさせていただくということで。 

副議長 皆さんの話を聞いていて、一つ二つ気づいたことですが、まずネーミングなんですけ

ど、議会報告会っていうのがやっぱりどうしてもかたいのかなと。 
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だから、皆さんのご意見を聞く会とかね、議会報告会なので、報告だけ聞くイメージな

ので、忙しいのにそんなの行ってられないよみたいなね。 

皆さんのご意見をお聞きしたいんですよというふうな会にするとか、まずネーミングを

もっと柔らかくしてはどうかということと、あと周知という意味では、これはちょっと議

運だけじゃなくて、広報の部分も絡むと思いますが、やっぱりみんなスマホを持っていて、

フェイスブックとかやっている人も多いので、若い人だけじゃなくて結構、いろいろな年

代層がフェイスブックやってますから、議会としてもフェイスブックを始めて、どんどん

アップしていくと。 

そういった中でやると、少しは違う、若い人向けというか、若い人だけじゃないんです

けど、もっとＩＣＴを使った方法でやる必要があるかなと思います。 

委員長 ありがとうございます。 

今後そういう点についても、皆さんで協議して決めていきたいと思います。 

ですからまず今回の意見をまとめさせていただきながら、勉強会にも生かしながら、そ

してそれを今後の報告会に生かせればということで進めていきますので、ご理解をいただ

ければということでよろしくお願いをいたします。 

暫時休憩させていただきます。再開を11時といたします。 

  休憩（午前10時47分） 

  再開（午前11時00分） 

委員長 再開をいたします。 

では先ほどの研修会について、事務局から報告をお願いいたします。 

次長補佐 今問い合わせをしまして、11月15日水曜日、14時から17時のコースで空いていると

いうことですので、申し込みを早速いたしました。 

委員長 はい、ありがとうございました。ご苦労さまでした。 

その日程で勉強会を進めたいと思います。 

では続きまして、（３）委員会定数の検討についてを議題といたします。 

以前から出ておりますように、各常任委員会定数の減少により、委員会の議論に支障が

出ているのではないかということで、来年３月の折り返しの委員会構成までに定数につい

ての議論を議運の中で行っていこうということで、今回議題にしております。 

まず資料について事務局のほう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で、常任委員会の定数についてというものをご

らんください。 

ことしの議運の中で、先ほど委員長がおっしゃったような内容についての議論が出まし

たので、事務局のほうで、県内市議会に対しまして、ことしの４月にアンケートを実施い

たしまして、結果がまとまりましたのでご報告させていただきます。 

まず、資料のほうを１枚めくっていただきまして、常任委員会の定数及び複数所属につ
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いての調査ということでまとめたものでございます。 

