
 - 1 - 

那珂市議会 議会運営委員会記録 

開催日時 平成28年11月22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     

欠席委員 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４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、順番及び重複質

問、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及び横手市議会友好訪問の出席者について 

        結果：市議会議長会議員研修の派遣人数を５名から３名に減らし、申し合わ

せ内規を変更する。今回の横手市への派遣は、議長、常任委員長、議

運委員長の６名とする。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29分） 

委員長 皆さんおはようございます。 

本日は朝６時ごろですね、大きな揺れで皆さんびっくりしたかと思います。市内におき

ましても、被害がなく済んだという報告を受けていますので、大変よかったと思いますが、

自然災害、いつどこで何が起きるかわかりませんので、これからも注意をしていただきた

いと思います。 

きょう皆さんにお集まりいただきました内容につきましては、１週間後に控えました議

会等について説明を受けながら審議をしていきたいと思いますのでよろしくお願いをいた

します。 

では早速、委員会を開会いたします。 

ただいまの出席委員は、５名であります。欠席委員は須藤委員の１名であります。 
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定足数に達しておりますので、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。 

ただいま委員長のほうから話がありましたとおり、１週間後に、第４回の定例会を控え

ての議運でございます。慎重なるご審議をお願いし、またけさの地震、大したことがなく

てよかったなと、そういうふうに思ってます。よろしくお願いをいたします。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

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。ご苦労様でございます。 

議員の皆様には平素より市政運営につきまして特段のご配慮いただき厚く御礼を申し上

げます。 

また、先ほど君嶋委員長からもお話がありましたように、福島県沖を震源とする地震が

ありましたが、那珂市においては震度４でございました。 

防災課では、６時15分から状況調査をしておりますが、現在のところまだ最終の報告は

上がってないんですが、特段の被害は出てないという状況でございます。 

さて本日の議会運営委員会におきましては、開催をお願いしております第４回定例会に

おける提出予定の議案等について、執行部よりご説明をさせていただきます。 

報告案件につきましては、専決処分が２件、議案につきましては、条例ならびに補正予

算に係る議案が17件、指定管理者の指定が１件、市道路線の認定が１件、同じく変更が１

件でございます。 

また全員協議会の付議案件としまして８件、常任委員会協議報告案件として10件、提出

させていただきますので、あわせてご審議をお願いしたいと思います。 

以上簡単ですがご挨拶とします。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

では早速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。 

（１）平成28年第４回定例会について。 

①議案等の委員会付託についてを事務局より説明をお願いいたします。 

次長補佐 それではお配りしました本日の議運と全協の資料のほうをお開きください。 

第４回定例会に提出されました議案一覧でございます。報告が２件、議案が20件、その

うち人事院勧告に関連する議案が網かけとなっているもの８件でございます。 

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。 
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専決処分の報告案件２件のうち、報告第13号につい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。 

常任委員会協議報告案件につきましては、総務生活常任委員会が４件、産業建設が２件、

教育厚生が１件となっております。この外に原子力の案件が追加で入る予定でございます。 

その下の全員協議会付議案件でございますが、１番から７番までが人事院勧告に関連す

るもので、この後、全員協議会で説明をいただきまして、29日の定例会初日に上程し、そ

の日にうちに採決まで行う予定となっております。 

29日採決分の議案についての議案質疑通告は11月25日金曜日の正午締め切りとなってお

ります。 

８番につきましては、急ぎの案件であるため、本日全員協議会の報告案件となっており

ます。 

総務部長 よろしいですか。 

８番の介護報酬不正請求返還請求処分取消訴訟についてでございますけども、これに関

連いたしまして、11月29日の議会定例会の初日に追加議案として、補正予算の追加議案を

上程したいと考えております。 

中身といたしましては、この裁判の費用、弁護士費用、着手金でございます。 

決定ではなくてですね、他の市町村も同じ案件を抱えておりますので、最終的には外の

市町村の動向を見て判断したいと考えておりますけども、今のところ予定として、今言っ

たように初日に、追加案件として上程をしたいと考えておりますので、よろしくお願い致

します。 

以上です。 

次長補佐 では続けて、３ページをお開きください。 

委員会付託表案でございます。委員会のほうに付託されます議案は、表にありますとお

り12月６日の総務生活常任委員会が４件、７日の産業建設が６件、８日の教育厚生が５件

となっております。 

以上です。 

委員長 ただいま事務局、そしてまた総務部長から議案等が追加されますということで報告が

ありました。この点についてご意見ございませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ないようですので、議案等の委員会付託については委員会付託表（案）のとおりでよ

