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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12月１日（金）本会議散会後 

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）議案等の委員長報告について 

結果：定例会最終日に配布していた委員長報告を前日に配布することとする。 

     （２）委員会の定数及び構成について 

        結果：平成31年１月予定の補欠選挙までの間、委員が１名少なくなる常任委

員会に、暫定的な措置として副議長が所属することとする。 

議会運営委員会及び広報編集委員会の委員構成を一部変更する。 

     （３）議員勉強会について 

        結果：平成29年度第２回目の議員勉強会は、次回の議会報告会について議員

全員で協議することとする。 

     （４）議会報告会について 

        結果：上記議員勉強会にて協議の上、実施方法を見直す。 

 議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

     開会（午前11時41分） 

委員長 一般質問終了後の議会運営委員会、お集まりいただきまして誠にご苦労さまです。 

ただいまの出席委員は６名であります。 

定足数に達しておりますのでこれ議会運営委員会を開会いたしますので、よろしくお願

いいたします。 

職務のため、議長、副議長及び議会事務局職員が出席しております。 

議長の好意で挨拶は省かせていただきます。 

これより議事に入ります。 

始めに（１）議案等の委員長報告についてを議題といたします。前回の議運で議長から

諮問のあった件になります。 

始めに事務局からの説明をお願いいたします。 
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次長補佐 それでは、本日お配りしました資料の議案等の委員長報告についてというタイトル

のものをお願いいたします。 

議長の諮問がありまして、現段階で那珂市議会で行っている委員長報告までの流れを表

にまとめさせていただいております。 

そちらのまず確認になりますが、まず、議案、請願、それから執行部報告案件という三

つの形に表では分けております。 

左側がそのタイミングということになっております。 

議案、請願につきましては、会議規則に基づいて、進行しているものでございます。 

まず議案につきましては、定例会の７日前に議案書の配布と議案説明会を行っておりま

して、定例会初日に議案の上程、説明がございます。 

一般質問の終了後に、議案質疑と委員会付託を本会議において行っております。 

その後、具体的な議案の審議につきましては、常任委員会において行っているところで

ございます。 

そして議案につきましては、定例会の最終日に、各委員長からの委員長報告、質疑、討

論、採決という流れで行っております。 

請願につきましては、締め切りが定例会の10日前となっておりますので、それまでに受

理したものについて、その定例会で審議を行うということになっております。 

７日前には、請願陳情文書表、それから請願の内容についての写しを配布してございま

す。 

同じく一般質問終了後に委員会付託、常任委員会での審議、最終日の委員長報告、質疑、

討論、採決という流れでございます。 

一番右の執行部報告案件につきましては、議案以外の報告の案件についてでございます。 

７日前に常任委員会資料ということで、報告案件の内容について配布、そして、常任委

員会の中で、執行部からの報告と質疑応答を行っておりまして、最終日前日の全協で委員

長からの報告を行っているところでございます。 

こちらにつきましては、その下の米印のところに書いてございますが、執行部報告案件

については、常任委員会で説明の上、その内容を常任委員長が全員協議会に説明するとい

うことで申し合わせを決めております。 

続いて、委員会主義への移行という欄でございますが、これまでの那珂市議会での流れ

という部分になりますけれども、議会改革を行っていく上で、委員会の存在をより重視し

ていこうという流れに至っているわけでございますが、まず、そちらの転機となりました

のが、平成24年６月でございます。 

こちらは全員協議会の役割の変更ということでございますが、これまで一部全員協議会

で行っていた議案審議を実施しないこととし、平成26年からは、さらに執行部の報告案件

も所管委員会への報告という形に変えております。 
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平成26年の前は全員協議会で執行部からの報告を聞くというような形にしておりました

