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那珂市議会全員協議会記録 

開催日時 平成28年８月23日（火）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    〃  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    〃  須藤  博 

欠席委員 議 員 なし 

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  

教育部長 会沢  直 

生涯学習課長 根本  実 生涯学習課長補佐 小林 正博 

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28年第３回定例会について 

        結果概要：報告について了承 

     （２）第74回国民体育大会那珂市実行委員会設立について 

        結果概要：執行部より説明あり 

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 はい、おはようございます。 

お手元に昨日の台風の被害の状況が書いてあります。 

職員各位におかれましては、徹夜しての対策ということで、ご苦労さまでございます。 

大したと言っては、あれですけども、大きな被害もなく、無事通過したのかなと、そう
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いうふうに思っております。 

また、本日は、来週から始まる議会に対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て、挨拶といたします。 

ご苦労さまでございます。 

事務局長 それでは、この後の進行を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。 

また、会議の映像を庁舎内のテレビに放映しております。 

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。 

携帯電話を持ちの方は、お切りいただくか、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18名であり、欠席議員はおりません。 

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をしております。 

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。 

台風襲来の後片付け等ですね、皆様には、ご多忙のなか全員協議会にご出席いただきま

して、誠にありがとうございます。 

台風９号の被害状況ですが、お手元に報告書を配付しているということでございますけ

れども、倒木やですね、倒木が原因となる停電、それから急激な降雨による道路冠水、建

物の損壊などがありました。 

幸いにして大きな被害は見られませんでしたが、後台駅のですね東側、それから平野台

の冨士霊園付近、飯田地内高速側道の３カ所において、電線へ倒木がかかっておりまして

ですね、まだ未処理となっております。 

この作業は東電の作業となります。間もなく、作業が開始するのではないかというふう

に思っております。 

河川の出水状況もですね、安全水位を保つことができました。 

先ほど議長のほうからもお話がありましたけれども、防災課の職員は、安全を確認し、

けさですね、２時までには退庁いたしました。 

土木課の職員は樋管。水を川に送る作業のためにですね、徹夜作業となりました。 

現在５班編成で市内の被害状況の調査を始めたところでございます。 

しかしながらこの後もですね、台風がですね、波状的に襲来しますので、従前どおり、

万全の体制をしていきたいというふうに考えております。 

本日は、今月30日から開催をお願いしております、第３回定例会の議案、並びに第74回
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国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体）と呼称されておりますけども、那珂市の実行委員

会の設立等について、ご説明をいたします。 

慎重なるご審議をお願いいたしまして、挨拶とさせていただきます。 

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。 

議会運営委員長、君嶋委員長より報告をお願いいたします。 

君嶋議員 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28年第３回定例会について、審議をいたしました。 

提出予定議案等は、全体で14件であります。 

内容は、専決処分等の報告が３件、条例改正や補正予算などの議案が９件、決算の認定

が２件で、いずれも第３回定例会中に上程し、委員会付託表（案）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、３件であります。 

提出されている、請願・陳情は、請願２件であります。 

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、７名の議員から通告がありました。 

第３回定例会においては、一般質問の日程を２日間とし、９月１日一般質問者５名、９

月２日２名とし、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８月30日から９月16日ま

での18日間とすべきものと決定をいたしました。 

そのほかに、茨城県市議会議長会主催の平成28年度第１回議員研修会への議員派遣につ

いて審議をいたしました。 

研修会には、各常任委員会から１名ずつ、議会運営委員会から１名の計５名の議員を派

遣することとしましたので、会期中の各常任委員会において、参加者の選出をお願いをい

たします。 

なお、選出されました議員の派遣については、定例会最終日の本会議で議決する予定で

あります。 

以上で報告を終わります。 

議長 続いて、事務局より補足説明をさせます。 

事務局次長補佐 それでは、資料に従いまして、説明をさせていただきます。 

本日お手元にお配りしました、議会運営委員会、全員協議会共通の資料のほうをごらん

いただきたいと思います。 

提出議案につきましては、一覧のとおり報告が３件、議案が９件、決算の認定が２件と
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なっております。 