ろしいですね。ではそのように決定をいたします。 

続きまして、請願・陳情の取り扱いについてを事務局から説明をお願いいたします。 

次長補佐 それでは資料の４ページをお開きください。 

請願・陳情の取り扱いでございますが、４ページが請願・陳情文書表の案でございます。 
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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。 

請願第４号、「奨学金制度の改善と教育費負担の軽減に関する意見書」の採択を求める

請願。こちらがひたちなか市の日本労働組合総連合会茨城県連合会、常陸野地域協議会よ

り提出されました。紹介議員は笹島議員です。付託案は教育厚生常任委員会です。 

請願第５号、「後期高齢者の保険料軽減特例の継続を求める意見書」の提出を求める請

願。こちらが水戸市の茨城県社会保障推進協議会より提出されまして、紹介議員は花島議

員でございます。こちらも、教育厚生常任委員会が付託先案でございます。 

５ページ以降に、今回の請願の写しを添付しておりますので、ご確認ください。 

以上です。 

委員長 ただいま説明がありました請願・陳情の取り扱いについて、皆さんこれでよろしいで

しょうか。よろしいですか。 

     （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは請願・陳情文書表（案）のとおり、取り扱いを教育厚生常任委員会のほうに

付託させていただきたいと思います。 

続いて一般質問の検討について事務局から説明をさせます。 

次長補佐 資料の10ページをお願いいたします。 

一般質問の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ございます。 

まず１番目が筒井議員、那珂市のアグリビジネスについて。 

次が大和田議員、区域指定制度についてほか１件。 

冨山議員、地域資源の今後を考えるほか２件。 

小宅議員、市営住宅の現状と今後を考えるほか３件。 

古川議員、スポーツ振興と人づくりまちづくりについて。 

11ページにいきまして、遠藤議員、空き家解体費問題についてほか２件。 

花島議員、下水道以外の下水排水処理の現状についてほか３件。 

12ページにいきまして、木野議員、文化財の公開についてほか３件。 

寺門議員、高齢運転者への対応についてほか１件。 

笹島議員、平等な税の徴収についてほか１件でございます。 

今回、一般質問に提出を求める資料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でございますが、今回、区域指定制度について

の質問が大和田議員と遠藤副議長から出ておりますので、ご検討をお願いいたします。 

以上です。 

委員長 ただいま一般質問についてですけど、重複質問については、質問者同士で調整をする

ことでよろしいですね。 

副委員長 よろしいですか。 
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これ区域指定制度について、お二人あるわけですけども、遠藤副議長はこれ、所管です