けれども、それも平成26年から委員会のほうに報告をして、委員長が皆さんにお知らせす

るという形に変更になっております。 

常任委員会での議案審議ということで、議案審議は原則的に常任委員会で実施する。 

こちらの目的でございますが、議案を詳細に審議することができ、審議過程を公開する

ことで開かれた議会を目指すということで、このような形をとっております。 

所属委員会以外の案件についての確認方法ということでございますが、所属している委

員会で、当然所管の議案等の審議を行うわけでございますが、それ以外の方がどのような

手段で確認ができるかというものでございますか、まず議案の内容につきましては、議案

説明会、それから本会議での議案質疑がございます。 

それから、委員会の審議内容及び委員会での審議結果につきましては、委員会の傍聴、

これはどなたでも傍聴はできることになっております。 

それから、最終日本会議での委員長報告、それから委員長報告に対する質疑で確認する

ことができるということになっております。 

委員長報告に関しましては、本会議の最終日にペーパーで皆さんのところに配付してい

るわけでございますが、こちらの内容を１日前に知っておければ内容がわかるということ

であれば、こちらの報告書の紙ですね、こちらを前日にお渡しすることはできるのかなと

いうふうには考えております。 

私からは以上でございます。 

委員長 はい、ただいま説明が終わりました。 

ここで皆さんのご意見を伺いたいと思います。どのようにしたらよろしいでしょうか。 

委員長報告、最終日に報告した案件についてをどのようにしたらよいか、皆さんのご意

見を伺いたいと思います。 

議長 これを読んでみますと、本来ならば要するに自分の疑問であったものは、各委員会へ出

向いて傍聴したりすることは可能なわけなのね。 

ただなかなかそこまで各議員さんが、委員会でやっているからそれを傍聴して、結果を

聞きに行こうかなというのがちょっと薄いかなと思われます。 

本来はこのとおりで十分なわけなんだけども、要するに最終日に委員長報告があって、

それに対して賛成、反対の決が出ちゃうわけですよね。 

考える余裕がないというようなご意見で、今回集まってもらったんですけれども、今事

務局が言うように、最終日に出す委員長報告が前日にファックスなりメールなりで各議員

さんに届けば、一晩考えるっていうか、そういう余裕が出るのかなという思いで今私はお

ります。 

本来この委員会主義への移行というところをずっと読んでみると、本来はこのままでい

きたいんだけど、やっぱり議員さんから、委員長報告があってそれに対してすぐ賛成反対
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のあれを言われても、困っちゃうというような意見があったので、最終日に発表する委員

