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那珂市議会全員協議会記録 

開催日時 平成29年11月20日（月）午前10時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席者  議 長 中﨑 政長   副議長 遠藤  実 

議  員 大和田和男   議 員 花島  進 

 〃  筒井かよ子    〃  寺門  厚 

 〃  小宅 清史    〃  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 

欠席者 議 員 冨山  豪 

職務のため出席した者の職氏名 

     事務局長 寺山 修一  次 長 清水  貴 

     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 大縄 久雄 

副市長 宮本 俊美 

総務部長 川崎  薫  市民生活部長 石川  透 

会議に出席を求めた者 

参考人 車田  豊   参考人 平野 美良 

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４回定例会会期日程（案）について 

結果概要：報告について了承 

     （２）菅谷地内の旧歯科医院について 

・秘密会で実施、参考人（元職員２名出席）に確認を行う 

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 05 分） 

事務局長 おはようございます。 

   ただいまから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 改めまして、おはようございます。 

   来週からの第４回の定例会に向けての審議でございます。慎重なるご審議をお願いしま
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す。 

   それから、昨日の防災訓練、実は議員の連絡、安否確認をしたところ、８時 33 分に連

絡が参ってから、完璧に全員の確認ができるまでに１時間かかってしまいました。これ

訓練であっての１時間でございます。本当に災害が起きたとき、果たしてスムーズな安

否確認、あるいは連絡がとれるのか、もう一度反省をしながら防災のあり方について検

討していきたいと思います。また、各議員におかれましては、それぞれの地区におきま

して、訓練に参加していただいて、ありがとうございました。 

   もう１点、冨山議員、体調を崩しまして入院しておりましたけれども、無事退院をして、

なんとか見たところ、後遺症もなく元気ですので、ぜひ療養をして次、出てきていただ

きたいと願っております。 

   本日の審議、たくさんございますけれども、慎重なるご審議をお願いして挨拶といたし

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 開会前に連絡をいたします。 

   会議は公開しており、傍聴可能となっております。 

   また、会議の映像を庁舎内のテレビで放映しております。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、電源をお切りいただくか、マナーモードにしてください。 

   ただいまの出席議員は 16 名であります。欠席議員は冨山議員の１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、教育長外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 おはようございます。ご苦労さまでございます。 

   立冬から２週間が過ぎまして、寒さが厳しくなってまいりました。議員各位には、平素

より市民の安心・安全と福利向上にご尽力され、敬意を申しあげます。 

   また、先日の那珂市表彰式典には、ご多忙の中ご出席をいただきまして、厚く御礼を申

しあげます。 

   あわせまして、昨日は防災訓練、それぞれの会場に参加をいただきまして、ありがとう

ございます。おおむね所期の成果を得られたものと考えておりますが、反省すべき点や

改良しなければならない点もありました。今後の防災訓練の内容を充実させるために反

映していきたいというふうに考えております。 

   さて、本日の全員協議会におきましては、第４回定例会の会期日程等につきましてご審

議をいただくことになっております。あわせまして、人事院勧告に伴う関係条例等及び

訴訟の件につきましてもご説明を申しあげたいと思います。 
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   慎重なる審議をお願い申しあげまして、挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

議長 ありがとうございました。 

   それでは、次第に従いまして、議事に入ります。 

   議会運営委員会報告、君嶋委員長より報告をお願いします。 

君嶋議員 皆さん、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４回定例会について審議をいたしました。 

   提出予定議案は、条例改正や補正予算など、全体で 18 件であります。いずれも第４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を

いたしました。 

   なお、当初予定していた人事院勧告関連の議案については、国の決定がおくれているた

め、正式に決まり次第、追加議案として提出される予定であります。 

   常任委員会協議・報告案件は 12 件であります。 

   請願・陳情につきましては、今回陳情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。 

   一般質問は、今回７名の議員から通告があり、第４回定例会において、一般質問の日程

を２日間とし、11 月 30 日、５人、12 月１日、２人で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 11 月 28 日から 12

月 15 日までの 18 日間とすべきものと決定をいたしました。 

  詳細は、後ほど事務局から説明をさせます。 

  その外に、茨城県市議会議長会主催の平成 29 年度第２回議員研修会及び横手市議会友好

訪問の議員派遣についてを審議いたしました。 

   議員研修会の出席者については、総務生活、産業建設、教育厚生の常任委員会から各１

名を会期中の委員会において選出をお願いいたします。また、毎年２月に実施しており

ます横手市議会への友好訪問につきましては、今回の出席者は、副議長、各常任委員会

副委員長及び議会運営委員会副委員長の６名とすることに決定をいたしました。 

   なお、この２件の議員派遣については、定例会最終日の本会議で議決する予定でありま

す。 

   また、先ほどの議運において、議案等の委員長報告について議長より諮問がありました。

内容は、委員会に付託された議案等の審議結果について、採決を行う最終日ではなく、

それ以前に周知すべきではないかという意見があったことから、議会運営委員会におい

て、この件に関して検討することを求めるものであります。つきましては、今定例会中

に協議を行い、後日、皆様に報告をすることと決定をいたしました。 
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   以上で報告を終わります。よろしくお願いいたします。 

