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那珂市議会全員協議会記録 

開催日時 平成29年２月24日（金）午前10時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席委員 議 長 中﨑 政長   副議長 遠藤  実 

議  員 大和田和男   議 員 冨山  豪 

 〃  花島  進    〃  寺門  厚 

 〃  綿引 孝光    〃  木野 広宣 

 〃  古川 洋一     〃  萩谷 俊行 

〃  勝村 晃夫    〃  笹島  猛 

〃  助川 則夫    〃  君嶋 寿男 

〃  福田耕四郎   

欠席委員 議 員 筒井かよ子    〃  小宅 清史 

職務のため出席した者の職氏名 

     事務局長 深谷  忍  次 長 寺山 修一 

     次長補佐 横山 明子  書 記 小田部信人 

会議事件説明ため出席者の職氏名（総括補佐以上及び発言者） 

市 長 海野  徹   教育長 秋山 和衛 

副市長 宮本 俊美 

総務部長 川崎  薫  

会議に付した事件と結果概要 

     （１）議会運営委員会委員長報告 

        ・平成29年第１回定例会について 

        ・その他の案件について 

        結果概要：報告について了承 

     （２）閉会中の常任委員会調査等案件の報告について 

        ・産業建設常任委員会委員長報告 

        ・教育厚生常任委員会委員長報告 

        結果概要：報告について了承 

議事の経過概要 （出席者の発言は以下のとおり） 

開会（午前10時00分） 

事務局長 ただいまより全員協議会を開会いたします。 

初めに議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 おはようございます。 

平成29年第１回の定例会を控えましての全員協議会でございます。 

慎重なるご審議をお願いします。 

また、議員各位におかれましては、正月からいろいろと公私ともに行事、その他調査な

どあったかと思いますけれども、健康に留意されまして、この議会に臨んでいただきたい
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と思います。 

慎重なるご審議をお願いして、議長挨拶といたします。 

ご苦労さまです。 

事務局長 それでは、この後の進行は議長にお願いいたします。 

議長 開会前にご連絡をいたします。 

会議は公開しており、傍聴可能としております。 

会議の映像を庁舎内のテレビに放映しており、会議内での発言は必ずマイクを使用し、

質疑・答弁の際は、簡潔かつ明瞭にお願いをいたします。 

携帯電話をお持ちの方は、マナーモードにしていただきます。 

ただいまの出席議員は15名であります。 

欠席議員は、筒井かよ子議員、小宅清史議員の２名であります。 

定足数に達しておりますので、これより全員協議会を開会いたします。 

会議事件説明のため、市長、副市長、教育長、ほか関係職員の出席を求めております。 

職務のため議会事務局職員が出席しております。 

議事に先立ちまして、市長が出席しておりますので、ご挨拶をお願いします。 

市長 皆さんおはようございます。 

ご苦労さまでございます。 

皆様には、平素より市政運営につきまして格段のご配慮を賜りまして、ありがとうござ

います。 

本日の全員協議会におきましては、３月に開催をお願いしております、第１回定例会に

提出予定の議案等について、執行部より説明をさせていただきます。 

慎重なるご審議をお願い申し上げまして、挨拶といたします。 

議長 ありがとうございます。 

それでは、次第に従いまして議事に入ります。 

平成29年第１回定例会について、君嶋委員長より報告をお願いします。 

君嶋議員 おはようございます。 

議会運営委員会の開催及び結果につきまして、ご報告いたします。 

先ほど議会第２委員会室におきまして、議会運営委員会を開催いたしました。 

会議事件は、平成29年第１回定例会について、審議いたしました。 

提出予定議案は、条例の一部改正や、平成29年度予算など、全体で33件です。 

いずれも第１回定例会中に上程し、委員会付託表のとおり各常任委員会に付託し、審議

することに決定いたしました。 

常任委員会協議・報告案件は、17件であります。 

請願・陳情につきましては、今回、請願１件が提出されました。 

取り扱いについては、請願・陳情文書表（案）のとおり決定をいたしました。 
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一般質問は、10名の議員から通告がありました。 