このうち報告案件３件につきましては、委員会付託を行わず、本会議での報告をもって

終了となります。 

２ページをお願いいたします。 

常任委員会の協議・報告案件が３件でございます。 

産業建設常任委員会の案件が１件と、教育厚生の案件が２件となっております。 

議案等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をごらんください。 

付託される議案は、表のとおりでございまして、９月６日総務生活常任委員会が６件、

７日の産業建設常任委員会が５件、８日の教育厚生常任委員会が４件でございます。 

続いて、請願・陳情の委員会付託についてでございます。 

資料の４ページをお開きください。 

今回の締め切り日までに提出されましたのは、請願が２件でございます。 

上から請願第２号 「那珂市民の安全確保のために日本原電と茨城県及び東海村等が締

結した『原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書』の見直しを求める行動

を要請する意見書」の採択を求める請願。 

こちらが那珂市の先﨑千尋様ほか10名より出ております。 

紹介議員は、寺門議員。付託委員会は、原子力安全対策常任委員会でございます。 

続いて、請願第３号 教育予算の拡充を求める請願。 

こちらが水戸市茨城県教職員組合 吉田豊様ほか228名より出ておりまして、紹介議員は

笹島議員。付託委員会が、教育厚生常任委員会とする案でございます。 

続いて一般質問通告書についてでございます。 

10ページをお開きください。 

今回７名の方から通告がございました。 

一覧表のほうに、こちらの表のほうは、通告順でございますが、お名前と予定時間、質

問事項、内容を記載しております。 

先ほどの議会運営委員会におきまして、抽せんを行いました結果のほうが別にお配りし

ております、一般質問順番表のとおりとなっております。 

１番が花島議員、２番笹島議員、３番小宅議員、４番寺門議員、５番古川議員、６番遠

藤議員、７番大和田議員の順に決定いたしました。 

今回、一般質問の質問事項におきまして、重複していると思われる内容は、ございませ

んでした。 

続きまして、会期日程についてご説明いたします。 

こちらも別にお配りいたしました、会期日程案をごらんください。 

第３回定例会の会期日程は18日間でございます。 

開会が８月30日、開会から議案の上程説明までを行います。 
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２日目は、休会で議案質疑・通告の締め切りが正午までとなっております。 

３日目、９月１日が一般質問、花島議員から古川議員までの５名の方の一般質問となり

ます。 

続いて、９月２日、一般質問お２人。遠藤議員、大和田議員の一般質問の後、議案質疑、

それから議案、請願の委員会付託がございます。 

９月３日から５日までが休会。 

６日から常任委員会でございます。 

６日が総務生活。 

７日が産業建設。 

８日が教育厚生。 

９日がこちらが前回のときにはなかったんですが、追加いたしまして原子力関係の請願

が出ましたことからそちらの審議を行うために、９日を原子力安全対策常任委員会として

おります。 

10日から14日までが休会。 

15日が議会運営委員会と全員協議会でございます。 

最終日16日が、本会議、委員長報告、質疑・討論・採決で閉会でございます。 

続いて、茨城県市議会議長会議員研修会についてでございますが、こちらは、毎年行わ

れております、県の市議会議長会主催の議員研修会、今年度１回目の宿泊の研修でござい

ます。 

こちらは、まだ正式な文書が届いておりませんので、本日資料をおつけしていないんで

すけれども、日程のほうは、11月15日火曜日と16日水曜日の２日間でございます。 

会場と研修内容は、まだ未定となっておりますが、担当は、潮来市になっております。 

定例会中の常任委員会で、各常任委員会から１名ずつと議運から１名の５名の選出をお

願いいたします。 

常任委員会までに、詳細等の文書が届きましたら、お配りしたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

