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那珂市議会 議会運営委員会記録 

開催日時 平成29年１月23日（月）午前10時 

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     

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 

会議に付した事件と結果概要 

（１）議会基本条例の検討について 

結果：条例の改正内容を決定 

     （２）議会運営委員会委員の補充について 

        結果：欠員１名分について産業建設常任委員会から選出することを決定 

     （３）次回の議会報告会の開催時期について 

        結果：５月24日（水）、25日（木）の夜に開催することで調整  

 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52分） 

委員長 おはようございます。 

ことしになりまして初めての議会運営委員会ですね、本年もまた皆さんのご協力により

まして進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

またですね、今、大変風邪もはやってますが、私もちょっと１週間前、インフルエンザ

にかかってしまったものですから、健康には十分皆さん注意していただいて、過ごしてい

ただきたいと思います。 

ただいまの出席委員は５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。 

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 改めまして、おはようございます。そして新年おめでとうございます。 

本年初めての議運ということで、君嶋委員長以下委員の皆さんにはご苦労さまです。 

本年一年、とにかくしっかりとした議会運営をしていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いをいたします。 

きょうは途中で中座するようなことが、中断することがあるかもしれませんが、ひとつ



 - 2 - 

よろしくご審議のほどお願いして、あいさつといたします。ご苦労さまです。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

これより議事に入ります。 

本日の会議事件、議会基本条例の検討について、議会運営委員会委員の補充について、

次回の議会報告会の開催時期についての三つを協議したいと思います。 

まず始めに、（１）議会基本条例の検討についてを議題といたします。 

これまでの議論の中で、住民、市民、市民等といった用語の整理と議会基本条例の前文

の改正について検討してまいりましたが、本日は皆様からのご意見をいただいて、最終的

なまとめに入っていきたいと思います。 

これについて事務局から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資料で、議会基本条例の新旧対照表のほうをお開きいただ

きたいと思います。 

前回までに検討をいただきました内容で、用語の定義について整理したほうがよいとい

うことで、そちらを条例改正の条文のほうでお示ししたものが資料でございます。 

まず、前文でございますが、こちらの最初の全体的な内容の部分がちょっと長いという

ことと、住民と市民という言葉が混在しているということで、こちらの案のほうでは、「那

珂市議会は」の前の部分をすべてカットするような形で案をお出ししております。 

「那珂市議会は」から始まりまして、改正案の左のところですね。こちらはそのまま変

えてはおりませんので、こちらにもし何か那珂市議会としての、ここはどうしても言って

おきたいというような内容がありましたら追加していただくような形でお願いいたします。 

続いて、その裏面ですね。定義としまして、今まではなかったんですが、こちらを第２

条という形で用語の定義を載せております。 

第２条、この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる、ということで２点ですね。 

まず、（１）市民、市内に在住し、または勤務し、もしくは通学する個人をいう。 

こちらにつきましては、那珂市協働のまちづくり推進基本条例に示されております市民

の定義をそのまま入れてございます。 

これに加えて、議会基本条例の中での市民の定義をつけ加えたいということであれば、

こちらのほうもご検討をお願いいたします。 

それから（２）市長等、こちらの定義でございますが、市長及び執行機関の職員をいう。 

こちらにつきましては、今までの議会基本条例の中でも、第15条の中で、このように説

明を入れておりますので、それを定義として改めてこちらのほうに入れるということで、

二つの用語を整理したという形になっております。 

それ以降でございますが、第２条をつけ加えましたので、条が繰り下がっていきます。

内容的には変わっておりません。 
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第５条のところでございますが、こちらは今までは右側の第４条ですね、市民等の意見

