
団体名 参加議員 構成市町村 目的
活動内容

※平成３０年度の活動状況
報酬額 担当課

1 全国市議会議長会 議長 全国各市 地方自治の本旨にそい、都市の興隆発展を図る
 5/30 定期総会
11/14 研究フォーラムin宇都宮（対象：議長）

無 議会事務局

2 関東市議会議長会 議長

１都７県の各市
（東京都，神奈川県，埼玉県，
千葉県，群馬県，茨城県，
栃木県，山梨県)

関東各市議会が協同して地方自治の確立と都市の興
隆発展を図る

 4/24 定期総会（対象：議長）桐生市　～25
11/ 1 事務局職員研修（欠席）

無 議会事務局

3 茨城県市議会議長会 議長 茨城県内の全32市
市議会に共通する事項の円滑な運営と,中央，地方及
びその他関係機関との連絡を密にし，もって地方自治
の振興発展を図る

 4/ 9 事務局長会（対象：事務局長）
 4/19 定例会（対象：議長）
 7/12 視察研修（対象：議長）郡山市　～13
 7/20 運転実務者研修（欠）
10/15 事務局長会（対象：事務局長）
10/18 事務局職員研修（対象：職員）豊田市　～19
10/23 定例会（対象：議長）
11/ 1 事務局長会及び議会運営状況調査(対象:事務局長)横須賀市
～2
11/19 議員研修会（対象：一般議員）～20
 1/11 事務局長会（対象：事務局長）
 1/21 定例会（対象：議長）
 2/ 1 議員研修会（対象：一般議員）

無 議会事務局

4 茨城県南市議会議長会
議長

副議長

茨城県南の10市
（つくばみらい市・土浦市・石岡
市・龍ケ崎市・取手市・牛久市・
つくば市・守谷市・稲敷市・かす
みがうら市）

市議会に共通する事項の円滑なる運営と研究を行い
県南市議会の連絡を密にし，もって地方自治の振興
発展に資する

 4/23 事務局長会（対象：事務局長）
 5/11 定例会（対象：議長、副議長）
10/16 視察研修（対象：議長、副議長）米沢市　～17
 1/18 事務局長会（対象：事務局長）
 2/13 定例会・講演会（対象：議長、副議長）
 9/～ 国・県に対する要望取りまとめ・提出

無 議会事務局

5

常総地域三市議会
連絡協議会
（平成30年9月までは"常総
地域四市議会連絡協議会"）

議長
副議長

３市
（つくばみらい市・常総市・
守谷市）

常総市議会，守谷市議会及びつくばみらい市議会が，
緊密なる連携のもとに協力体制を確立し，もって当該
地域の発展に資する

 7/ 2　幹事会（対象：事務局長，事務局長補佐）
 7/ 4　総会（対象：議長，副議長）
 7/31　総会（対象：議長，副議長）
 9/26　幹事会（対象事務局長）
10/ 9　総会（対象：議長，副議長）
11/12　研修会（対象：全議員）
　　 　「広域連携のこれまでとこれから」
※ 平成30年9月以前は常総地域四市議会連絡協議会と
しての活動

無 議会事務局

6
つくばエクスプレス
三市議会推進協議会

全議員
３市
（つくばみらい市・守谷市・
つくば市）

つくばみらい市，守谷市及びつくば市の議会が緊密な
連携の下に，つくばエクスプレスの更なる利便性の向
上に向けた協力体制を確立して，その推進を図り，
もって三市の発展に資する

10/29 監査（対象：副議長）
11/ 8 総会・研修会（対象：全議員）
　　　「つくばエクスプレス総合基地の概要につい
て」

無 議会事務局

7
茨城県市町村
負担金審議委員会

議長 茨城県内の市町村
市町村の全部または一部をもって支弁する県及び県
を単位とする各種団体等の負担金，寄附金及び会費
等につき調査審議し，市町村負担の適正を図る。

10/30 委員会（対象：議長）
 1/31 委員会（対象：議長）

無 議会事務局

つくばみらい市議会議員による他市議員との共同活動について
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つくばみらい市議会議員による他市議員との共同活動について

8
常総地方広域市町村圏
事務組合議会

議会選出の議員３人
４市
（つくばみらい市・常総市・取手
市・守谷市）

地方自治法第284条第1項の規定による一部事務組
合として，次の事務を共同で処理する。
（１）総合運動公園
（２）ごみ処理施設
（３）地域交流センター
（４）消防
（５）職員の共同研修
（６）職員の人事交流に関する企画立案
（７）総合防災センター
（８）障害者支援施設