こちらですが、聞いている内容といたしましては、市議会の定数、それから常任委員会

数、常任委員会名とそれぞれの定数、それから常任委員会の複数所属があるかどうか。 

それと、議長の常任委員会への所属があるかどうか、それから自由記述として、なにか

常任委員会の定数について問題点がありますかということで、聞いたものでございます。 

アンケート用紙は一番最後のページについておりますが、このような形で、メールで県

内の市議会に送って返していただいたということでございます。 

内容でございますが、細かい点は資料のほうを後でゆっくり見ていただきたいんですけ

れども、那珂市と同じ定数、あるいはそれ以下の定数の市議会がどのような構成で行って

いるかということでございますが、まず６番目の結城市が18名の定数でございまして、常

任委員会数が３つ、定数が６ということでございます。 

こちら特に問題点として記載されているものはありませんでした。 

それからその下にいきまして、11番の高萩市は定数16でございますが、16になりますと、

委員会数そのものが２つという形で、高萩市と潮来市も16なんですが、２つにして、委員

会の定数を８にしているという市議会でございます。 

それから北茨城市は19でございますが、こちらも６、６、７ということで、うちより１

人多い分、一つの委員会が１人多くなっていて、構成は同じような形です。 

次のページの潮来市は先ほど申し上げたとおり委員会を２つにしております。 

それからその次のかすみがうら市も16ですが、こちらは委員会を３つにしておりますの

で、定数はやはり６、５、５ということで少なくなっております。 

それから29番の桜川市も同じく18です。こちらも６、６、６という形で３つの委員会、

つくばみらい市も18で、同じく６、６、６というような構成になっておりまして、特に今

のところ問題は出ていないということでございます。 

それから、常任委員会の複数所属についてでございますが、調査した中で、常任委員会

を２つかけ持ちしているというような市議会はないということがわかりました。 

常任委員会として、例えば予算決算などの委員会を常任委員会にしている議会では、例

えばひたちなか市ですとか、幾つかあるんですけれども、そのような場合は、当然複数に

所属するという形にはなりますが、それ以外の、例えば那珂市のようなケース、主要な３

つの委員会プラス原子力も常任委員会でございますので、うちは複数所属になっています

けれども、そういうところはなかったということでございます。 

それから１枚目に戻っていただきまして、２番、常任委員会定数のパターンということ

で３つ、こちらに記載させていただいております。 

まず①番が現行どおり、今の状態でやっていくというパターンでございます。 

この場合は、市議会議員補欠選挙が31年１月に予定されておりますので、そこでの補充

ということで、それまでは今までどおりという形でやるという方法。 
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それから②番、定数は現行どおりで、委員会に欠員が出てしまった場合の補充を、何ら

かの形で補充する方法を別に定めて、定数が常に６なら６という状態が保たれるような形

をとるというケース。 

それから③番といたしまして、定数をふやすということでございますが、こちらは委員

会条例の改正、それから委員の選任に関する申し合わせの改正が必要になってきます。 

続いて３番、委員会定数の変更に伴う問題点といたしまして、上の①から③番に関して

の問題点を挙げてみたんですけれども、まず１番、現行どおりでいく場合の問題点といた

しまして、補欠選挙までの間は１つの委員会が委員を５人で行わなければならない。 

それから、来年３月の折り返しで委員会構成を新たにするわけですけれども、その時点

で、補欠選挙までの間、どの委員会を５人の委員会にするのかという問題が出てくるとい

うことでございます。 

それから２番目、定数は現行どおりで欠員の補充をするという場合の問題点でございま

すが、１人だけ複数の常任委員会に所属するということになりますので、１人だけの負担

がふえるということで、どうやって決めるのかということをあらかじめ申し合わせ等で記

載しておく必要があるということでございます。 

それから③番、定数をふやすという場合の問題点ですが、こちらはまず定数を何人にす

るかという検討、その際に委員の複数所属についてどのように決めるのか、それから全員

が２つの委員会に入るということであれば問題はないかと思いますが、定数が多くはなり

ますけれども。一部の方が２つの委員会に所属するというふうに決めるとすると、その不

公平感をどのように考えて決めるかということ。 

それから現在は、総務生活、産業建設、教育厚生の３つの委員会をまず決めて、そこか

ら原子力の委員を出していただくような形をとっておりますが、原子力安全対策常任委員

会の位置づけをどういう形にするのか、それから議会運営委員会と広報編集委員会の委員

をどのように決めていくのかというような課題が出てまいりますので、こちらのルールを

決めるために一から検討していかなければならないので、かなり議論をしていかなければ

ならないということになるかと思います。 

資料については以上でございます。 

委員長 ただいま事務局からの説明が終わりました。 

この点について皆さんのご意見をいただきたいと思います。 

今現在、産業建設常任委員会で１名欠員が出ておりますが、委員長、副委員長おります

ので、どんな状況か、活発な議論がされているか、それとも１人減ると低迷してるとかそ

ういうものが感じられているのか、その点をちょっとお聞きしたいと思いますけど、どう

ですか、委員長。 

寺門委員 活発な質疑はされておりますけれども、要は、委員長裁決がある場合ですね、要す

るに賛成、反対が２－２になりますので、今までもそういう危険性はあったんですが、議
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論の中できちんと賛成多数なり、そういう事態にはまだ陥っていないので、今後それは想