第１回定例会においては、一般質問の日程を２日間とし、３月７日５人、３月８日５人

として実施することに決定をいたしました。 

以上の決定事項により、定例会の会期日程案は、別紙のとおり３月３日から３月23日ま

での21日間とすべきものと決定をいたしました。 

以上報告をいたします。 

議長 続いて、事務局より補足説明がございます。 

事務局お願いします。 

次長補佐 それでは、私から補足をさせていただきます。 

本日お配りしております、議運と全協の共通の資料、平成29年第１回那珂市議会定例会

議案一覧という資料をごらんください。 

委員長の報告にもありました一覧表のとおり、提出議案につきましては、全体で33件で

ございます。 

２ページにいきまして、常任委員会協議報告案件につきましては、総務生活が11件、産

業建設が３件、教育厚生が２件、原子力安全対策が１件となっております。 

議案の委員会付託につきましては、３ページの委員会付託表案のとおりでございます。 

３月13日の総務生活常任委員会に12件。 

14日の産業建設常任委員会が14件。 

次の４ページにいきまして、教育厚生常任委員会に11件でございます。 

続いて５ページ、請願・陳情文書表案でございます。 

今回の締め切り日までに提出されましたのが請願１件でございます。 

請願第１号 「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」の見直しに当たり、現行制度の

継続を求める意見書の提出を求める請願。 

こちらが那珂市後台の全日本年金者組合那珂支部支部長人見みさ様ほか１名から提出さ

れまして、紹介議員は花島議員でございます。 

付託は、教育厚生常任委員会でございます。 

請願の内容につきましては、そのあと６ページ以降に写しを添付しておりますので、ご

確認をお願いいたします。 

続いて一般質問の通告でございますが、資料の９ページからが通告書でございます。 

今回10名の方から通告がございまして、こちらの表では、通告順に、お名前と予定時間、

質問内容を記載してございます。 

一般質問の順番につきましては、先ほど議運でくじによる抽せんを行いまして、別に一

般質問順番表をお配りしております。 

３月７日１日目が萩谷議員、勝村議員、遠藤議員、福田議員、助川議員の順で５名でご

ざいます。 
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次の８日、２日目は、小宅議員、花島議員、寺門議員、笹島議員、古川議員の順で、同