よね。所管については申し合わせ事項でご遠慮するということにになってると思うんです

が、それについてどうですか。 

副議長 はい、所管ではありますが、申し合わせでは所管の調査事項に関してはということで

すので、こちらの委員会では、所管ではあるけども調査事項にはなってないので、大丈夫

と判断をして通告しました。 

副委員長 どうでしょうか、これね。 

寺門委員 当委員会、正式な調査事項ではないにしても、現在協議をやっております。現在進

行形で進めているお話でですね、特に最終形ということではなくて、案の状態で、まだ結

論も我々のところでも出しておりません。 

やっぱり調査事項に準じた扱いということで考えたほうがいいのでですね、当委員会か

らの質問ではなくて、他委員会というか、所属以外でということでお願いできればと思う

んですよね。 

副委員長 今委員長から出ました。実はですね、私はこれちょっと内容が違うんですが、区域

指定制度後についてということで通告したわけですよ。 

17日に執行部が来ましてね。いろんな話を聞いて、結果的には遠慮というか、取り下げ

たわけですけども、それは細かいことは私よくわかりませんけども、向こうもあんまり細

かく言いませんけども、内容とすれば、なかなか話が進んでいないと。 

委員長いますからね、ちょっとお聞きしたいんですけど、何か堂々巡りになっていると

いうことでね、やっぱり私は遠慮させていただいたんですけども、それを副議長がね、そ

ういう状況で質問するというのはいかがなものかなと思いましてね、今お話したわけです

けども。もう少しその辺をね。 

副議長 はい、皆さんの協議にゆだねます。 

委員長 では、遠藤副議長の通告されました区域指定について、萩谷委員からと寺門委員長か

らも、今現在、調査をして協議をしている中でということですので、なるべくならばそれ

についてはっていう意見ですね。 

萩谷委員は委員会の中でということで、副議長が産業建設常任委員会のほうに入ってい

るという中で、今所管ということもありますということですよね。 

寺門委員 現実にはですね、遠藤副議長も、当委員会の所属でありますし、現実に調査も我々

のほうで申し合わせをしてやっております。 

今の素案がね、すべてではないので、第１回の住民説明会もやりまして、我々も市民の

方のご意見も承ってますし、今後どうすればいいのというところについては、もう一度、

住民説明会を、いろんな質問、意見も出されたのを受けて、都市計画課でもう一回説明会

を開いてきちんと説明をしなさいよということで意見をまとめてですね、その要請をして、

それももう一度やるという方向になってますので、堂々巡りということではないんで、市
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民のやっぱり理解を得ての区域指定なので、そこをきっちり押さえてやっているというこ

とですんでね。 

当委員会からの説明というよりは、他委員会からということなので、そこをちょっと強

調しておきます。 

委員長 はい、じゃそこをまとめさせていただきます。 

委員長から今、調査事項としてもいろいろ行っているということですので、これからも

意見等をいただきながらということですから、今回はそうすると遠藤副議長の質問につい

ては、この部分はね。 

副議長 基本的によくわかります。意味合いはわかったつもりで通告をしました。 

というのは、まさにおっしゃるとおりで審議をきっちりしております。堂々巡りになっ

ているわけではないと私も思っておりまして、委員長の采配でしっかりとした充実の議論

があると思ってます。 

ただいろんなそのまだ、理解が進んでない中で、もっと議論をしていかなきゃいけない

状態なところなもんですから、そういう状態で、ただ申し合わせとしては今調査案件で出

てるものを遠慮するということなっているので、そこを今後はね、こういう状態でも遠慮

する場合があるということは、ちょっとどういうふうに今後の内規を考えなければいけな

いかを今後に残すかなという感じはいたします。 

そういう問題提起の意味もありまして、あともう一つ言えば、実は今回通告したこの項

目は、こないだの委員会で私全部執行部に聞いた内容なんです。ですから重複しないよう

にという意味合いは、常任委員会で議論する前に、それより進んだ形の一般質問をして、

議論する前に答弁をね、一般質問でもらっちゃうこと自体がやっぱり委員会の議論を妨げ

ることになるだろうからという趣旨でそれはやらないようにということなっていると私は

理解してるんですね。 

これは実際私、こないだ委員会の中ではやった内容なんです、全部。答弁をもらってる

内容なんです。なので、その委員会の審議を妨げることにはならないと思っておりまして、

ただ本会議の議事録にきちんと今の執行部の考えと議会の議論のやりとりを残したいなと

そういう思いで通告したことでございまして、当然委員会の中の審議を妨げる意図は全く

ありません。 

ただ当然これは議運のこの場でこういう議論があるだろうなとは思っておりましたので、

皆さんからそういう議論が当然出れば、私としてはそれに粛々と従うというつもりでおり

ましたので、そういうことであれば私は何ら異論ございません。 

以上です。 

副委員長 よろしいですか。 

もう一つ言っておかなくてはならないのは、何で私が通告を取り消したかというのは、

やっぱり今遠藤副議長も言ったように、委員会のまだ進んでいないという状況で、私の突
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っ込んだ話を答弁しづらいということなんですよ。極端に言えば。 