陳述というところで、市民等という言葉が出てきておりました。 

今回、市民について定義を第２条でしております。市民等という言葉については、こち

らの条文の中に、「市民等から」というものを入れなくても意味が通じますので、そこを

とりまして、意見陳述、請願と陳情のことを言っておりますが、こちらは市内に限らず、

県外などからも陳情が寄せられることがございますので、こちらの用語を取り払いまして、

単に意見陳述としまして、議会は提出された請願及び陳情の審査において、提出者の要望

により、意見陳述の機会を設けるものとするということで、市民等という言葉を除いてお

ります。 

それから第７条からそのままですね、次のページにいきまして第16条のところです。 

こちらは今まで第15条としまして、市長及び執行機関の職員（以下、「市長等」という。）

というふうに説明書きが入っておりましたので、こちらを第２条に整理したことにより除

いております。 

それから第17条から最後まで、こちらは条の数字が変わるのみで、内容は変更しており

ません。 

こちらを案としておつくりしておりますが、内容のほうですね、ご協議いただきまして、

こちらでよろしければこの形で、条例案として出したいと思います。ご協議をお願いいた

します。 

以上です。 

委員長 ただいま事務局の説明が終わりました。 

これから皆さまのご意見を伺いたいと思います。 

どうですか皆さん、今までいろんな意見をいただいた中でまとめさせていただいて、き

ょうこのように形をつくらせていただきましたけども、皆さんのご意見をいただいてまと

めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

どうですか。 

勝村委員 これ、第６条のね、議会は提出された請願及び陳情の審査、これ漠然としすぎない

のかなという気がしちゃうんだけど。どうなんだろう。 

いいのかな、全体だからね。 

委員長 先ほど事務局からも説明があったように、請願陳情等については市外、県外から幅広

く来るということで、そこに絞らないでということで、抜いたという説明があったんです

が、その補足がもしできれば。 

次長補佐 こちらにつきましては、ここで市民等という言葉を使っていますので、こちらの扱

いをどうするかになるんですが、市民等の意見陳述ということを残した場合ですね、市民

等とはどういう人をいうのかというのを、また第２条の中で定義をつけていただければ、

それで大丈夫だと思います。 
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委員長 よろしいですか。 

ですから、今回はもう市民等、等は抜いちゃうということでよろしいんですよね。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 よろしいですか。 

それではただいまの説明がありました改正後の案として、議会基本条例のほうを修正さ

せていただきたいと思います。 

条例の改正については、全員協議会で説明を行った後、３月定例会において議会運営委

員会から提出をさせていただきます。 

副議長 ちょっとよろしいですか。この市民となると、団体は指さないんですよね。 

今までの中でいうと、市民っていうものがいろんな区別があったんですが、その団体も

指してる場合もあったんですよね。 

ただ今回市民等というのを完全にこの基本条例から除いたということは、市内の団体、

もしくは事務所事業所、法人もしくは団体というのは全く対象にはどこにもならなくなっ

てくるんですけど、これでいうと。 

これについてはどう整理するんでしたっけ。 

次長補佐 一応こちらの案では、那珂市の協働のまちづくり推進基本条例の中の市民の定義を

そのまま当てはめていますが、前回11月９日のときにお出しした資料で、ほかの市議会の

例をお出ししてるんですが、例えば可児市議会の例をいいますと、市民は、市内に居住し、

通勤し、通学する個人または市内で活動する団体をいう、というふうに定義づけされてい

ます。あと東近江の場合ですと、市内に在住し、在勤し、または在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、というふうに定義づけされていますので、そちらは定

義づけをどういう形でするかということですので、これに加えていただくことは、大丈夫

ですので。 

委員長 そうすると、やはりその定義を入れておいたほうが間違いはないですよね。誤解され

ないというか、そこできちっとした市内の区域内に事務所とか団体とか、そういうものを

ちょっと定義して入れておくのはいいかと思うんですけど、そのほうが間違いなく、勘違

いもされないかなっていうのはあるんで。それを加えさせてもらうということで。 

次長補佐 そうしましたら、ちょっと今読み上げた二つの市議会の中でも、法人と団体って入

れてるところと、団体だけを入れているところがあるんですが、市内の事業所とかも含め

るということであれば、こちらの第２条の市内に在住し、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、という形に整理してもよろしいでし

ょうか。 

委員長 そのほうがいいですね。 

次長補佐 ではその形に直します。 

委員長 じゃ、そのようにつけ加えさせていただいて、お願いをしたいと思います。 
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そういうのもきちんとはっきりしていくことによって、この件についてはよろしいです