長報告が、前日に皆さんのお手元に届くような段取りをして、それぐらいでご理解をいた

だければなとそういうふうに思っています、私は。 

委員長 ただいま議長からですね、最終日に委員長報告をする案件についての文章等を前日に

お配り、またはファックス等でお知らせしていただいて、それを皆さんが事前に協議をし

ていただければということでよろしいんではないかというご意見ですけれども、そのほか

ございませんか。 

勝村委員 今の話で、例えばこの全協でその報告書を配付した場合、その場でまた質疑とか出

た場合にはどういう取り扱いをするかということも考えなくちゃいけないね。 

委員長 全協を前日やりますね。そのときに配るだけ、それかあとはファックス等で送るなり。 

ですからそこで協議するわけではなくて、もう一応こういうことを明日報告しますよと

いうものを皆さんに事前に知らせておくと。 

勝村委員 報告するやつの報告ね。 

委員長 それの了解をいただければ、当日配られてそこで判断するよりは、前日なりに目を通

しておけば、そこで判断ができるということで。 

先ほど議長が言いましたように、議会改革の中でも、各常任委員会については、傍聴も

可能ということでオープンにしていますので、もしそういう議案等、審議等について興味

のある方は、時間をとっていただいて傍聴していただくとか、そういうので各自審議もし

ていただくと、そういう流れで行って今現在いるわけですから、その点については、事前

の前日に配布だけということでもよろしいんではないかという意見だと思いますけど、そ

のほか何かありませんか。 

寺門委員 私も本来、常任委員会でやるべきことをやっていくのが一番いいのではないかなと

いうふうに思います。 

というのは、当然常任委員会も開かれて、市民の皆さんにどんどん傍聴に来ていただけ

るようになっていますので、そこでの侃々諤々した議論も聞いていただけるというのと、

所属委員会以外の場合ですね、私含めて関心ある議案、あとは意見がどうも割れそうだな

とかいう部分については、前もって聞いておくというのがまずこれは基本になるのかなと

いうふうに思っています。 

担当以外でもどんどん傍聴は自由にできますので、それからもう一つ、今報告している、

本会議で最終日に採択する前に、報告しますけれども、全部は当然報告できませんので、

要点だけ、賛成反対とこういう経過でということをもう少し詳しく説明したほうがいいの

かなという気がしますね。 

それで今度はそれについて質疑ということで、よその議会も聞いてはみたんですが、や

っぱり最終日、本会議で時間をとって、十分質疑、討論もやっていくということなので、

そういうふうにしているところがあります。 



 - 5 - 

ですから、最終日ちゃんちゃんちゃんで終わるということではないので、今までもそう

ですし、ちゃんと質疑はあって、討論もやってということなのでね。 

それが本来の姿だと思いますので、質疑等をやるためには、やっぱりもう少し詳しく報

告したほうがいいのかなというふうに思います。 

やっぱり前日にファックスないし、文書でお知らせはするほうがいいと思います。 

委員長 ただいま寺門委員からは、やはり前日に報告案件を配るかファックス等で送っていた

だくと。 

その他にやはり、審議内容等についてを委員長報告の中で、少し詳しく、今までよりは

深く報告をしていただければということで、そして審議をしていただければという流れで

はどうかという意見だと思いますので、そのほか何かありませんか。 

副議長 今の寺門委員の話を聞いて思ったのは、議長のご提案としては、最終日に報告するも

のだけを事前に各議員に知らせておけば準備ができるだろうというご提案があったと思い

ますが、今のをお聞きしてみると、例えばその文書に出ているもの以外にも、何か疑問が

あるものは、最終日の前にもう少し説明ができるようにすればいいなということになると、

この最終日前日の全協で配布をして、そこでも報告して質問を受け付けるみたいなことも

やると、それ以外のものも聞けるというふうな議論は確かに広く深く深まる気はしますが、

ただ、それもできるし、全協自体の位置づけももうそれは正式な会議になっているので、

当然公開だし、ただそれをやった上でも最終日の委員長への質疑もできるというふうなこ

とがいいという話なのかな、なんてちょっと受け取ったんですが、そこまでやる必要があ

るかどうかの話かな。 

委員長 違います。 

寺門委員 そうじゃなくて、そこまでやっちゃうともう、例えば全協でやってまた翌日最終日

に本会議でもう一度質疑やって討論やってという二重と言いますか、全協も公開されてい

るので、それはそれでありかなとは思うんですけれども、大変になっちゃうので、やっぱ

りそうなると、全協でやっておいた場合を想定すると、翌日最終日に多分静かなというか、

さあーっと流れていくような気がしちゃうので、全部その前日に一戦交えて全部終わっち

ゃって、皆さん了解済みですね、当日、最終日はいいです、質疑もなくっていうようなこ

とになりかねないなということなので、そこはもう少し、全協じゃなくて、お知らせする

内容のところを常任委員会で決議した過程をもう少し詳しくお知らせするということで、

本会議の中でやるのがいいと思います。 

委員長 私の説明不足だったかもしれないですが、寺門委員は配っていただければ、あとは本

会議で最終日に詳しく委員長が今までよりちょっと詳しく報告していただければ、いいん

ではないかという提案をしてくれたということですよね。 

寺門委員 余り広げすぎちゃうと多分、収集がつかなくなりますから。我々委員長もそれは質

疑受けるのもね。 
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委員長 前日にそれをしちゃうと次の日の報告の意味がなくなっちゃうっていうこともありま

すからね。 

そのほかありませんか。 

なければ最終日前日に、委員長報告については、配るかファックス等で皆さんに送るか、

どちらでも結構ですか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 よろしければそのようにさせていただいて、次の委員長報告をちょっと内容を深めて

報告していただくということで、進めたいと思います。 

ではそのように決定をいたします。 

続きまして（２）委員会の定数及び構成についてを議題といたします。説明よろしくお

願いいたします。 

次長補佐 それではもう１枚の資料、委員会の定数及び構成についてというものをごらんいた

だきたいと思います。 

委員会の定数につきましては、７月５日の議運で協議をいただいたところでございます。 

茨城県内の市議会のほうに、こちらから問い合わせをした結果などをお伝えして、委員

会の定数については、現行どおりとし、平成31年１月予定の補欠選挙により定数が満たさ

れるまでの間、暫定的に１委員会を５名で運営するというところまで決定をいただいたと

ころでございます。 

どの委員会を５名にするかという部分について、そこの議論がまだされていませんでし

たので、そちらを決定していただきたいということが１点。 

それから、委員会構成についてでございますが、現行の委員会の構成につきましてはま

ず、三つの常任委員会を決めていただいて、その上で、原子力、議運、広報の委員を決め

ている形になっております。 

各常任委員会の委員の中から、それぞれ２人を互選するという形で決めていただいてい

るのが現状でございます。 

これを２年間やってみまして、ちょっとご提案といいますか、皆様のご意見をお伺いし

たいという部分がありまして、今回議題にさせていただいております。 

委員会の構成につきまして、まず、表の下のところですね、議会運営委員会なんですが、

今のところ特になんの縛りもなく２人を出していただいている状態になっておりますが、

議会運営全般、それから議会改革、議会報告会などについて協議した経過や結果の共通理

解のために、３常任委員長が所属してはどうかということでございます。 

特に議会報告会などにつきましても、議運で決まったことの共通理解といいますか、委

員長がわかっていていただけると報告会の流れとか報告会が終わった後どういうふうにし

ていくかという部分の共通理解が得られると思うんですけれども、それ以外でも、委員会

の運営ですとか、議会運営の問題点などについて、議運の場でそれぞれの委員長からご意
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見をいただくと、委員長会議のような形で、それぞれの問題の協議とか、共有が図れるの