だからそれはおかしいと思うけれども、でも、例えばですよ、そういうことなんです。

私が聞いているのは。そういうことで、結局突っ込んだ話を答弁しづらいので、というこ

とで来たわけですよ。実は。私が少しあれかもしませんが、そういうことなんです。そう

いうことでご理解いただければと思いますね。 

委員長 はい、わかりました。 

先ほどからありましたように、遠藤副議長からも一応妨げないというような方向でとい

うことで質問したいということですけども、今委員長からも先ほどありましたように、今

委員会でも協議しているということですので、これについては取り下げをしたい。させて

いただいてよろしいでしょうか。 

副議長 取り下げいたします。 

委員長 それでお願いをいたします。そういうことで、これはカットさせていただきます。 

次長補佐 そうしますと、大和田議員のほうは所属委員ではないということでそのままやると

いうことでよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それで進めさせていただきます。 

その外ありませんか。 

なければ質問者の順番を決めたいと思います。順番の抽せんを行います。 

  （くじによる抽選） 

委員長 よろしいですか。 

それでは順番が決定したようですので事務局より報告をさせます。 

次長補佐 はい、抽せんの結果です。 

１番、冨山議員。２番、大和田議員。３番、古川議員。４番、小宅議員。５番、花島議

員。６番、笹島議員。７番、寺門議員。８番、遠藤議員。９番、木野議員。10番、筒井議

員。以上でございます。 

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。 

皆さんのご意見をお願いいたします。どうですか、皆さん、２日間で。 

次長補佐 皆さんの予定時間から計算いたしますと、１番から５番までで３時間45分、６番か

ら10番まで４時間10分ということで、５人ずつに分けるとこのような時間になります。 

委員長 はい、ちょうど10名ですので、５人ずつということで、12月１日が５名、12月２日５

名でよろしいですね。 

ではこの結果を会期日程に質問議員名を掲載し、公表いたします。よろしくお願いをい

たします。 
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続いて、会期日程案について事務局より説明をさせます。 

次長補佐 それでは会期日程案が最後のページ、14ページになります。 

会期初日が11月29日、本会議で開会から議案の上程、説明、それからその日即決分の人

事院勧告分の案件については、質疑、討論、採決まで行う予定としております。 

30日が休会で議案質疑通告締め切りでございます。 

１日と２日が一般質問、２日は引き続き議案質疑、委員会付託を行います。 

３日から５日までが休会。 

６日から９日まで、常任委員会でございます。 

12月10日から14日までが休会。 

12月15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日となっており

ます。 

12月16日が最終日、本会議で委員長報告、質疑、討論、採決、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。 

     （「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 会期日程案についてはこれでよろしいですね。 

それでは会期日程案を決定いたします。 

ここで執行部に関係する案件は終了いたしました。 

執行部の皆さんお疲れさまでございました。ご退席をお願いいたします。 

暫時休憩をいたします。ご苦労さまでした。 

  休憩（午前９時54分） 

  再開（午前９時54分） 

委員長 はい、再開をいたします。 

議員派遣について事務局より説明をさせます。お願いいたします。 

次長補佐 今定例会で議決する議員派遣の案件が２件ございまして、本日資料のほうはないん

ですけれども、まず１件目、県の市議会議長会主催の今年度第２回の議員研修会、日帰り

の研修会が１月17日火曜日に行われることになっております。県からの文書がまだ届いて

おりませんので、詳細がまだ未定なんですが、会場は日立市になっております。 

この件ですが、市議会議長会の研修会の出席者につきましては、現在５名を派遣してお

りますが、申し合わせ内規にも、常任委員会と議運から１名の５名を派遣するということ

で、規定をされているんですけれども、この内規を定めた時の議員数が24名で、今18名に

減少しておりますので、しかも新人以外の方は大体皆さんもう何度か参加されているよう

な状況でございますので、３名に減らして、総務生活、産業建設、教育厚生の３常任委員

会から１名を選出していただくような形で３名の派遣ということにしてはどうかなという

ことでご検討をお願いしたいと思います。 
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研修会の出席人数につきましては、県から各市５名以内ということになっておりますの