じく５名でございます。 

今回、一般質問の内容で重複していると思われる項目が３件ほどございましたので、該

当する方に文書をお配りしております。 

調整をお願いいたします。 

続いて、会期日程でございます。 

こちらも後からお配りした１枚の会期日程案のほうをごらんください。 

今回の第１回定例会３月３日から３月23日まで、会期21日間の予定でございます。 

１日目３日が開会から議案の上程説明まで。 

２日目、３日目は休会。 

３月６日月曜日、こちら休会でございますが、議案質疑の通告締め切り日となっており

ます。 

３月７日、本会議一般質問、こちらの括弧の中に書いてあります５名の方の一般質問と

なります。 

続いて、翌８日、こちらも本会議一般質問で、そのあとの５名の方、それから議案質疑、

議案、請願の委員会付託でございます。 

続いて、３月９日から３月12日までが休会。 

３月13日からが常任委員会でございます。 

13日が総務生活、14日が産業建設、15日が教育厚生、16日が原子力安全対策となってお

ります。 

３月17日から21日までが休会。 

３月22日が議会運営委員会と全員協議会、こちらが討論の通告締め切り、それから追加

議案がありました場合の質疑・討論の締め切り日となっております。 

３月23日、本会議で委員長報告、質疑・討論、採決を行いまして閉会でございます。 

以上です。 

議長 君嶋委員長並びに事務局から補足説明が終わりました。 

ただいまの報告について、ご意見、ご質疑等ありましたらお願いいたします。 

大丈夫ですか。 

（なし） 

ないようですので、平成29年第１回定例会の件につきましては、委員長報告のとおり決

定いたします。 

よろしくお願いをいたします。 

暫時休憩をいたします。 

執行部の皆様は退席ください。 

休憩（午前10時10分） 
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再開（午前10時11分） 

議長 再開をいたします。 

その他の案件について、君嶋委員長より、報告をお願いします。 

君嶋議員 続いて本日及び１月23日に開催した議会運営委員会の結果について、ご報告いたし

ます。 

まず議会運営委員の補充員についてでございますが、須藤議員の逝去に伴い、欠員とな

っておりました議会運営委員１名について、申し合わせ内規に基づき、産業建設常任委員

会から新たに１名を選出していただくこととし、閉会中の産業建設常任委員会において、

木野議員を選出いただきましたので、今定例会で議会運営委員の選任の議決を行うことと

いたしました。 

次に、議会基本条例の改正についてでございます。 

議会運営委員会では、昨年の議会改選後、議会基本条例の目的が達成されているかどう

かを検討し、あわせて条文の見直しを協議してまいりました。 

基本条例に掲げた事項については、おおむね達成できているものの、専門的知見の活用

など、今後取り組むべき課題についての意見も出されました。 

また、委員会の定数を削減したことにより、十分な審議ができにくい状況も出てきてい

ることから、今後、次の折り返しの委員会構成までに、委員の定数や、所属のあり方につ

いて検討をしていくことといたしました。 

また、議会基本条例について、内容をよりわかりやすいものとするため、条例の一部改

正を、お手元の資料のとおり、発議第１号として、議会運営委員会から提出いたします。 

内容としては、前文の修正及び用語の意味を明確にするため、新たに第２条として、用

語の定義を追加いたしました。 

それに伴い関連する部分の文言の整理を行いました。 

改正案は別紙のとおりであります。 

定例会６日目に採決を行いますので、よろしくお願いをいたします。 

次に、茨城県後期高齢者医療広域連合議会一般選挙についてでございますが、このたび、

任期満了に伴いまして、那珂市議会からの選出議員を選挙するものです。 

慣例により、教育厚生常任委員長の古川議員を選出することといたしました。 

同じく定例会６日目に採決を行いますので、よろしくお願いをいたします。 

最後に、第５回の議会報告会についてですが、ことしの５月に開催することを決定いた

しました。 

日程は、５月24日水曜日、５月25日木曜日の２日間で、開催時間は、新たな試みとして、

午後６時半から８時半に実施することといたしました。 

会場は、ふれあいセンターよこぼりと、よしのを予定しております。 

よろしくお願いをいたします。 
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以上で報告を終わります。 

