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那珂市議会 議会運営委員会記録 

開催日時 平成28年８月23日（火）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  君嶋 寿男    副委員長 萩谷 俊行 

委 員  寺門  厚    委 員  綿引 孝光 

委 員  勝村 晃夫    委 員  須藤  博 

職務のため出席した者の職氏名 

議  長 中﨑 政長    副議長 遠藤  実 

事務局長 深谷  忍    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 海野  徹    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）平成28年第３回定例会について 

結果：議案及び請願・陳情の委員会付託、一般質問の日程及び順番、会期日

程等について協議 

     （２）茨城県市議会議長会議員研修会の出席者について 

        結果：定例会中に出席者５名を選出し、定例会最終日に議員派遣の議決を行

うことを決定 

 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30分） 

委員長 皆さんおはようございます。 

昨日の台風９号、那珂市においても被害が、まだ私たちも報告はされていませんけれど

も、いろいろな話の中では、庭の木が倒れたとか、そういう話は少しずつは入ってきてい

ます。 

これから執行部のほうからも報告があるかと思いますので、大きな災害がないことを期

待したいと思います。 

本日は来週に控えました第３回定例会におきましてのご審議を皆さんで協議をしていた

だきたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

また先月ですね、３件の視察があり、また議会運営委員会でも、常総市、取手市の視察

を行ってきましたけれども、皆さんの中で、これからの議会運営に利用できればと思いま

す。 

きょうの議会運営委員会の審議をよろしくお願いいたしまして、私からのあいさつに代

えさせていただきます。よろしくお願いします。 
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ただいまの出席委員は６名であります。 

欠席委員はおりませんので、定足数に達しております。 

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。 

ここで中﨑議長よりごあいさつをお願いいたします。 

議長 おはようございます。 

ただいま委員長からごあいさつがありましたように、台風11号、９号と立て続けでござ

いますが、大した被害もないかと思います。 

それから、同じになりますけども、来週から始まります第３回の定例会についての本日

の議運でございます。慎重なるご審議をお願いして、あいさつにいたします。 

ご苦労さまです。 

委員長 続きまして、海野市長よりごあいさつをお願いいたします。 

市長 おはようございます。 

台風襲来の後片づけ等ですね、皆様にはご多忙の中、議会運営委員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号の被害状況ですけれども、倒木、それから倒木が原因となる停電、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、後台駅の東側、それから平野台富士霊

園付近、飯田地内の側道の３カ所においてですね、電線への倒木が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ので、東電が早速きょう作業に入るんじゃない

かというふうに思っております。 

それから河川の出水状況も安全水位を保てました。 

防災課の職員は安全を確認しまして、本日２時までには退去しました。 

土木課の職員は、樋管操作のため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、先ほど議長、それから委員長のほうからもお話がありましたけども、こ

の後も台風がですね、波状的に襲来しますので、従前どおり万全の警戒体制を敷いていき

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回定例会の日程や議案等について

ご説明をいたします。 

報告案件につきましては、専決処分が１件、平成27年度決算に基づく健全化判断比率、

資金不足比率の状況が各１件の計３件でございます。 

議案につきましては、規約の変更が１件、条例が３件、補正予算が５件の計９件で、認

定案件につきましては各種会計及び下水道事業会計の決算が２件でございます。 
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慎重なる審議をお願いいたしまして、簡単ですがあいさつとさせていただきます。 

よろしくお願いします。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

また職員の皆さんご苦労さまでした。 

では、会議事件に入ります。本委員会の会議事件は別紙のとおりであります。 

これより議事に入ります。 

平成28年第３回定例会について、①議案等の委員会付託について、事務局より説明をお

願いいたします。 

次長補佐 それでは資料に沿って説明をさせていただきます。 

本日の議会運営委員会と全員協議会の資料をごらんください。 

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

なっております。 

議案等の概要につきましては、議案概要書のとおりでございます。 

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。 

続いて、２ページをお願いいたします。 

常任委員会協議報告案件が３件、内容としましては、産業建設常任委員会の案件が１件、

教育厚生の案件が２件でございます。 

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、表にありますとおり、６日の総務生活が６件、７日の産業建設が５