定されますけれども、それもやむを得ないかなと。 

やっぱり質疑、その議論のところをきちんとしていく必要がありますので、自由討議な

んかも数をふやして、その辺は運営をしていければいいのかなという気はしております。 

どうしても６名でなければならない、最低人数だろうと思いますので、それは確保が必

要なんですけれども、時間的に補選を経てからということになると、その間はちょっと厳

しいんですけどね、運営は。 

どうしたものかなということで、前回提案をさせていただいて、ふやしたほうがいいの

かなという考えもあったので、提案はさせていただいたんですけれども、やっぱり各委員

の勉強会等も開きますので、質問、要するに監視機能としての本命はですね、数が多いほ

うにこしたことはないんですけれども、後は質で補っていくしかないということで、考え

ています。 

以上です。 

委員長 ありがとうございます。 

今委員長から、人数は１名減はされてますが、活発な意見を取り入れながら質のよい委

員会ということで進めているということです。 

ここで検討しなければならないのは、来年の３月には、委員会が変わりますので、組織

の中で、そうするとどうしても１名減は出てくると思うので、そこをどうするか、その点

についてはやはりどこの委員会かが、１名減になってしまうんですよね。 

次の１年、その後に補選がありますから、そのときには今現在だと１名ふえて普通どお

り６名になるかと思うんですけど、その間の１年間ですよね。 

それをどうするかっていうのは、今後ちょっと検討していかなければならないというこ

とと、先ほど事務局の説明がありましたように、県内全域のアンケート調査をしていただ

いて、その中で那珂市と同じような人数での議会の流れを見ると、各委員会、３つとか２

つに分けながら行っているということで、２つの委員会を掛け持ちというか、２つ持って

いるっていうところは、現在ないということなんですよね。 

そういう面では、ちょっとその点については今後の課題というか、調査の中でいければ

なと思っています。改選を去年行って、２年の間にまたその組織の委員会の中を変えると

いうのもちょっといかがなものかなというのもあるので、調査的な研究という形で動向を

見ながら進めていければなとも思います。 

ただその１名をどうするか、今後ちょっと検討はさせていただければと思います。 

議長 常陸太田も３人欠員でそのままの委員構成でやっていたみたいです。 

それから、今委員長が言われたように、今度の３月の委員会構成のときに、どこに５人

を持っていくってことがやっぱり一番大きな問題だと思います。 

議案を見てみますと、やっぱり一番少ないところがだめっていうことではないんですけ
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れども、重要ではないということではないんだけれども、そういう割り振りの仕方も考え

なくてはならないのかなと思って、私はいるんですけれども。 

要するに、総務生活、結構あるところありますよね、教育厚生かな、割と長くなくなる

のは。そうするとやっぱりどうしても、産業建設あたりの議案が、重要なんだけども、少

なくなるのかな、そういうのを見ながら、もう一度、この委員会でね、議運で検討してい

ただいて、次のあれまでにはしっかりとした答えを出していただければ。委員長にお願い

します。 

委員長 ただいま議長からも話がありましたように、ほかの例を出させていただくと、常陸太

田市なども欠員が３名出てもそのまま変えずに行ってきたという例もありますので、当市

におきましても、６名ずつの構成の中で、任期中もきちんとその方向づけはさせていただ

きながら、ただ、今後そういう調査もしながら、いろんな先進地を見ながら、検討してい

くべきだとは思っております。 

ただ３月にはもう実際行わなくてはなりませんので、委員会の組織の編成については、

１名をどこにするかっていうことは、ちょっと今後の検討で早めにこれは、決めなければ

ならないかと思うんですよね。 

そういう点については勉強会後とか、ちょっと議運の中で検討させていただいて、これ

は12月の定例会までには、その組織の人数の部分をちょっと配分を考えていきたいと思い

ますので、よろしくお願いをいたします。 

あとは先ほど寺門委員からも先進地の視察ということで話もありましたが、議運として

も、そういう面でちょっと視察ができればと考えておりますので、その点についても皆さ

んの意見があれば、この場で意見を伺いたいと思います。 

どうですか。 

綿引委員 アンケートを各市に出して、この中で予算決算常任委員会というのが、ひたちなか

市、鹿嶋市、常陸大宮市、神栖市、常任委員会の定数の話なんですけれども、議運として

の先進地視察ということも含めて、予算決算常任委員会というのは、実際にどういう内容

を検討して、どういうタイミングでやっているのかとか、那珂市にこれがあったほうがい

いのか、なくてもいいのかって、その辺は私も不勉強でちょっとよくわからないですけど、

その予算決算常任委員会というのがよく知りたいです。 

議長 今は各委員会に予算決算も付託されてますけれども、以前は各委員会から、２名なり３

名なり出してもらって、予算委員会、決算委員会を別に立ち上げて、集中的に、要するに

委員さんが予算決算を審議しました。 

そうしたところがやっぱり、結構労力もかかるし、大変なんだって言って、その担当の

部署の予算決算、本当は勉強になるんですよね。委員会に入ると全部の予算決算を見るか

らいいんですけども、これが朝から晩まで、各委員会でやってるものをずっと続けるわけ

ですので、２日間やりました。 
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非常に那珂市の財政とかそういうのを見る面では、全般的にわたって勉強になったんで