議長 委員長の報告が終わりました。 

続いて、事務局より補足説明がございます。 

次長補佐 それでは、私のほうから、本日お配りしました発議第１号 那珂市議会基本条例の

一部を改正する条例（案）について、ご説明いたします。 

今回の改正につきましては、議会基本条例の第24条見直し手続にありますように、改選

後に、議会運営委員会で検討を行いまして、その結果、先ほどの委員長報告にもありまし

たとおり、よりわかりやすく内容を明確なものとするために、修正を行っております。 

発議第１号の資料の３ページをお開きください。 

こちらが新旧対照表でございます。 

これまで条例の中に、住民、それから市民、市民等という言葉が混在しておりまして、

そちらがわかりにくいということ、それから、それらの言葉の定義がきちんとされていな

いために、対象があいまいになっていたということがありまして、こちらを整理すること

といたしました。 

ほかの市議会の条例などとも比較検討しながら、議会運営委員会の中で検討をしてきま

した。 

まず、前文でございますが、新旧対照表の右側ですね、目次の下のところになりますが

下線が引いてある部分、こちらが現行でございます。 

地方自治体はから始まるいわゆる一般論的な部分で、ここで住民という言葉が使われて

おりました。 

この部分が非常に長かったわけですけれども、これは、那珂市議会の基本条例でござい

ますので、那珂市議会として何を目指すかということを端的に表現したほうがいいだろう

ということになりまして、次のページの４ページですね、そちらの下線の引いてあるとこ

ろ、「那珂市議会は」の前までの部分を削除いたしまして、「那珂市議会は」からの部分

を残しております。 

次に、第２条といたしまして、用語の定義を新たに追加いたしました。 

市民、それから市長等という言葉について、明確に定義をしております。 

（１）で市民を市内に在住し、または勤務し、もしくは通学する個人及び市内で活動す

る法人、その他の団体をいうということに定義いたしまして、（２）として市長等は、市

長及び執行機関の職員をいうというふうに定義をしております。 

今まで市民、それから市民等という言葉を使っておりましたが、それを市民という言葉

に統一いたしまして、意味を明らかにいたしました。 

それにあわせまして、第５条と第９条で使用しておりました市民等という言葉について、

削除または、市民に置きかえる修正を行って統一性を図っております。 

また、第15条にありました、市長等という言葉につきましても、第２条のほうで定義を
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いたしましたので、本文中の注釈を除いております。 

第２条を追加したことによりまして、条番号が一つずつずれまして、最後が６ページの

第25条までという構成になっております。 

説明は以上です。 

議長 委員長報告並びに、補足説明が終わりました。 

ただいまの報告について、ご意見、ご質疑ありますか。 

     （なし） 

議長 ないようですので、この件につきましては、委員長報告のとおりと決定をいたします。 

よろしくお願いをいたします。 

次に、閉会中の常任委員会調査等案件の報告について。 

産業建設常任委員会、寺門委員長より報告をお願いします。 

寺門議員 それでは、産業建設常任委員会からご報告いたします。 

２月７日に開催しました常任委員会の審議結果について、ご報告をいたします。 

まず一つ目が、静峰ふるさと公園魅力向上事業について、商工観光課より、静峰ふるさ

と公園魅力向上事業について報告を受けました。 

この事業は、那珂市の観光資源である静峰ふるさと公園の魅力向上と地域交流の拠点と

しての整備を図り、交流人口増加による地方創生を目指すものでございます。 

具体的には、目玉となる八重桜の更新や、施設、園路、遊具等の整備・改修のほか、ノ

ルディックウォーキングコースも新たに整備されるとのことで、四季を通じてより多くの

方に来園いただける仕掛けを検討しているとのことでした。 

委員からは、花の季節以外にも人が来るよう、公園全体の景観の見直しや物販等イベン

トなどによる集約などを提案する意見がありました。 

また、一番の目玉は、桜でございますので、種類をふやすなど、花を長く楽しめるよう

一層力を入れてもらいたいとの要望もありました。 

さらに、しどりの湯跡地の活用やグラウンドゴルフ場など既存施設とのマッチングや総

合連携もあわせて検討してほしいとの要望もありました。 

この整備については、約５億円の費用がかかります。 

費用については、国の地方創生拠点整備交付金を利用するため、基本的には、市の持ち

出しはないということでございます。 

ただし、一部交付金の対象にならない施設もあるため、そこは合併特例債で対応してい

くということでございました。 

二つ目、視察研修について、１月26日、27日に新潟県阿賀野市、魚沼市にて視察研修を

行ってまいりました。 

内容は、阿賀野市農業振興協議会の取り組み、それから魚沼ブランド推奨制度の２点に

ついてでございます。 
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阿賀野市農業振興協議会は、市、ＪＡ、地域の土地改良区などにより構成され、定期的