件、８日の教育厚生が４件となっております。 

続きまして、請願陳情の取り扱いについて、資料の４ページをお願いいたします。 

前回の定例会以降、今回の締め切り日までに提出がありましたのは、請願が２件でござ

います。 

表の上から、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崎千尋様ほか10名から出ておりまして、紹介議員が寺門議員でござ

います。 

こちらにつきましては、原子力に関係する案件でございますので、原子力安全対策常任

委員会に付託する案をつくっております。あとで会期日程のほうでもご説明いたしますが、

原子力のほうに付託する場合、当初の予定にはなかったんですが、１日原子力の委員会を

開きまして、そちらで審議するということになるかと思います。 

請願第３号、教育予算の拡充を求める請願。 

こちらは水戸市の茨城県教職員組合、吉田豊様ほか228名。紹介議員が笹島議員でござい
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ます。 

こちらは毎年提出されている請願でございまして、教育厚生常任委員会の付託案でござ

います。 

請願の内容につきましては、５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。 

以上です。 

委員長 請願陳情の取り扱いについては、ただいま事務局より説明がありました。 

これでよろしいでしょうか。 

異議なしと認め、それでは請願陳情文章表（案）のとおり取り扱いを決定いたします。 

続きまして、一般質問の検討について事務局より説明をさせます。 

次長補佐 それでは資料の10ページをお開きください。 

こちらが一般質問の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。 

通告がありましたのが、大和田議員、遠藤議員、花島議員、笹島議員、古川議員、寺門

議員、小宅議員の７名でございまして、資料のほうは、お名前と時間、それから質問の内

容を記載しております。 

今回、一般質問に提出を求める資料については請求がございませんでした。 

それから、重複していると思われる質問についても、今回はございません。 

一般質問通告で１点、検討をお願いしたい事項がございまして、資料の11ページ、花島

議員の質問の中で、質問事項の４番、下水道整備、道路整備などの今後についてという内

容でございますが、花島議員の所属している産業建設常任委員会の調査事項に関する内容

となっておりまして、申し合わせ内規では、所属する委員会が現在調査している事項につ

いての一般質問は行わないように努めるというふうに規定がございます。 

この件について、協議をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

委員長 はい、一件、花島議員の一般質問の中で、下水道整備、道路整備などの今後について

という質問が提出されておりますが、これについては、委員会で調査等も行われている方

向性ということですし、またを申し合わせ内規でも、調査事項については質問を避けると

いうこともありますが、ちょうど今、産業建設常任委員会の寺門委員長がおりますので、

委員長のほうからも、その調査関連について、もし説明があればお願いしたいと思います。 

寺門委員 産業建設常任委員会でですね、道路整備と、それから下水道、これ区域指定も含め

て調査を現在、今後についてですね、やっていくということで、道路整備についてはもう

既に始めておりますけれども、いずれにしてもその調査事項でございますので、これは内

規どおり取り下げをお願いするしかないのかなという気がいたしますので、私もちょっと

不注意で申しわけないんですけれども、こういう質問が出るとは思っていませんでしたの

で、内規事項をよく知らないということもあるのかもしれませんけれども、その辺ちょっ

と、気をつけていきたいなと思います。 
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委員長 今委員長からですね、下水道、道路、また区域指定を含めた委員会での調査を今進め

ているということですので、花島議員のですね、下水道整備、道路整備などの今後につい

てということについては、当委員会に所属しているということもありますので、取り下げ

という形で皆さんよろしいですか。 

     （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 一応このことを伝えさせていただくということで、了解いただければと思います。 