以上です。 

議長 君嶋委員長並びに事務局からの説明が終わりました。 

何かご意見、ご質疑ございますか。 

はい、ないようですので、それでは、第３回定例会の件につきましては、委員長報告の

とおり決定をいたします。 

よろしくお願いをいたします。 

続きまして第74回国民体育大会那珂市実行委員会設立について、執行部より説明を願い

ます。 

生涯学習課長 生涯学習課長の根本と申します。 
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第74回国民体育大会実行委員会の設立についてご説明いたします。 

平成31年９月28日より、本県では、45年ぶり、第74回国民体育大会 いきいき茨城ゆめ

国体が開催されます。 

先月の20日にですね、日本体育協会理事会において、茨城国体の全大会期が正式に決定

しました。 

これを受けまして、茨城国体の成功に向けて関係機関、団体、行政など各層の代表者の

方々に参画を依頼しまして、いきいき茨城ゆめ国体那珂市実行委員会を設立するものです。 

大会の概要及び、那珂市開催予定協議について、ご説明いたします。 

資料の１ページをごらんください。 

開催期日は、平成31年９月28日から10月８日までの11日間となります。 

開会式、閉会式は、笠松運動公園陸上競技場で行います。 

那珂市が行う正式協議は、馬術競技で、水戸農業高等学校の特設馬術競技場で行われま

す。 

馬術競技の期日の正式な決定は、12月となりますが、今のところ案としましては、９月

29日から10月３日の５日間が予定されております。 

そのほかに、デモンストレーションスポーツとして、３Ｂ体操が那珂総合公園アリーナ

で行われます。 

実行委員会の組織についてご説明いたします。 

恐れ入りますが資料の15ページをごらんください。 

会長、副会長、常任委員、監事、委員の方が総会での議決権を有する委員となります。 

そして、会長の諮問に応じて、助言いただく顧問と参与、そして、各種計画などを立案

するために、四つの専門委員会の設置を予定しております。 

実行委員会の委員等の案につきましては、３ページから６ページになります。 

人選につきましては、既に設置済みの水戸市、日立市などを参考にしつつですね、なん

らかの形で協力などをお願いすることになります関係機関、団体を中心に選出しておりま

す。 

なお、お名前が空欄となっている方につきましては、現在照会中となっており、近日中

にわかる予定となっています。 

市議会の皆様におかれましては、議長様が副会長、副議長が常任委員をお願いしたいと

考えております。 

ほかの議員の方々につきましては、顧問としてご尽力いただければと思います。 

続きまして、準備経過概要につきまして、ご説明いたします。 

７ページをごらんください。 

平成23年５月に茨城県から日本体育協会及び文科省に開催要望書を提出しまして、平成

26年７月に、国体の茨城県開催の内定を得ました。 
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先ほど申し上げたとおり、先月の20日に茨城国体の全体会期が正式決定されております。 

次に、９ページをごらんください。 

実行委員会設立の趣意書案になります。 

続きまして、10ページをごらんください。 

実行委員会会則案になります。 

既に設置されている市町村等を参考に作成しております。 

最後に、今後の予定につきましてご説明いたします。 

14ページをごらんください。 

今月、29日に実行委員会案の会長、副会長による設立発起人会を開催しまして、実行委

員会を10月中旬に予定しております。 

その後、各専門委員会等開催しまして、ＰＲ方法や那珂市のおもてなしや、さまざまな

ことについて、具体的計画を作成いたします。 

また、庁内の協力体制の確立のために、仮称ですが、庁内推進会議の設置も予定してお

ります。 

開催年であります平成31年度は、リハーサル大会２日間と、本大会の５日間の開催が予

定されております。 

市を挙げての開催となりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

以上となります。 

議長 体育大会の説明が執行部からありました。 

何か、質疑、ご意見等ございますか。 

ないようですので、以上で質疑を終結いたします。 

これにて全員協議会を閉会といたします。 

閉会（午前10時19分） 

 

   平成28年10月11日 

    那珂市議会 議長 中﨑 政長              