かなということで、議会運営委員会につきましては、三つの委員会から委員長と委員の２

人に入っていただくということにしてはどうかなということが１点。 

それから、広報編集委員会なんですが、広報編集委員会についても、いろいろ見直しを

して、議会だよりのほうの見直し等を進めてきているところでございますが、開かれた議

会のための情報発信の役割をさらに担うため、各委員会の情報を積極的に発信していける

ように、原子力と議運の委員を追加してはどうかということでございます。 

こちらにつきましては、議会だよりがますます大きなウエートを占めていくのではない

かなということで、原子力と議運の委員が入っていませんので、今、議員の皆様主体で議

会だよりをつくるという流れに変わっておりますので、それぞれ記事を書いたりする場合

に、皆さんが入っていただけるとそれぞれ分担して、どこの委員会とか議運で決まっ議会

改革のこととか、そういうことに関しても積極的に発信がしていけるのではないかという

ことで、このような形にしてはどうかということでございます。 

今、総務生活の委員会から選出されて議長が広報編集委員会に入っていらっしゃるんで

すけれども、やはり公務と重なってしまうということも多いので、議長は除くという形に

してはどうかなということでございます。 

そうしますと、問題点としまして、議運と原子力の方は、広報にも所属しなくてはいけ

ないということで、負担がちょっと増えてしまうという部分が発生します。 

それと反対の面で議運と原子力と広報、いずれにも入らない方ができてしまうという問

題がございます。そちらの件がございますので、皆様のご意見をいただきたいと思いまし

て、資料のほうを作成いたしました。 

変更案といたしまして、議運のほうは、先ほど言ったとおりの委員長と委員の組み合わ

せ、広報のほうが総務、産業、教育、原子力、議運というふうな形で５名入っていただい

て、総務、産業、教育からお２人ずつ入っていただくと、人数がかなり多くなってしまい

ますので、ちょっとその辺も考慮して、この表では、それぞれ各１名、それから総括的な

立場として副議長。 

今も広報に副議長が入っているんですけれども、副議長に入っていただくという案で一

応つくってみたんですけれども、その辺について、ご意見をいただければと思います。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 ただいま説明が終わりました。 

まず初めに、委員会定数及び構成についてから決めていきたいと思います。 

まず、今現在産業建設常任委員会が５名で行っております。 

これについては、平成31年の補欠選挙の間までは５名ということでお願いはしています

が、次回ですね、補欠選挙の前も委員会構成がありますので、そのときもこの体制でよろ

しいか皆さんのご意見を伺いたいと思います。 
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今までの議案や報告案件の数から見ても、産業建設常任委員会が審議する数がちょっと