ではそのように進めさせていただきます。 

これより質問者の順番を決めたいと思います。 

順番は抽選にて行います。お願いいたします。 

（くじによる抽選） 

委員長 抽選が終わりましたので、順番が決定しました。 

事務局より報告をお願いいたします。 

次長補佐 では、ただいまの抽せんの結果を発表いたします。 

１番、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。 

以上となっております。 

委員長 一般質問の順番については、ただいまの報告のとおり決定をいたします。 

続いて、一般質問の日程についてご審議をお願いいたします。 

一般質問の日程と実施人数について検討していきたいと思いますが、皆さんのご意見を

いただきたいと思います。 

９月１日、何名。 

  （「５人」と呼ぶ声あり） 

委員長 ９月１日は５人でよろしいですか。そうすると９月２日が２名。 

１日が５名で２日が２名と。この結果は会期日程に一般質問者を掲載し、公表いたしま

す。よろしくお願いをいたします。 

続いて、会期日程（案）について事務局より説明をお願いいたします。 

次長補佐 それでは第３回定例会の会期日程案をごらんください。 

第３回定例会の開会日は８月30日火曜日でございます。開会から議案の上程説明までを

行います。 

２日目が８月31日、こちらは休会でございますが、議案質疑通告締め切りが正午までと

なっております。 

続いて、３日目から一般質問でございます。 

９月１日が一般質問、５人、続いて２日が一般質問、２人。それから議案質疑、委員会

付託等を行います。 

３日から５日までが休会。 
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６日からが常任委員会でございます。 

９月６日が総務生活、７日が産業建設、８日が教育厚生で、先ほど請願のところでお話

ししましたように、原子力安全対策常任委員会のほうで、請願の協議を行います関係で、

９月９日金曜日に原子力の常任委員会を入れております。 

９月の10日から14日までが休会。 

15日が９時半から議会運営委員会、そのあと、全員協議会を行います。討論の通告締め

切りが、こちらの日になっております。 

９月16日が最終日、委員長報告、質疑、討論、採決で閉会でございます。 

以上です。 

委員長 ただいまの説明にご意見ございませんか。 

会期日程案についてこれでよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 それではこの会期日程（案）に決定をいたします。 

ここで執行部に関する案件は終了いたしました。執行部の皆様お疲れさまでございまし

た。ご退席をお願いいたします。ご苦労さまでした。 

暫時休憩をいたします。 

  休憩（午前９時48分） 

  再開（午前９時49分） 

委員長 再開をいたします。 

（２）番、茨城県市議会議長会議員研修会の出席について、事務局より説明をさせます。 

次長補佐 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、今年度の第１回目の宿

泊の研修が予定されているんですが、まだ正式な文書が届いておりませんので、本日資料

はつけておりませんが、11月15日火曜日と16日水曜日の２日間、行われることに決定して

おります。 

会場と研修内容は未定なんですが、担当は潮来市となっております。 

議員派遣につきまして、定例会中の常任委員会で各常任委員会から１名ずつ、その後、

議運から１名の計５名を選出していただきたいと思います。 

常任委員会までに、詳細等の文書が届きましたら、そちらを配布したいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

以上です。 

委員長 議員研修についてご意見ございませんか。 

なければ、事務局案のとおり、各常任委員会と議運から１名ずつ選出し、定例会最終日

に議員派遣の議決を行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 はい、それではそのように決定をいたします。 
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本日の審議案件は全部終了いたしました。以上で議会運営委員会を閉会といたします。 

なお委員の方は、この後10時からの全員協議会でもこの資料を使いますので、全協室に

お持ちください。 

また、午後１時から本日２回目の議会運営委員会を開きますので、第２委員会室にお集

まりくださいますよう、よろしくお願いいたします。 

以上で閉会といたします。ご苦労さまでした。 

閉会（午前９時51分） 

 

   平成２８年１０月１８日 

    那珂市議会 議会運営委員会委員長 君嶋 寿男              