 7/13 臨時会（対象：議員）
11/ 2 定例会（対象：議員）
12/21 臨時会（対象：議員）
 3/27 定例会（対象：議員）

議長　 60,000円／年
副議長 55,000円／年
議員　 50,000円／年

議会事務局

9 常総衛生組合議会 議会選出の議員２人
４市
（つくばみらい市・常総市
・守谷市・坂東市）

次の事務を共同で処理する。
（１）し尿処理施設の設置及びその管理に関する事務
（２）し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬に関する事務
（３）廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条に基
づく一般廃棄物処理業（し尿）の許可に関する事務
（４）浄化槽法第３５条に基づく浄化槽清掃業の許可に
関する事務

10/ 9 定例会（対象：議員）
 3/22 定例会（対象：議員）

議長　 45,000円／年
副議長 42,000円／年
議員　 40,000円／年

議会事務局

10
取手地方広域下水道組合
議会

議会選出の議員３人
２市
（つくばみらい市・取手市）

下水道法第3条第1項の規定による事務（公共下水道
の設置，改築，修繕その他の管理）を共同処理する。
ただし，つくばみらい市に係るものは旧伊奈町の区域
を対象とする。
また，公共下水道の使用料の算定及び徴収に関する
事務は除く。

 8/28 監査（海老原議員）
10/ 9 定例会（対象：議員）
11/ 7 先進地視察（対象：議員）～9
 1/16 事業運営審議会（対象：高木議員）
 2/18 代表者会議（対象：海老原議員）
 2/22 出納検査（対象：海老原議員）
 2/25 定例会（対象：議員）

議長　 50,000円／年
副議長 48,000円／年
議員　 46,000円／年

議会事務局

11
取手市外２市火葬場組合
議会

議長
副議長

衛生関係の常任委員
長

３市
（つくばみらい市・取手市・守谷
市）

次の事務を共同処理する。
（１）火葬場の設置及び管理に関すること
（２）葬儀用自動車の設置及び運営に関すること

 5/ 7 臨時会に関する説明
　　　（対象：議長，副議長，経済常任委員長）
 5/21 臨時会（対象：議長，副議長，経済常任委員
長）
 8/22 一般会計決算審査（対象：副議長）
11/13 臨時会（対象：議長，副議長，経済常任委員
長）
 2/18 定例会（対象：議長，副議長，経済常任委員
長）

議長　 50,000円／年
副議長 45,000円／年
議員　 42,000円／年

議会事務局

12
利根川水系県南水防事務
組合議会

議会選出の議員２人
５市
（つくばみらい市・取手市・龍ケ
崎市・牛久市・つくば市）

地方自治法第284条第1項の規定による一部事務組
合として，水防法第3条の2の規定により関係市から移
管された利根川水系地域における広域的水防に関す
る事務を共同処理する。

10/24 視察（対象：議員）
11/ 5 定例会（対象：議員）
 2/19 視察研修（欠席）

議長　 30,000円／年
副議長 28,000円／年
議員　 26,000円／年

議会事務局
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つくばみらい市議会議員による他市議員との共同活動について

13
茨城県後期高齢者医療広域
連合議会

議会選出の議員１人 茨城県内の全市町村

高齢者の医療の確保に関する法律に規定する後期高
齢者医療制度の事務のうち，次に掲げる事務を処理
する。
（1）被保険者の資格の管理に関する事務
（2）医療給付に関する事務
（3）保険料の賦課に関する事務
（4）保健事業に関する事務
（5）その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務

 7/30 全員協議会（対象：議員）
 8/17 定例会（対象：議員）
 2/ 6 全員協議会（対象：議員）
 2/25 定例会（対象：議員）

議員 2,500円／日 議会事務局

14 常総地区防犯協会 議長
２市
（つくばみらい市・常総市）

　この協会は住民の協力により防犯運動を推進し，遵
法精神を高揚して協会地区内の治安維持に貢献する
ことを目的とする。　　（抜粋：常総地区防犯協会規約）

総会を１回開催（常総市役所）
街頭キャンペーンを６回開催（常総市内，つくばみらい市
内）
青色防犯パトロール車により，毎月定期的に防犯パトロー
ルを実施。
各地区，企業に対する防犯講和を１２回開催
　　　　　　　　　　　　　　　　　（常総市内，つくばみらい市内）
各小学校・中学校・高校に対する防犯講和を開始
　　　　　　　　　　　　　　　　　（常総市内，つくばみらい市内）
小学１年生に対し，「イカのおすし」下敷きを配布。