少ないというのもあるんですけど、それは今までの経緯ですから、これ今後どうなるかわ

かりません。 

ただ、どこを５名にするか、皆さんにちょっと検討していただかないと、この後の３月

からの委員会構成が決められませんので、皆さんのご意見を伺いたいと思います。 

寺門委員 定数はやはり私は６名でよろしいのではないかというふうに思います。 

産業建設が今１名欠員なので、そういった場合は、これは次回改選後も当然発生しうる

話なので、補完的に例えば、副議長さんが大変になっちゃいますけど、暫定的に補完をし

ていただけるというようなことも一つ、これは副議長さんじゃなくて、どなたかというこ

とですね、１名、ピンチヒッターということで。例えば議長は当然公務がありますので、

あれですけども、あるいは暫定で欠員の場合は欠員のままでいってもやむを得ないのかな

という部分はあるんですけれども、一番心配なのは、チェック機能が少し二つの目が、視

点が減っちゃいますんでね、それが弱まるということなんで、それをどう補うかっていう

とやっぱり１名、補完的な代打要員を用意しておいて、その方に暫定的に賄っていただく

というのは、どうかなというふうな私の意見です。 

委員長 今、寺門委員からはその３常任委員会の中で、産業建設と決めないで、５名の委員会

に対して、誰か補充ということですよね。結局、そういう形ですよね。 

それでも産業建設と決めて、そこに１名だれかが入ってもらうということですか。 

寺門委員 欠員が出た場合ですね、６名が欠けちゃったよというときに。 

委員長 今後そうすると、６名体制で３常任委員会で。 

寺門委員 産業建設は今現在５名でやってますから、これは５名でこのまま当然やらざるを得

ないというのはあるので。 

委員長 ただ３月からの委員会構成の中でどこを補選がある１年間まで５名で行うかをまず決

めなきゃならないと思うんです。 

ですからその委員会を皆さんでどこがいいかを決めないとまずいかなと思うので、ご意

見を伺いたいと思います。 

副議長 これは来年３月までは現行でいくしかなくて、それ以降の話し合いですよね。 

そうなると、ちょっとこれだけじゃなくて考えなきゃいけない要素が多分２点あって、

まず議長そのものを常任委員会に入れるかどうかっていう話がちょっと別途あるんですね。 

ほかの議会を調べても議長は常任委員会に入ってないというところが多いので、いわゆ

る中立公平性の観点から、そこをどうするかということと、今地方自治法の改正によって、

２常任委員会に入ることができると。１人の議員がね、２つの常任委員会に入ることがで

きるので、それだけチェック機能を強化することができるということもあるので、これを

ただ単に一つの常任委員会だけに入るような今までの現行の形にするのか、それとも１人

の委員が、総務生活と産業建設と例えばね、二つに入るような感じにみんなするようにす
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るかということで、チェック機能を常任委員会としても高めるようにするかっていう議論

は多分どこかでしなきゃいけないかなと思ってまして、そうなると、この原案だけの話じ

ゃもうなくなってくると思うんですね。 

だから欠員が１名いて17名で、議長が抜けるとなると16名の中で３常任委員会をどう回

すかというそういう議論になってくるような気がしますから、そうするとこの後のこの広

報とか原子力の関係もちょっと全然話がそれに連動して、みんなばらばら変わってくるよ

うな気はするんですが、そこらどうでしょう。 

委員長 それについてなんですが、先ほどちょっと事務局の説明があったとおり、県内の市議

会の委員会構成を調査させていただいた中でも、２委員会を請け持っている、二つの常任

委員会に所属している議員の構成がまだどこもないという報告なんですね。 

事務局長 今副議長からあった話はごもっともな話で、これはこれからの課題になると思いま

す。ただ、せっぱ詰まってるのは、今度３月の議会で常任委員会の構成ををしなくちゃな

らないということで、まずは、一つの１年間だけ欠員がいるところをまず決めていただい

て、今副議長が言われたものについては、改選を目指して、ちょっと議論しなくちゃなら

ないということだと思います。 

今副議長が言われたとおり、この近辺でも水戸市、ひたちなか市、日立市、東海村など

については、条例で議長は抜くというふうになっていますので、そういったことも含めて

今後の議論になると思います。 

ですから、まずはそのせっぱ詰まった１年間のものについて、まず決めていただくのが

いいのかなというふうに考えてます。ちょっと時間がかかると思うんですね、その議論に

なっちゃうと。その辺についてはちょっとじっくりお願いしたいと思います。 

委員長 今副議長からのお話は、今後ですね、それは議論していただいて、ただ、もう来年の

３月には各常任委員会の組織をまた変えていくという流れで、今どこを５名の委員会にす

るかっていうのを決めていただきたいということがまず先なものですから、その意見でど

こがよろしいか。 

勝村委員 ５人でいいよって言ったら、そこだけっていうのはね。 

委員長 ただ今までこの１年間近く、大変でも産業建設常任委員会が５名で行っていただいた

経緯があるんで、ただそれを産業建設に任せるというわけにはいかないかもしれないし、

どこをとにかく５名で１年間。 

勝村委員 副議長は、二つかけ持ちをすると。とりあえず１年間でしょう。再来年２月には決

まるわけだから。 

委員長 そうするとですね、先ほど広報委員会のほうの提案をしていただいた組織の中でも副

議長に入っていただくと。議長は公務関係もある、オブザーバーなんですけど、こちらは

入ってもらわないで、副議長が入るという流れできた場合に、たいへんでもその１年間、

副議長がそのほかの常任委員会をかけ持ちでやっていただくと、そういう形になるかと思
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うんですね。 

この後の組織の中で、皆さんの承認がいただければ、そのようになるかと思うんですが、

その点について、どうなのかっていうことですね。 

木野委員 確かにやっぱり広報委員会というのは、副議長が入っていただいて、オブザーバー

の立場で見ていただいたほうがいいと思うんですね。 

ですから副議長になる方が、今回は本当に１年間だけ３つやっていただくということに

なるかなと。実際のところやっぱりオブザーバーがいる、いないというのは大事だと思う

んですよね。ですからその辺は皆さんのご理解をいただいて。 

委員長 ちょっとまとめさせていただきます。 

各常任委員会は６名構成で行うということで、その中での人数配分は１名今欠員が出て

いますから、その欠員が出た委員会については、副議長がそこに１年間入るという形をと

ってはどうかという意見ですよね。 

そうすると、その委員会が副議長が入っているところじゃない別な委員会を選ばなきゃ

ならないということなりますね、そのときはね。そういう了解の中で決めさせていただく

ということでよろしいですか。 

６名の委員会構成の中で欠員が出た委員会については、副議長がそこに入ると。ですか

ら、副議長は、二つの委員会をやるという形で。 

そこを副議長が補うということに決定をいたします。 

５名の委員会は、ここで決めることはできないということでよろしいですね。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 ではそのように決定をいたします。 

