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那珂市議会 議会運営委員会記録 

開催日時 令和元年６月20日（木）午前９時30分 

開催場所 那珂市議会第２委員会室 

出席委員 委員長  寺門  厚    副委員長 笹島  猛 

委 員  花島  進    委  員 筒井かよ子 

委 員  木野 広宣    委  員 萩谷 俊行         

職務のため出席した者の職氏名 

議  長 君嶋 寿男    副議長  古川 洋一 

事務局長 寺山 修一    次 長  飛田 良則 

次長補佐 横山 明子     

会議事件説明ため出席した者の職氏名（総括補佐職以上と発言者） 

市  長 先﨑  光    副市長 宮本 俊美 

総務部長 加藤 裕一 

会議に付した事件 

（１）議案の追加について 

…執行部より議案３件の追加提出あり 

 （２）令和元年第３回定例会会期日程（案）について 

    …日程案のとおり了承 

 （３）その他 

    …「議員と語ろう会」、なかひまわりフェスティバルのブース出展、先進地視察に 

ついて協議 

 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27分） 

委員長 おはようございます。 

ただいまの出席委員は６名でございます。欠席委員はございません。 

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。 

会議事件説明のため、市長、副市長、総務部長の出席を求めております。 

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。 

ここで議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 皆様おはようございます。 

第２回定例会もあすが最終日となりました。 

本日議案等の追加、令和元年第３回定例会の日程等の案として、審議がありますけれど

も、皆さんにお配りをさせていただいた資料について、議会改革度ランキング、ことしは

269位ですね。昨年から100位ぐらい後退はしてしまったんですけども、議会改革はどんど
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ん進んでいると私は思っております。 

またこれからも皆さんのご協力を得て、議会改革に向けて進めていきたいと思いますの

で、寺門委員長を中心にお願いをしたいと思います。 

簡単でございますが挨拶にかえさせていただきます。ご苦労さまです。 

委員長 続きまして、市長よりご挨拶をお願いいたします。 

市長 おはようございます。 

本日の議会運営委員会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

議員各位におかれましては、連日慎重なるご審議を賜っており、厚く御礼を申し上げま

す。 

また、本委員会の皆様には、日ごろより円滑なる議会運営のためにご尽力を賜っており

ますことに対しまして、合わせて敬意、感謝を申し上げる次第でございます。 

今、君嶋議長からもありましたけれども、今朝の茨城新聞にも、常陸大宮市で議員がも

っとさらに勉強しようなんて記事が載ってました。 

常に改革をしようという姿勢は非常に大事だと思いますので、これからも寺門委員長中

心に、ぜひご研鑚をいただければありがたいなというふうに思っております。 

また、会期中でありましたけれども、先週の日曜日にＮＨＫのラジオ体操がございまし

て、1,700人、あの天候にもかかわらずお集まりいただきまして、大成功に終わりまして、

改めてお礼を申し上げます。 

さて本日は、追加案件としまして、最終日に上程いたします議案３件及び全員協議会へ

の付議案件１件、並びに次回定例会の日程につきましてご審議をいただくことになってお

ります。どうか今後とも市政運営が円滑に推進できますよう、ご理解、ご協力を賜りたく

お願い申し上げまして、委員会開催に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。 

よろしくお願いします。 

委員長 それではこれより議事に入ります。 

最初の議題は、議案等の追加についてでございます。 

資料をご覧いただきたいと思います。執行部から議案３件が追加提出をされました。内

容については、お手元の議案書のとおりでございます。 

この追加議案につきましては、この後の全員協議会でご説明いただきますが、総務部長

から簡単に、概要の説明をお願いします。 

総務部長 それでは、追加議案書1ページをお願いいたします。 

議案第50号、損害賠償請求に関する和解及び損害賠償額の決定について、議会の議決を

求めるものです。 

相手方は、東海村の方で、平成30年12月７日、鴻巣の交差点における事故で過失割合は、

市が10割、額につきましては、118万9,772円となっております。 

本議案は、当初の議案の提出後に事故の処理の報告があったことから、追加議案となっ
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たもので、額につきましても100万円を超えることから、議決案件となっております。 

また、当該事故につきましては、平成31年第１回定例会で物損の賠償額について専決処

分の報告をしており、今回は人身の賠償額となっております。 

なお、同一事項における物損と人身の示談の時期がずれた場合の議案の提出の仕方なん

ですが、この後、改めて全員協議会でご説明させていただきますのでよろしくお願いいた

します。 

３ページをお願いいたします。 

議案第51号になります。固定資産評価審査委員会委員の選任についてです。 

こちらは任期満了に伴い、後任者の任期の同意を求めるものです。 

４ページをお願いいたします。 

議案第52号、人権擁護委員の推薦についてです。 

こちらも任期満了に伴い、再推薦及び新たな推薦の同意を求めるものです。 

説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございました。追加議案につきましては、明日の本会議に上程し、委員会