で、希望者が多くて３名を超えるような場合には、上限を５名として、それ以内で決めて

いただくということにして、そうでなければ、３名を派遣するような形で内規を修正した

いと考えております。 

それから、もう一件、横手市議会の友好訪問ですが、日程が来年の２月15日と16日の１

泊２日の予定で決定いたしました。 

こちらにつきましても、派遣人数を減らして、今回は議長と各常任委員長、議運の委員

長の６名を派遣するということで、交通手段につきましても、電車に切りかえるというこ

とで議長からお話しがありましたので、そのように決めたいと思います。 

委員長が都合が悪い場合のみ、副委員長が参加するという形で、全協のほうでも、この

後お伝えしたいと考えております。ご検討をお願いいたします。 

委員長 はい、ただいま説明がありました議員派遣について、１月17日の議員派遣の人数です

ね、今までは５名以内ということで行ってきましたけれども、この点についても、定数も

削減ということで３名、各常任委員会１名でということの説明、また横手市友好都市訪問

についても、議員派遣の人数を議長及び常任委員長、議運の委員長のみということで進め

てはどうかということですが、皆さんこの点について、ご意見をいただきたいと思います。 

いかがでしょうか。 

寺門委員 この間の議長会の研修についても、５名出してくる議会は少なかったですね。半分

ぐらい。あとは３名が多いという状態でしたね。ですから後半のほうは３名でもいいんじ

ゃないですかね。 

委員長 じゃ、そういう人数の決定でよろしいでしょうか。 

それではそのように決定をし、定例会最終日に議員派遣の議決を行うことで進めたいと

思います。よろしくお願いをいたします。 

続きまして、地方議員の厚生年金の加入を求める意見書の取り扱いについてを議題とい

たします。 

事務局からの説明をお願いいたします。 

次長補佐 時間が無くなって参りました。申し訳ありません。 

委員長 大丈夫です。全協のほうは、遅れますということで、伝えてありますのでよろしくお

願いします。 

次長補佐 別のつづりになっている資料なんですけれども、地方議会議員の厚生年金への加入

を求める意見書の提出等についてというものをごらんいただきたいと思います。 

今回、全国市議会議長会から、意見書の提出について依頼がございました。内容は、地

方議会議員においても厚生年金に加入できるようにするための法整備の実現を求めるもの

で、その次のページが意見書案となっております。 

内容といたしましては、地方創生が国の重要な政治課題となり、その実現に向けて地方
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議会の役割が重要となっている中で、地方議会議員に求められるものもふえてきていると

いう現状に反して、住民の選挙への関心の低さや議員のなり手不足が深刻な問題となって

おり、国民の幅広い層からの政治参加や地方議会における人材確保の観点から、この意見

書の提出を求めるという内容で届いております。 

提出先は１ページ目の国会及び関係行政庁となります。取り扱いについてご協議をお願

いいたします。 

委員長 ただいま説明が終わりましたが、こちらの意見書ですが、那珂市議会として提出する

かどうするか皆さんのご意見をいただきたいと思います。 

どうですか。この後、きょうじゃなくて、今後の議会中に協議するということで大丈夫

でしょうか。 

事務局長 午後も議運を開きますので、その場で、時間が今ちょっとないもんですから、その

報告については、最終日の前の全協で報告されて、翌日出すときはもう提出するというこ

とで、そういう形でよろしいでしょうか。 

委員長 協議する時間もこの後ありませんので、午後から協議をしていただいて、そのときに

ですね、また決定を進めたいということで、そういうような形で。 

副議長 議運だけで決めるわけにいかないでしょう。 

次長補佐 きょうお配りした資料に関しては、全協のほうにもお配りしてあるんですけれども。 

事務局長 説明はちょっとして、再度議運で協議するということで。 

次長補佐 きょう資料をお配りしてますんで、その資料に関してはこういうことで提出された

ものですということで全協で私のほうで説明をして、午後の議運で協議いたしますという

ことで、決定内容は最終日前日の全協で報告しますということにいたします。 

委員長 そのようにさせていただきたいと思います。 

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、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をいたします。 

以上で委員会を閉会といたします。ご苦労さまでした。 

閉会（午前10時２分） 

 

   平成２９年１月２７日 

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