に農業技術情報を編集、発行しております。 

この協議会は、内部にさまざまな専門性を持った部会を組織しており、その部会には、

稲作や園芸などの生産に関するものだけではなく担い手育成、消費拡大、地産地消などを

担当するものもあり、それぞれが年度ごとの活動方針を掲げ、農業振興、農業者支援に取

り組んでおります。 

また、ＪＡに多くの営農指導員がおり、協議会以外にも、農業者への幅広い支援体制が

整っておりました。 

市内部だけでなく、さまざまな組織が一体となって活動しているという点が非常にすば

らしいという事例でございました。 

次に、魚沼ブランド推奨制度、こちらは、県からソフト事業の展開についての相談があ

ったことをきっかけに、かねてからの課題であった、魚沼産コシヒカリだけに頼らない、

新たなブランドづくりが本格的に検討され、実現したというものでございます。 

イベントや物販の際の商品選定が容易であり、ＰＲもしやすいという利点がある一方、

始まったのが、平成24年であり、まだ十分に浸透してない部分もあるようです。 

ブランドの推奨委員会は、魚沼市長、観光協会長、商工会長のほか、農協や魚沼市の産

品を取り扱う民間企業などを含めた幅広い委員により構成されております。 

ほかにも魚沼市では、「食まちうおぬま」という、地元の食のＰＲと食育健康づくりな

ど一体とした事業も展開しています。 

米というすぐれたブランド品を持ちながら、それに甘えることなく新たな展開を模索す

る姿勢について、これは、非常に見習うべき点であるというふうに感じました。 

これらのことから、那珂市においても、阿賀野市のような農業振興協議会を設置してい

くことで、幅広く農業を支援し、農業の活性化を推進すること。 

二つ目、営農指導員も増員すること。 

三つ目、米のブランド化を推進すること。 

四つ目、ブランド力の強化や販売拠点の開拓により、生産・販売体制を整備していくこ

とは、必要であるということでございます。 

そのためには、ＪＡなど、他団体との連携も重要になってくることから、そういった働

きかけを行っていくことが重要であるということで、働きかけを行ってまいりたいという

ふうに思っております。 

以上の点を、当委員会の今回の視察の総括といたします。 

以上、ご報告いたします。 

議長 寺門委員長よりの報告が終了いたしました。 

何か確認したいことがありましたら、お願いをいたします。 

     （なし） 
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議長 ないようですので、産業建設常任委員会の報告については、終わりといたします。 

続きまして、教育厚生常任委員会、古川委員長より報告をお願いします。 

古川議員 それでは、教育厚生常任委員会からご報告申し上げます。 

１月31日に開催した教育厚生常任委員会において、執行部から説明のありました案件、

及び調査事項の完了についてご報告いたします。 

生涯学習課から、かわまちづくり支援制度の進捗状況について説明がございました。 

昨年は、那珂市かわまちづくり支援制度推進協議会を３回開催するとともに、戸多地区

まちづくり委員会・自治会長会合同会議での概要説明、３回のワークショップ開催、パネ

ル展示などにより事業の周知をしてきたとのことであります。 

かわまちづくりの計画書は、ことしの１月16日に市から国へ提出され、採択されるかど

うかは、３月中に決定される見込みだということであります。 

総事業費のうち、市の負担額は約5,000万円を見込んでおり、内容としては、国による基

礎的な造成後の砂利敷きや芝張り、桜並木の植栽などを行うということでした。 

委員からは、もともとは河川敷のグラウンドを整備してほしいという要望から始まって

いると思うので、各団体からの希望が満たされるようなものが、整備されるのかという質

問があり、執行部からは、かわまちづくり支援制度の趣旨は、川の整備を兼ねた、地元の

にぎわいづくりがメインであるため、多目的広場として十分な面積を確保し、各種スポー

ツや防災訓練などが行える敷地として整備するとのことでありました。 

説明後、整備予定地の現地視察を行い、執行部より事業の大まかなレイアウト等の説明

を受けました。 

次に、当委員会の調査事項である子育て支援について、これまでの視察により学んだこ

とを中心に、那珂市にとって必要な施策は何かを委員間で討議し、別紙のとおり要望書と

してまとめ、執行部に提出いたしました。 

これをもちまして、子育て支援についての調査研究は完了といたしました。 

以上報告いたします。 

よろしくお願いします。 

議長 古川委員長からの報告が終わりました。 

何か確認したいことございませんか。 

     （なし） 

議長 ないようですので、教育厚生常任委員会の報告については、終わりといたします。 

これにて全員協議会を閉会といたします。 

閉会（午前10時25分） 

 

平成29年４月20日 

      那珂市議会 議長 中﨑 政長               