付託を省略して採決を行うということでよろしいでしょうか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしということで、それではそのように決定いたします。 

続きまして、２番目ですが、令和元年第３回定例会会期日程（案）について、事務局か

ら説明をさせます。 

次長補佐 本日お手元にお配りいたしました、令和元年第３回那珂市議会定例会会期日程（案）

をごらんください。 

９月の定例会でございますが、９月３日から９月20日まで、18日間を予定しております。 

９月３日が開会で、その後５日、６日が本会議、10日から４日間が常任委員会、その後、

９月19日、議会運営委員会、全員協議会、９月20日が本会議最終日となっております。 

その下でございますが、８月23日金曜日が一般質問の通告締め切り、８月26日月曜日が

定例会一週間前の議会運営委員会、全員協議会、議案説明会を予定しております。 

以上です。 

委員長 事務局の説明が終わりました。質疑ご意見等ございますか。 

     （「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 なしということで、それではこの会期日程（案）について、決定をしてよろしいでし

ょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認め、それではこの会期日程（案）に決定をいたします。 

以上で執行部に関係する案件は終了しました。 

執行部の皆様お疲れさまでございました。退席をお願いします。 



 - 4 - 

暫時休憩します。 

  休憩（午前9時37分） 

  再開（午前9時37分） 

委員長 再開します。 

続きまして、３番目の議題、その他ということで３つほど議題がございます。 

３つありますので、ちょっと時間内に全部審議できるかどうかわかりませんので、残っ

た部分につきましては、きょうの全員協議会の後、再度議会運営委員会を開きたいという

ことで、よろしくご了承の程をお願いしたいと思います。 

議題に入る前に、お配りしています資料を確認いたします。先ほど議長のほうからもお

話がありました、最新の議会改革度ランキング、それと５月22日に行いました議員勉強会

で出ました意見をまとめたものをお配りしてあります。 

それともう１つは、「議員と語ろう会」の役割分担表、この３点を皆さんところに配布

しておりますので、後ほどゆっくりごらんいただきたいと思います。 

当那珂市議会は269位でランキングが県内３番目でございました。 

取手市議会が13位、筑西市議会が136位、那珂市議会が３番目ということで、守谷市議会

はそのあとでしたね。引き続き議会改革ついては、進めていかなくちゃいけないというこ

とで、継続していきたいと思います。 

では早速議題に入りたいと思います。 

「議員と語ろう会」についてでございますが、先週の常任委員会で意見交換のテーマと

役割分担を決めていただきました。それは表にまとめて今、皆様のところにお配りしてお

ります。 

表の下には、開催の周知関係について記載しておりますので、あわせてご確認をいただ

きたいと思います。 

ポスターについては、一応案ということで、最終案をホワイトボードに掲載してござい

ますが、こちらで今進めております。 

写真も３グループとはいきませんけれども、下の日程の字がちょっと小さくなるので、

写真は１枚だけということなんですが、ポスターはこれでよろしいですか。 

次長補佐 こちらでよろしければ、今日の午後から印刷して、明日お配りしようと思います。 

委員長 よろしいですか。 

     （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 ありがとうございます。これで進めたいと思います。 

ポスターの配布については、改めてまたご連絡いたします。 

それから、例年本番前にリハーサルをやっておりましたが、当日の進行や、準備物等の

最終確認ということで、確認の意味も含めて開催しておりました。 

今回はいかがいたしますか。 
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一応リハーサルを兼ねて、７月の19日とか22日ですね、１週間前ぐらいで、最終準備物