無
防災課

15 つくば農業改良推進協議会 議長
5市
（つくばみらい市・取手市・つく
ば市・守谷市・利根町）

つくば地域農業改良普及センター管内の農業改良普
及事業を円滑に推進することを目的とする。

総会において事業計画及び収支予算並びに負担金の賦課
及び納入等について協議し決定した。

無
産業経済課

16
守谷市外二市湛水防除
協議会

議長
経済常任委員長

３市
（つくばみらい市・守谷市
・取手市）

守谷土地改良区区域内における湛水防除事業の円
滑な推進と造成された施設の適正な維持管理によっ
て，湛水被害を除去するとともに，土地利用の高度化
と農業生産の増大を図り農業経営の安定に寄与する
ことを目的とする。

総会において事業計画及び収支予算並びに負担金の賦課
等について協議し決定した。

無 産業経済課

17
主要地方道つくば野田線
整備促進期成同盟会

議長
５市（つくばみらい市・常総市・
坂東市・つくば市・野田市（千葉
県））

主要地方道つくば野田線整備を促進し，可及的速や
かにその実現を期することを目的とする。

総会・担当部課長会議を各１回開催し，同盟会事業の協議
や意見交換を行った。
茨城県・千葉県に対し，各１回要望活動を行った。
※市議会議員の参加は総会。

無
建設課

18 国道294号建設期成同盟会 議長

福島県５市村
栃木県７市町
茨城県６市
(つくばみらい市・筑西市
・下妻市・常総市・守谷市
・取手市)

国道294号整備促進を期することを目的とする。

総会・担当課長会議を各１回開催し，同盟会事業の協議や
意見交換を行った。
国や各県選出国会議員に対し，要望活動を行った。
※市議会議員の参加は総会・要望活動。
　（Ｈ３０年度は古舘副議長が代理出席）

無 建設課
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19 国道354号整備促進協議会 議長

10市
（つくばみらい市・古河市・境
町・坂東市・常総市・つくば市・
土浦市・かすみがうら市・行方
市・鉾田市）

会員相互の団結によって国道354号（古河・鉾田間）の
整備促進を図り，もって公共の福祉の増進に寄与する
ことを目的とする。

総会・幹事会を各１回開催し，協議会事業の協議や意見交
換を行った。
茨城県・茨城県議会に対し，要望活動を行った。

※市議会議員の参加は総会・要望活動。

無 建設課

20
常総バイパス整備促進期成
同盟会

議長
経済常任委員長

３市
（つくばみらい市・常総市・下妻
市）

常総バイパス路線の早期整備促進を図ることを目的
とする。

総会・役員会を各１回開催し、同盟会事業の協議や意見交
換を行った。
茨城県に対し、要望活動を行った。
※市議会議員の参加は総会・要望活動。

無 建設課

21
牛久市・つくば市・つくばみら
い市交通体系整備促進連絡
協議会

議長
副議長

総務常任委員長
教育民生常任委員長

経済常任委員長

３市
（つくばみらい市・牛久市・つく
ば市）

牛久市，つくば市及びつくばみらい市における交通体
系と土地利用の整合を図り，各々の整備，具現化を推
進していくことを目的とする。

総会・幹事会を各１回開催し，協議会事業の協議や意見交
換を行った。
国・茨城県選出国会議員・茨城県に対し，要望活動を行っ
た。
※市議会議員の参加は総会・要望活動。

無 建設課

22
首都圏中央連絡自動車道建
設促進期成同盟会

議長

18団体
（つくばみらい市・茨城県・常総
市・稲敷市・土浦市古河市・
龍ヶ崎市・取手市・牛久市・つく
ば市・守谷市・坂東市・美浦村・
阿見町・河内町・五霞町・境町・
利根町）

茨城県内の首都圏中央連絡自動車道の建設促進に
努め，県土の均衡ある発展を図るとともに，住民の福
祉の向上に寄与することを目的とする。

総会・幹事会を各１回開催し，同盟会事業の協議や意見交
換を行った。
国・茨城県選出国会議員に対し要望活動を行ったほか，関
連団体の活動に参加した。
高速道路整備促進キャンペーンを行った。
※市議会議員の参加は総会・要望活動。

無 建設課
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