それとですね、先ほど議会運営委員会は、この組織の構成の中でも、各常任委員会の委

員長が入っていただくという流れで、委員長とほか１名委員が入っていただくと、そうい

う組織の構成でよろしいですか、皆さんの意見をちょっと伺いたいと思います。今現在は

委員長じゃない方も入ってこの議運を行ってますが。 

木野委員 やっぱり委員長に入っていただいたほうが、一般質問の件があるときに、委員長の

意見を聞かなくちゃいけないと思うんですね。ですから議運で決めるときには、委員長に

必ず入っていただくという、そのほうがやっぱり流れ的にはいいかなと。 

今までは多分そういうふうになってたと思うんですよね。ですからその辺でやっぱりこ

の案でいっていただければと思います。 

委員長 一般質問の調整もあるということで、やはり各常任委員会の委員長は、議運に入って

いただくと。そのほか１名が委員として入って、６名構成でよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ではそのようにいたします。 

続きまして、広報編集委員会については、現在はですね、原子力、議運からの１名入っ
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ていません。 

今後は、原子力と議運から１名ずつ広報に入っていただいてはどうかという提案があり

ましたが、これについてはどうですか。 

よろしいですか。 

副議長 ただですね、こういう考え方はいいと思います。いいと思うんですが、例えば総務、

産業、教育はこれいいとして、原子力と議運がちょっと運用上なんですけど、原子力の人

も総務のほうから議運も総務のほうからってならないように、うまくちょっとバランスが

割れたほうがいいような気がするんですよね。 

この原子力と議運から来る委員はどの常任委員会か分からないですよね、３常任委員会

ね。あんまり偏らないほうがいいと思うので、運営としてね、明記することもないとは思

いますが、運営上気をつけたほうがいいかなと思います。 

副議長は二つ所属してしまっているからしようがないとして、それだけ意見として。 

委員長 広報委員の原子力、議運については、構成の中で調整をしていただいて、余りダブら

ないという構成で行いたいと。 

原子力安全対策委員会については、各常任委員会から２名ずつ、これは別に委員長とか

云々じゃなくて、２名ずつですから問題ないですね。 

副議長 ちなみにこれ、事務局から説明があったようにどれにも属さない人が出てくるような

話もあったけど、そういう可能性もあるんですか。広報にも原子力にもいかない人が。 

事務局長 可能性としてはありますので、その辺も含めて構成を出す場合には委員会の中で、

よく協議をしていただきたいということです。 

委員長 できるだけ、皆さんに入っていただけるように調整を委員会でしていただいて、どこ

にも入らない議員があまり出ないように、その辺をお願いしたいということで進めたいと

思います。調整するということで。 

寺門委員 総務、産業、教育でそれぞれ２名ずつ、最初手を挙げて絞り込まれるんですけど、

どこかが５人になるわけですよね、それはよく説明をしておいていただいたほうが。 

委員長 構成の時にね、きちんと説明をして、１名分の不足には副議長が入るとか、やっぱり

きちんとその副議長がそこと同じ所属をしないように、そこも考えて。 

そのように委員会の構成については、変更させていただくことで決定をいたします。 

続きまして、議員勉強会についてを議題といたします。 

委員長 今年度１回目の勉強会については、先日東京で実施いたしました、早稲田大学マニフ

ェスト研究所主催の研修会で議会報告会などを勉強させていただきました。 

その感想も伺いながら、本日は、第２回目の勉強会について検討していただきたいと思

います。皆さんのご意見ありましたらお願いをいたします。何かありませんか。 

急に言っても皆さんちょっと出ないと思うんで、この勉強会については最終日前日の14

日に議運を開きますけど、もしそのときまでに皆さんで次回の勉強会についての講師とか、
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いつごろの時期がいいか、３月前ですね、第２回は。 