確認の意味でも忘れたものがあった場合にはそこから準備はできるということもあるので、

一度やってはいかがかなという提案なんですが。 

 やるということでよろしいですか。 

日にちについては19日か22日で午前中がいいですよね。10時から12時ぐらいで、あとは

議長のスケジュールもあると思いますんで。 

  （複数の発言あり） 

委員長 22日月曜日がよろしいですか。 

では、10時から12時ということで決めたいと思います。 

それから前回、お茶とお菓子も用意したんですが、今回はお茶だけということで考えて

るんですけど、どうでしょうか。というのは、前回皆さん食べている暇もないんで、それ

ぞれ最後にお持ち帰りくださいってお渡ししたような状況なので。 

  （「お茶だけでいいですね。」と呼ぶ声あり） 

委員長 それではお茶だけということで用意させていただきます。 

それから２つ目なんですが、ひまわりフェスティバルの参加についてなんですけれども、

昨年は「議員と語ろう会」のＰＲも含めて、10月でしたので、ちょうどいいよねっていう

ことで、市議会のＰＲも含めて初めてやったということなんですが、いろいろ私の公約コ

ンテストをやったり、パネル展とかやりましたが、今回「議員と語ろう会」は７月に終っ

てしまいますので、ＰＲということであれば、その終わった内容について報告ということ

もできるのかなと。 

その会場の風景とか、こういうディスカッションしましたぐらいまではですね。 

ブースの出店はもうそろそろ決めないといけないんで、その辺はどうしましょうかね。 

参加するかしないかなんですが、参加するっていうことなると、何をやるんだっていう

話になっちゃうので、じゃどこがやるのって話にはなるんですけど。 

ちょっとこの時間内で討議するのは非常に難しいので、この後にしますか、テーマにつ

いては。 

次長補佐 商工会から、昨年の参加団体に調査表が来ていまして、７月５日までに参加、不参

加の報告ということになります。 

委員長 議運だけでやりましょうということであれば具体的にはもう一度、全員協議会が終わ

ってから、中身を決めていくというような形にはなるんですが、８月24日土曜日ですね。 

せっかく始めたＰＲなので、ＰＲの機会はやっぱり大事にしたいなっていうのはあるん

ですけど、ただ展示でもいいと思うんだけどね。 

副委員長 誰がやるの。議運だけじゃないよね。 

委員長 全員交代で、全員でやるということで、議運だけではね。 

花島委員 「議員と語ろう会」のもっとゆるい形で話ができればいいと思います。あとはどん
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な活動をしているかの展示とか。「議員と語ろう会」はテーマが決まっていて、時間も限

られているので。 

委員長 フリーで意見交換。 

副委員長 「議員と語ろう会」パート２ということで、語ろうだったら何も準備しなくていい

ものね。準備しないならいいですよ。 

副議長 語ろう会というより、議員とおしゃべりしましょうみたいな感じですよね。 

委員長 お茶だけ置いてカフェ方式っていうか、おしゃべり会。 

花島委員 議会はこんなふうに運営されているんだとかを簡単に、請願・陳情はこんなふうに

処理されるんだとか、そういうものもあれば。 

委員長 それは去年も出していましたよね。 

議長 今度の第３回定例会の予定表を大きくして貼っておいたらいいんじゃない。 

副委員長 去年と同じようなことになりますね。議員とおしゃべりの会みたいな。 

 去年と全く同じでいいんじゃないですか。 

副議長 出るという方向でこの後の全員協議会に報告して、具体的にはこの後また協議します

ということでいいんじゃないですか。 

委員長 一応やる方向で、議運としては考えているということで、やりましょうということで

決定はしたんですけど、具体的にはこの後検討するということで。 

では、ひまわりフェスティバルについては出展するということで、詳細については、全

員協議会終了後また審議するということで決定をしました。 

それともう１点、視察先と視察内容についてなんですが、もしなければ、ひとつ提案な

んですが、いつも視察先って、この那珂市と同じサイズの人口とか、議員数とかっていう

ところがなかなか見つからないんですが、たまたま探していたら、愛知県の岩倉市議会と

いうところがありまして、こちらは人口４万7,000人、議員定数15名、しかも議会改革度ラ

ンキングは上位に位置している、すばらしい議会があるんです。今年は４位ですね。 

それでここはいろんなところが視察に来ていますね、去年行った鳥羽市議会ですとか、

大津市議会なんかも来てるし、名だたる改革度が進んでるところが見に来ているというと

ころです。 

それからもう一つ、愛知県で知立市議会というのがあるんですけど、ここは人口７万

2,000人ということで、同規模の知立市議会。 

時間的にもそんなに遠くないですよ。岩倉市は名古屋のちょっと先で、知立市は名古屋

の手前。地理的にはベッドタウンですね。 

 いつも四日市市みたいに大きなまちを見てもしょうがないなと思いました。そういうこ

とでどうかなという私からの提案です。 

ひまわりフェスティバルへの出展と視察については、後ほどもう一度再開をしてやると

いうことで了解いただきましたので、暫時休憩をいたします。 
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休憩（午前９時52分） 