すけど、そういう負担を減らすために各常任委員会の所轄部分の予算決算をその委員会で

やるということに今はなっています。 

綿引委員 かつて那珂市も予算決算常任委員会があってやってたんですね。 

（「特別委員会で」と呼ぶ声あり） 

寺門委員 やっぱりその常任委員会にするかどうかっていう意見も、その特別委員会がいいの

かどうかというのもあるんですけれど、今各担当の常任委員会で見ているわけですけども、

いつも結果ができちゃってから審査をするので、予算についてもね。 

本当言うともう９月、10月の段階で各執行部とのやりとりをしなければいけないと思う

んですね、予算については。最終年度内、ですから12月には、こういう事業はこういうふ

うにしてくださいね、この予算でっていう話ができるのが一番いいんだと思います。 

できちゃったものを３月に我々常任委員会で見て、数字が固まったものを見ても、だめ

だよっていう話はもうできなくなってしまっている状況になっていますので、それを考え

ると、やっぱり常任委員会の定数、先ほど１名欠員が出た場合にはどこの常任委員会が５

名になるのかという話も出ましたけれど、この予算と決算のところを全員でやるんであれ

ば全員のほうがいいんでしょうし、それでその分の項数がさけるのであれば、５人でもで

きるのかなと。そうなってもね、どこの所管でもいいのかなっていうのはありますね。 

一つ常任委員会の仕事の中でいうと、その予算決算の承認というのは非常に労力がいる

というところだと思いますので、その辺は考えたほうがいいかなと思います。 

ですから、予算決算常任委員会若しくは特別委員会で、全員でやるのがいいのか、代表

でやるのがいいのか、その辺もちょっと議論したほうがいいのかなと思います。 

委員長 予算決算委員会については、先ほど議長からも話がありましたように、以前は各委員

会から何名ということで行って、その中にちょっと若い方がどんどん出て、先輩議員が少

し控え目にしたという例もあったもので、それならば各常任委員会に任せて審議すべきだ

と。そういうこともあったんですよ。 

だからそういうこともあって、特別委員会ではなく、各常任委員会に付託させていただ

いて、専門のほうを審議するということになった経緯もあります。 

また先ほど寺門委員が言ったように、来年度の予算については、本来なら組む前に意見

を言いながら、予算の編成に対しての要望も出てくるかということもあるんで、そういう

点は今後、決算委員会などでもチェックして、じゃ次にどうするかっていうことを強く言

ってもらうような形をしていただければということで、実際もうやってるところもあるん

ですね。先進地であるんです。 

来年度の予算について、事前に議会と執行部とのそういうのもあるんで、そういうのも

踏まえて、どこかそういう先進地を見ながら、研修をして勉強していければなということ

を考えてますので、その点について今後、先ほど寺門委員からも先進地という意見も出ま
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したので、何度も言うように、ちょっとこの委員会で、やはり視察をしながら、勉強した