次長補佐 一応年２回はやろうということで進めている中で、今年度は前回行っていただいた

11月15日が１回目ということでしたので、ちょっとスケジュール的には後ろに押している

状態なんです。２回目をどうするかということなんですが、１月２月ぐらいで、２回目は

やろうかということでお話はあったと思うんですが、日程もかなり立て込んできておりま

すので、第２回目の題材のほうをちょっと早めに決めていていただきたいということで今

回お願いしている状況でございます。 

委員長 この間やったばかりでまたすぐってなっちゃって、あれなんですけど、年２回はやろ

うということで、決めてきてますので、その点でもし、１月２月ちょっと忙しい時期にな

ってくるかと思うんですけど、皆さんのご意見を伺いたいということで、宿題という形に

させていただいてもよろしいですか。 

ここでいつと決めるよりは、ご意見いただいてまとめていきたいと思います。 

どうしても日程等が合わない場合には、次の年度でということも考えなければなりませ

んが、できれば１月２月で勉強会をもう一度やりたいということで、皆さんのほうに宿題

を出させていただくということでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 ではそのときにこないだの勉強会の意見等も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。 

続きまして議会報告会を議題といたします。事務局の説明をお願いいたします。 

次長補佐 報告会につきまして資料はご用意しておりませんが、きょう議題にさせていただい

たのは、報告会のやり方を５回やった節目ということで、ちょっと見直そうということで

前回お話がありまして、15日の勉強会のときにも、議会報告会のあり方というか、運営方

向ですね、そういうものを見直すきっかけになったということでございますので、やり方

を一から変えるとなると、毎年５月に開催しておりまして、広報関係で、周知を４月頭か

ら始めている状態ですので、例えばテーマを決めるというような形になりますと、テーマ

も含めておしらせ版等で載せるには、どうしても３月にはもう決定していないと周知が遅

れてしまうという問題があります。 

来年の３月に委員会構成でまた議運のメンバーが変わるという状況の中で、今のこの議

運のメンバーで新しい報告会のスタイルを決めるのか、新しい議運で決めるのかというこ

とがあるんですが、５月に開催するという場合には、かなり前倒しでポイントを決めてお

かないと、周知が間に合わないということがありまして今回議題にさせていただいていま

すので、よろしくお願いいたします。 

委員長 ただいま議会報告会についての説明がありました。 

議会報告会についてはですね、５月に一応計画させていただいてるという流れでいくと、

もう４月からのスタート、その中で広報関係等についてはお知らせを３月からいくとなる
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と、もう今の時点で決めていかなきゃならないものですから、その方向性をどのようにす

るか、その点についても決めていかなければならないかと思います。 

皆さんのご意見を伺いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

綿引委員 そういうわけで、また５月にやるのには３月にはもう方針を決めなくちゃならない

と。そうするともう12月だから、この場でといってもなかなか難しいと思うので、あるい

は、その最終の議運でといってもなかなか。 

ただ、この間議会の勉強会で大分ヒントがあって、那珂市議会報告会という名前がもう

古いとか、あとホワイトボードを使えとか、市民の皆さんは、過去には興味がなくて、現

在と未来が興味の対象だとかって、すごくヒントがたくさん上がってきた、ああそうだよ

なって思いで、みんな帰ってきたと思うんですけど、じゃ具体的にどうするっていう話が

まだ全然煮詰まってないと思うので、やっぱり議運がもちろん中心になって進めなくちゃ

いけないんですけど、ある程度我々で煮詰めてほかの議員の皆さんに、今回の勉強会でこ

ういうヒントがあったから、こんなふうにしてはどうでしょうっていう何例かの変更点と

いうか、そういうのを提示できるようになれば、議運としても格好いいんじゃないかなと

思うんですけども。 

だからそれをきょうから３月までの残された数カ月のスケジュールで足りるのかどうか

っていう、その辺なんですけど。 

委員長 別にこれ５月に決定しないで、逆に秋の10月ごろとか、そのころに変更することによ

って、もっと議運も、次年度の議運の方と、みんなで協議しながら、それについて報告会

を検討する方法もあります。 

ですから、ここで３月までに決定して、こんなふうにしたいっていうのは、５月ならば

そういう形をとらなきゃなりませんが、逆に延ばすことによって、みんなの意見をいただ

いて報告会を変えるということは、これもまた一つかと思うんで、その点について皆さん

のご意見を伺っていければと思います。 

綿引委員が言ったように、やはりみんなで研修を受けてきたので、その流れをみんなで

検討してやるのも一つの方法だと思うんですね。 

副委員長 いろいろ時期的なこともあるでしょうけれども、３月に所属がみんな変わりますよ

ね。委員会含めて。 

新しく議運になった方々で練ってもらってやるというのが、開催の時期をずらしてもで

すね、ここの人がまた変わっちゃうのに、いろいろあると思うので、新しい議運の方にい

ろんなこれからのやり方っていうか、検討していただいて、確かに綿引委員が言うように

皆さん勉強会やってきましたから、私はちょっと欠席になっちゃいましたけれども、その

人らがやっぱり勉強したものをプラスしていただいて、新しい議運のメンバーで方法、開

催日などを決めてもらうのがいいのかなとは思うんですよね。 

私はそのほうがいいかなと思っています。 
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寺門委員 やはり私も綿引委員と同じくですね、12月に一度、研修参加者も含めて、皆さんで