再開（午前11時00分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

先ほど、ひまわりフェスティバルへのブース出展ということで、参加することを決めま

したけれども、中身とあと役割等について、詳細を詰めたいと思います。 

それから、視察研修についても審議したいと思いますのでよろしくお願いします。 

まず、ひまわりフェスティバルの出展ということで、先ほど「議員と語ろう会」ではな

くておしゃべり会みたいにやわらかい感じで進めてはどうかということと、あと議会のＰ

Ｒをしてはどうか、去年どおり全員で参加してやるというのがいいんじゃないかというこ

とがありましたけれども、引き続きご検討ございましたらお願いします。 

一応８月24日土曜日に出展をするということで、メーンとしては議員とおしゃべり会、

フリートークですね、意見交換というか、あとは議会のＰＲ、先ほど出た、例えば請願は

こういうふうにしますとかいうことをパネルでお知らせするみたいな。あと７月の「議員

と語ろう会」の開催風景を写真でＰＲするということ。そのほかございますか。 

１日だけですけれども、午前の部と午後の部と、それぞれの担当は１時間ないし２時間

程度で終わりでしたね。 

筒井委員 前は、どんな那珂市にしたいかというのを書いていただいて、それを表彰したりし

ましたよね。 

委員長 しましたね。 

花島委員 それはやらなくていいと思います。 

副委員長 議員と語ろう会といっても来ないんですよね。呼び寄せていたけれども結局来なか

ったんですよ。 

花島委員 あまり来ないですね。 

木野委員 暑かったから中に入ってしまいましたね。 

副委員長 アンケートか何か書いてもらったほうがいいよね。希望とか。 

委員長 書いてしまうと話す機会があまりなくなっちゃう。 

副委員長 そうしないと来ないんだよね。 

委員長 確かに語ろう会だけではね。 

副委員長 語ろう会では来ない。何かの方法でアンケートどうですかとか。 

筒井委員 議員とおしゃべりしましょうって。 

副委員長 何をしゃべっていいかわからない。 

委員長 やっぱりそれはお茶飲み会だよね。お茶でもどうですかって。ちょっと寄ってみませ

んかと。 

副委員長 冷たいお茶を出したりとか。 

花島委員 気楽に話してもらうためには、何か飲み物があったほうがいいですね。 
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筒井委員 去年顔出しパネルを作ってくださいと言って作ってもらったんですけど、誰も使わ

なかったですね。自分で使って写真は撮りましたけど。 

副議長 例えばテーマを決めてやったって来ないから、去年も我々が待機してたって、結局来

た人っていうのは、ちょっと休ませてくれみたいな、お茶を飲みに来ただけですよ。そう

いう感じで、言いたいことがあったらしゃべれば、それでいいんじゃないですか。 

委員長 ゆるくていいんじゃないかというご意見ですね。 

花島委員 時間帯によって誰がいますというのを出しておいたらいいんじゃないですか。 

副議長 たとえば、この時間には教育厚生常任委員がいますよとか。ご意見とかご要望があっ

たらどうぞと。 

副委員長 余計に来なくなっちゃうよ。 

委員長 今、余りきちきちじゃなくてゆるい感じでいいんじゃないですかねっていう話が出ま

したけれども、あとその中はパネル展示というか、簡単な模造紙を何枚か貼っておけばい

いのかなというイメージはわくんですけど。 

筒井委員 議員活動に関わらない、例えばけん玉競技会とか…… 

花島委員 議員とけん玉を競うんですか。 

筒井委員 みんなでけん玉やりましょうって言ったら結構来るんじゃないですか。 

議長 昔金魚すくいをやりましたね。あと水ヨーヨー。 

副委員長 来ましたよね。ただコストがかかって準備も大変なので中止しましたけど。 

議長 副議長が言ったようにオープンにしておいて、来て休みながらでもいいから。 

副委員長 オープンカフェじゃないけど、来る人は来るし、来ない人は来ないから、我々もそ

こにいて、どうでしょう、そういうので。 

委員長 皆さんからゆるくということで、コーナー展示をして、あとは気軽に来た方とお話を

するということで、よろしいですか。 

筒井委員 一日中全員でそこにいるんですか。 

委員長 去年は３つの時間帯に分けて、それぞれ分担して、準備は広報編集委員会のほうでや

っていただいたんですよね。今回はその辺は全部向こうに丸投げというわけにはいかない

んで、展示物としては、模造紙サイズか、それより小さいＡ３ぐらいのコンピューターで

できるぐらいのを何枚か貼って、「議員と語ろう会」の報告とあと通常の議会のお知らせ、

ＰＲの２つをつくれば。 

萩谷委員 「議員と語ろう会」の写真を大きくして貼って、こんなふうにやっていますと、来

年はぜひ来てくださいというようなこともいいですよね。 

副議長 それまでに約１か月ありますから、こんな意見が出たというのを貼り出すのもいいか

もしれないですね。 

副委員長 終わった後だから、我々がやった成果をＰＲすると。そうしましょう。 

委員長 テーマはそういうことで決めたいと思うんですが、あと役割のほうで、だれがつくる
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のかというところ、その辺はいかがですか。 