議長 続いて、事務局より補足説明があります。 

次長補佐 それでは、本日お配りしております 11 月 20 日議会運営委員会と全員協議会共通

の資料のほうをご用意お願いいたします。 

   第４回定例会に提出されます議案につきましては、１ページの議案一覧のとおり、18

件となっております。 

   続いて、２ページをお開きください。 

   常任委員会協議・報告案件につきましては、上から、総務生活常任委員会の案件が５件、

産業建設が１件、教育厚生が６件となっております。こちらにはありませんが、後日、

追加で原子力安全対策常任委員会の報告案件が出る予定となっております。 

   議案の委員会付託につきましては、３ページ、委員会付託表（案）をごらんください。 

   付託される議案は、表にありますとおり、12 月５日、総務生活常任委員会が８件、６

日の産業建設が６件、７日の教育厚生が同じく６件となっております。 

   続いて、４ページをお開きください。 

   請願・陳情文書表（案）でございます。 

   今回提出されましたのは、陳情１件でございます。陳情第５号 菅谷地区内旧歯科ビル

（土地建物）に関する陳情、那珂市菅谷の川又義雄様外 24 名から提出がございました。

こちらは、市内にお住まいの方の持ち込みによる陳情ですので、付託委員会の案といた

しまして、総務生活常任委員会を記載しております。内容につきましては、５ページ、

６ページに写しを添付しております。 

   続いて、一般質問についてでございます。 

   ７ページをお開きください。 

   一般質問通告書でございます。今回７名の方から通告がございました。一覧表のほうは

通告順にお名前と予定時間、質問内容を記載しておりますので、ご確認をお願いいたし

ます。 

   先ほど議会運営委員会において抽せんを行いました結果が、先ほど別にお配りいたしま

した一般質問順番表となっております。11 月 30 日木曜日が５名の方で、順番が１番、遠

藤議員、２番、花島議員、３番、寺門議員、４番、大和田議員、５番、小宅議員、続い

て 12 月１日金曜日、お二人の方になります。６番目で筒井議員、７番、古川議員、以上

のように決定いたしました。 

   10 ページをお開きください。 

   今回、一般質問に提出を求める資料といたしまして、寺門議員と古川議員のほうから請

求がございました。 

   今回、一般質問の中で重複していると思われる質問についてはございませんでした。 

   順番を入れかえました通告書につきましては、後日配付いたします。 
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   会期日程について、同じくお配りいたしました会期日程（案）をごらんください。 

   先ほど委員長報告にもございましたとおり、人事院勧告があります関係で、11 月から

の日程を設定しておりましたが、国の決定が間に合わないということで、当初の議案に

入っておりませんので、後日追加議案として提出される予定となっております。 

   会期日程のほうが、11 月 28 日から 12 月 15 日までの 18 日間、１日目が 28 日本会議、

開会から議案の上程、説明まで。11 月 29 日が休会でございますが、この日が議案質疑通

告の締め切り、正午までとなっております。 

   11 月 30 日本会議で一般質問５名の方、続いて 12 月１日金曜日、本会議で一般質問２

名の方、続いて、議案質疑、議案・陳情の委員会付託となっております。 

   12 月２日から４日までが休会、５日から８日まで、常任委員会となっております。 

   12 月９日から 13 日までが休会、12 月 14 日議会運営委員会、続いて全員協議会となっ

ております。この日が討論の通告締め切り、正午までとなっております。 

   12 月 15 日金曜日本会議で、委員長報告、質疑、討論、採決を行いまして、閉会の予定

でございます。 

   それから、議員派遣につきまして、先ほども委員長からありましたとおり、２月２日金

曜日が茨城県市議会議長会の議員研修会、こちらが総務生活、産業建設、教育厚生の３

委員会からお一人ずつ選出していただくことになります。 

   横手市議会の友好訪問につきましては、２月 15 日木曜日、16 日金曜日の１泊２日の予

定でございます。ことしの友好訪問では、議長と各委員長で参加いたしましたので、次

回の２月につきましては、副議長と各常任委員会の副委員長、議運の副委員長の計６名

の派遣ということで決定になりましたので、よろしくお願いいたします。 

   以上です。 

議長 委員長及び事務局からの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、ご質問がございますか。 

     （なし） 

議長 事務局、横手市の友好の交通手段はどういうふうに考えているでしょうか。 

次長補佐 ことしの２月は電車で行ったんですけれども、次回はバスで行くことを考えており

ます。 

議長 よろしいでしょうか。ことしは新幹線を使って行ったんですが、結構混んでいるところ、

乗りかえで気を遣っちゃうんだよね。バスだと楽かなと、乗りかえもなしで。 

   そういう方向でよろしいですか。 

     （「はい」と呼ぶ声あり） 

議長 各副委員長さんは体調を万全にし、横手市の訪問に備えていただきたいと思います。 

   それでは、第４回の定例会の件については、委員長報告のとおりと決定いたします。よ

ろしくお願いをいたします。 
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   続きまして、菅谷地区内の旧歯科医院について協議を行いたいと思いますが、個人名等

プライバシーの問題がありますので、秘密会として審議を行いたいと思います。 

   お諮りいたします。 

   これより後の協議は、秘密会とすることにご異議ございませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

議長 それでは、この後の協議を秘密会とすることに決定をいたしました。 

     （秘密会） 

議長 全員協議会を終了します。 

     閉会（午後 12 時 10 分） 

   平成30年 １月12日 

    那珂市議会 議 長 中﨑 政長 

          副議長 遠藤  実 