いなっていう点もありますから、またほかに視察地があれば、この年度中に企画をしてい

きたいと思いますので、ご理解いただければと思います。 

そういう流れでよろしいですか。 

副議長 まさにその今の話は、政策形成サイクルの話なんですよね。 

これが３年前、会津若松市議会の議長さんをお呼びしてＰＤＣＡサイクルをやった。そ

のときは、会津の場合は、さっきちょっと触れた市民の声を聞く会、いわゆる地域での声

を聞いて、それを政策に乗せるサイクルを会津はやっているんですよね。 

それが市民の声をいかに議案の段階で乗っけていくかという部分があったので、そうい

ったものというのは、全国的なものをもう一回勉強し直すというのは一つかなと思います。 

ただ先ほどの決算と予算の特別委員会に関しては、一応那珂市議会は委員会制にもうし

てあるので、やっぱりそれで専門性を持たせて今やっているという流れなので、これはこ

れでいいのかという感じがします。 

やはり特別委員会だというと一長一短あって、当然特別委員会の皆さんは全部わかるけ

ど、それに付託されちゃっているんで、予算決算の審議は、常任委員会には付託されませ

んので、せっかくその所管の常任委員会のメンバーであっても、予算は審議できないとい

うことに当然なるわけですね。 

それぞれ３つの常任委員会で所管して、市内の各種団体とも意見交換なども活発に行わ

れて、すごく専門性が今どんどん高まってきているかな。 

またそういうふうなものをもっと市民の皆さんに知っていただく時期なのかなとも思う

ので、一応方向性はもっともっといかに常任委員会の専門性を高めるかということに主眼

を置いたほうがいいような気がします。 

ただ、そういった意味でも、ちょっとその他になってしまうんですが、私も前回の勝村

委員と一緒に正副をやった議運の中で、今期に申し送りの部分として、専門的知見の活用

というものをもう少し具体化していただきたいというものがございまして、そろそろ今期

もちょっと終わりが見えてくるとなると、やっぱりいろいろと法的なものとか、先進的な

運用の面とかですね、我々議員も勉強はするんですが、なかなか執行部に対峙してくとき

に、そういった知識的なものが足りない部分がやっぱり実感する場面が出てきております

ね。 

そういった意味では各大学との提携というものをこの期のうちにですね、ぜひ君嶋委員

長のリーダーシップのもと、そういう専門的知見の活用をぜひちょっと議論にのせていた

だいて、形にできるといいなという感じがしておりますので、今後ともご検討いただけれ

ばありがたいと思います。 

委員長 ありがとうございます。 

専門的知見の活用ということで、大学の教授とか大学との連携ですよね。そういうのも
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今後の勉強会の中でも踏まえながら検討していきたいと思っております。 

議長 予算決算の面で三つほど、議会が否決したものがあります。 

一つは、保育所がそこのうどん屋さんの近くへ来るっていうときに、議会が否決しまし

た。そんなもったいないから、元のところを広げろとか言って。 

それからもう一つは、上菅谷駅のトイレ、2,200万円ぐらいのやつを、あと700万円追加

だと言って、それ冗談じゃないと言って、それも産業建設常任委員会で否決して、那珂市

の業者で上菅谷の駅の中につくらせていただいた。 

それからもう一つは、最近だけれども、菅谷地内の旧歯科医院の取り壊しを補正で出し

てきたのを、ちょっと待ったということで。だから委員会の動きというのは結構しっかり

しているのかなと自分では思っていますので、いいんじゃないですか。そういうことがあ

っても。全部ＯＫっていうわけにはいかない、やっぱりね。 

寺門委員 予算決算については、特に予算については、ＰＤＣＡサイクルを回すということで、

できるんであれば、今のところは予算策定については何ら意見ができない状態なので、で

きちゃったものに対して、じゃあいいか悪いかということなので、そこもさっき言った議

会報告会の形を変えて、市民討議会みたいなものにして、予算の面についてどうなのって

いう声を聞いて我々で、各常任委員会で把握して、じゃあこれはという話ができればいい

のかなというふうに、それはすぐにでも、別に特別委員会をつくらなくてもできるんで、

委員会の提言の中でやればというふうには、私もそれは思います。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

いろいろな意見をいただきまして、今後の議運の中で、方向性も決めながら行っていき

たいと思います。 

再度確認させていただきますけれども、議運のこの委員会で視察等についても、もし皆

さんの同意がいただければ、今後正副委員長とあと事務局と検討させていただきながら、

どこか先進地を視察していき、その中でいろいろまだ残っている今年度の課題のやはり専

門的知見ね、そういうものもちょっと見識を深めるとか、そういうものも入れて勉強して

いきたいと思いますので、皆さんどこか視察地があれば、遠慮なく提案していただいて、

できればこの年度の中で、視察をしながら、活発な議会運営委員会にしていきたいと思い

ますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

最後に議題ではありませんけど、行政視察の受け入れということで、やはり今回も、う

ちのほうに視察に来たいという市議会がありますので、その点についてちょっと事務局か

ら説明をお願いします。 

次長補佐 委員長のほうとはちょっと打ち合わせをさせていただいていたんですが、愛媛県の

西条市議会、議会運営委員会のほうから視察のお申し込みがございまして、日程を調整い

たしまして、８月２日水曜日、午後から、時間はまだ決まっていないんですが、午後とい
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うことでお受けすることにいたしました。 

内容といたしましては、平成26年に開催した定数報酬の公聴会について、それから、議

会広報誌について、それと一問一答方式の実施方法についてという３点を見たいというこ

とでのお申し出でございますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

委員長 愛媛県西条市から、議運の皆さんが来庁しまして視察ということで来るわけですけど

も、８月２日午後からの来庁ということですのでこれ議運の方、来られる方、もし都合よ

ければ、お迎えして、意見を交換できればと思いますね。 

実際に広報に関係してる人がいればいいですし、あとは議長も公聴会、報酬のほうでい

ますし、午後待機をしていただいて、その日はあけておいていただくということで、出席

できる方で対応させていただきたいと思います。 

皆さんの活発なご意見をいただきながら、今後の議会運営を進めていきたいと思います。 

勉強会も日程が決まりましたので、多くの方の参加をお願いして、本日の議会運営委員

会を閉会といたします。 

ご苦労さまでした。 

閉会（午前11時35分） 
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