写真は引き伸ばして貼ればいいと思うんですけど。 

次長補佐 ひまわりフェスティバル2019の参加希望調査ということで、商工会から来たんです

が、そちらに７月５日までに参加する、参加しないというのを報告するのと、あと必要な

もの、テントは１張りでいいと思うんですけど、あと机とかパネルとか、椅子、そういう

ものの必要数を書いて出すようになってるんですね。 

実際の内容とそれから参加団体の説明会が８月１日の午後３時からありますので、去年

は大和田議員が出ているんですが、そちらも出ていただくようになるので、一応責任者と

いうか、どこでそれをやるかというの決めていただいて、あと８月１日にも参加していた

だくということになりますので、よろしくお願いします。 

副委員長 委員長が責任者ですね。 

委員長 今回は広報じゃなくて議運のほうの主催でやるということを決定しまして、推進のほ

うは私のほうでやりましょう。 

副委員長 ８月１日は委員長が行くと。 

委員長 あとは展示物の用意、役割分担は去年の例に倣って、各委員会の委員がバランスよく

入ってもらって、それはこちらで決めましょう。 

   それから机が４本、いすが12から15脚、あとお茶を用意しないといけないですね。あと

クーラーボックスが必要ですね。 

（複数の発言あり） 

副議長 去年は２つ持ってきて、大きなほうに飲み物を入れて、小さいほうにおしぼりを入れ

てきました。 

委員長 紙コップを用意して、２リットルのペットボトルにしたほうがいいね。 

     （「コスト的にもそのほうがいい」と呼ぶ声あり） 

委員長 では一通り去年の資料を出してみて、割り振りをやってみて、展示物については、私

のほうから誰々さんお願いしますということで、また改めて要請しますという形でいいで

すか。 

木野委員 「議員と語ろう会」の写真は、前回は誰が撮っていたんでしたっけ。 

次長補佐 事務局で撮りました。 

木野委員 各委員会でテーマが決まっているので、各委員会でどんな意見が出たかをまとめて

もらえばいいですね。 

委員長 市役所内にある拡大機は模造紙サイズまでできますよね。 

   写真はそんなに大きくしないで、Ａ４サイズぐらいでいいと思います。 

では７月５日までに申し込みをして、私のほうで推進させてもらうということで。 

準備物は大体去年同様ですね。一度つくってみて、また皆さんにご案内しますというこ

とで、ひまわりフェスティバルについては終わります。 
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次に、視察については、先ほど私から１例を提案させていただきました。 

  （「いいと思う」と呼ぶ声あり） 

委員長 日程については10月、国体が終わってからですね。 

花島委員 この２つの市議会はＩＣＴ関係も進んでいるんですか。 

委員長 やってますね。 

副議長 メーンは議会改革ですよね。 

委員長 議会改革で特に知立は、意見交換会を活発にやっているところなので、だからそこで

聞いた話をどうして施策に提案してるかどうかというのをきちんと聞いておきたいなって

いうのがメーンなので。 

中身について詳細はまた検討します。一応議会改革で行くということで、あと議会運営

のほうも。 

花島委員 議会改革っていうと、私は前から言葉に違和感があって…… 

委員長 多分私らも反省しないといけないんだけど、改革って名前をつけておくと、何かその

やってる感がしちゃうんだけど、それは全然大間違いなので。 

ただ、意見交換会を活発にやって、聞いた話を政策に提言するっていうのが一番改革に

なるだろうということなので。 

花島委員 どういう議会運営をしているかということを聞きたいですね。 

   詳細は委員長にお任せします。 

委員長 愛知県でもっと見たいところがあれば考えておきましょう。 

時期は、10月のゆめ国体、障害者スポーツ大会が終わってからということなので、その

辺に実施をしたいということで、また詳細を詰めていきます。 

あと何かありますか。 

  （なし） 

委員長 それでは、以上で議会運営委員会を終了いたします。 

どうもお疲れさまでした。 

閉会（午前11時10分） 
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