一度、どういうふうにしましょうという話をざっくりと、ホワイトボードも使ってやって

ね。話を一度まとめておいたほうがいいと思うんですよ。方向性とどういうふうにやるっ

ていうのを。 

日にちも５月にやるのか10月にやるのか、５月だともう先ほど事務局から説明がありま

したように、テーマも決めて、内容も決めてというふうになるので、それで皆さんの意見

で５月にやりましょうねということになれば、それはそれで進めなければならないし、そ

うするともう12月で、方向性が出ていれば、いくらでも対応はできると思いますので、第

１回目の研修の結果をまとめておく必要は大いにあると思いますので、ぜひ一度集まって

というのを企画したほうがいいと思います。その中でやるということで。 

委員長 そうすると全協というか、皆さんの中で、そういう報告をしながら検討してもらうと

いうのもいいのかっていうことですね。 

そうすると、逆に了解もらうのならば、ちょっとテーマを変えて、次回は報告会をちょ

っと変えていきたいということを伝えて、それに対して少しこう皆さんで検討していただ

きながらとなると、次回の議運にお任せするような形で、それまでの流れはこういうテー

マでという形で決めてあげないと、ゼロからどうですかじゃなくて、こういう流れで次回

はテーマを決めて、こういう報告会をやりたいというような形で持っていって報告してあ

げれば、次の議運の方たちはやりやすいのかなと思うんですよね。計画しやすい。 

日程等についても、逆に５月じゃなく、逆に少し先にやるか、５月にできるとなれば５

月でも結構ですけど、やはりそれなりにやるならばテーマも決めて、お知らせをしなきゃ

ならないとなるともう３月にはある程度決定をしなきゃならない、場所もどういうふうに

進めるかとなると、本当に忙しいと思うんですよね。 

テーマを決めた場合に、できれば各常任委員会とか何名かでテーマをもとに出向いて報

告会をやるのも一つの方法かなとかそういうのもありますので、ちょっとそういう意見を

出しながら、皆さんの意見を聞くとか、そういうやり方も一つかと思うんですね。 

ですから、ちょっと今回研修に行ったものを参考に、次回の報告会は、今までの報告会

とは違った報告会をやってみたいという形でもよろしいですかね。 

やはりテーマを決めるのも一つかなと。テーマでやってみるとか。 

副議長 まさしく君嶋委員長おっしゃったような流れでいいんじゃないかなと思うんですね。 

せっかく勉強会に行ってきて、例えば議員間討議のあり方みたいな、その基本みたいな

話も聞いてきたと思います。 

だから例えば研修を受けてですね、この議会報告会自体をどのようにしましょうかとい

うのを議員間でまさにちょっと討議してもいいんじゃないかと。 

どういうテーマを設けてやりましょうか、いつやりましょうか、一番意見が出ないスク

ール形式がいいのか、グループディスカッションがいいのか、ワールドカフェスタイルな
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んて話もありました。 

そういったものをせっかく聞いてきた。それを議会報告会のあり方自体もね、ちょっと

全員協議会という場で議員間討議の手法を使って、いろんな意見を、我々議員として意見

をそれぞれ集約してみるみたいなことも、これはせっかく、今期、君嶋委員長、萩谷副委

員長の議運体制のもとでやってきた勉強ですから、これをちょっと生かしていくために、

残りの期間でね、少し我々話し合いというのをやってみてもいいんじゃないかなっていう

感じはしています。せっかく良い研修を受けてきたと思うので。 

委員長 そうですね、そういう形でちょっと皆さんで。 

そうすると逆にですよ、勉強会ということじゃなくて、この報告会について、議員全員

で、みんなでもう一度勉強してみようと、テーマ型がいいかとか、そういうのも勉強会の

一つかなと。 

ですから講師を、呼んで云々じゃなくて、議会報告会について、もう一度みんなで議論

してみましょうっていうのも一つの勉強会かなということで取り上げていただければ、全

協でお集まりいただくと。 

それならば１月でも、12月でもそういう形もできるかなと思いますので、そういうこと

もちょっと頭に入れておいてもらって、次回の議運のときに、皆さんの意見を伺いたいと

思います。 

そのように進めていきたいと思いますので、よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それではそのように決定をいたします。 

以上で議会運営委員会を閉会といたします。 

どうもお疲れさまでした。ありがとうございました。 

閉会（午後12時38分） 

 

   平成３０年１月２２日 

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