か。 

続きまして、議会運営委員の補充についてを議題といたします。 

前回も話が出ましたが、須藤議員が亡くなられたことにより、議運の委員の補充につい

て、申し合わせ内規では、委員は総務生活、産業建設、教育厚生の各常任委員会から各２

名を互選するということになっております。 

現在１名となっている産業建設常任委員会から須藤議員の代わりの委員を選出してもら

うかどうか、本日皆さんで協議をして決定したいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

寺門委員 産業建設でも同様に５名になりましたので、非常に幅広い点とそれから深いという

意味合いを持って議論とあとチェック、監視機能ですね。あと質疑についても、５名では

ちょっと、非常に当初来、須藤さんが休みがちだったという部分もありましてですね、非

常に苦労したというところがありまして、その辺は当委員会も、私のほうとしては、６名

で現行常任委員会は組まれてますけれども、１名ふやして７名体制、もしくは８名はちょ

っと難しいかもしれませんけれど、監視機能という点からいうとやっぱり７名がいいのか

なと。 

これ議論をするということでもやっぱり最低７名っていうのは必要だなというふうにつ

くづく実感をしてますんで、これもあわせてですね、当委員会から１名、議運のほうへ出

すというのもわかるんですけれど、今四つありますけどもね、常任委員会、その辺、相互

に補充をして６名から７名というようなことも一つ、検討いただきたいなというふうに思

います。 

当委員会から議運のほうへ１名っていうのは、選出はしますけれども。しなきゃいけな

いなというふうには思っています。 

以上です。 

委員長 はい、外にありませんか。 

今欠員になっています産業建設常任委員会のほうの１名ですね、今後どうするかという

ことで今委員長からは、やはり１名は出していただけるという考えでよろしいですか、そ

うすると。 

各常任委員会からの２名ということですので、今現在は５名の委員の中からもう１名選

出をしていただくということでお願いをしたいと思います。 

ただそのあとですね、今寺門委員からも話がありましたように、６名だったところ１名

減で、今現在５名で委員会を運営しているということですけども、できれば、各常任委員

会があと１名、産業建設はそうすると２名、希望になるんでしょうけど、一応７名あたり

の体制で今後の委員会ができればという意見が今出たんで、これについては、ちょっと皆

さん、検討していただくということで、よろしいかと思うんですね。 
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その点について皆さんの意見があれば、ちょっとお聞きしたいと思います。 

事務局長 もしその定数増となりますと、条例改正が必要なんですが、ただ現在もう皆さん６

名ずつ所管のほうに配属されておりますので、もしやるとすれば来年の折り返しのとき、

その前に条例改正が必要だということだと思います。 

委員長 よろしいですか、今局長からも話が出ましたけども、途中でということではなくて、

ことし１年間、議運でもちょっとその辺を検討させていただいて、協議しながら、１年後

にまた組織編成がありますからそのときに、その体制を変える条例改正をしようという方

向になればそのように進めたいと思います。 

その間、１年間、皆さんでちょっと協議していきたいと思います。 

そのようなやり方でよろしいですか。 

寺門委員 ということは、産業建設で５名体制でしばらくはやるということで、補充はできな

いということですね。わかりました。 

委員長 大変でもよろしくおねがいします。 

では産業建設常任委員会から新たに１名を議運の委員として選出をしていただくという

ことで進めていきたいと思います。 

これについてはですね、閉会中の産業建設常任委員会での選出をお願いいたします。 

選出された方につきましては、３月議会の選任の議決を得た後、新たな議運のメンバー

として会議に参加していただくいただくという流れで進めていきたいと思います。 

大変でも委員長、選出のほうお願いいたします。 

では続きまして、次回の議会報告会の開催時期についてを議題といたします。 

まず事務局から説明をお願いいたします。 

次長補佐 それでは、議会報告会の開催時期についてなんですが、例年５月に行っておりまし

て、昨年は改選の関係で10月に開いたわけなんですが、５月にまた開催を戻すということ

になりますと、そろそろ開催場所のほうをちょっと当たってみないといけない時期になっ

てまいりますので、そちらの検討をお願いしたいと思います。 

５月に開催する場合なんですが、小学校の運動会が今５月に行っているところが多くな

っております。私のほうで教育委員会に確認したんですけれども、日程がまだ決まってい

ないということで、各学校のほうで決まってから、教育委員会に連絡が来るということで

ございまして、大体２月の中旬以降にならないと、はっきりとした日程が出ないというこ

とでございます。 

土日に行うという場合ですと、小学校の運動会にかぶらないようにという形で設定する

必要があるかと思います。 

それから前回、平日の夜にしてはどうかというようなご意見もございましたので、その

辺の開催日ですね、それから開催会場でございますが、今まで、２カ所ずつ公共施設をま

わしてきたところでございまして、次また２カ所ということでございますと、ふれセンよ
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こぼり、それからふれセンよしのが会場の候補になっております。 

こちらのほうも会場をこのまま２カ所で、こういう場所でやるのかどうか、その辺をち

ょっとご協議いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

委員長 ただいま説明がありました。 

また、昨年の第４回議会報告会の終了後にも反省点などの話し合いを行ったとこですけ

ども、まず開催時期ですね、あと開催時間、また、会場の都合もありますので、大まかな

開催の方向性をここで決めていきたいと思います。 

皆さんのご意見を伺いたいと思いますが、よろしくお願いをいたします。 

開催の日にち、５月は先ほど小学校の運動会が重なる時期なんですけども、去年は10月

に報告会、議員の改選もあったということで遅れましたけど、その前はやはり５月に行い

ましたので、行うとなると５月、またそのやり方もちょっとどのような方向性がいいか、

詳しい内容についてはこれから決めていきますけども、大まかな時期と、場所を決めてい

きたいと思います。 

開催日はやはり５月でよろしいですか。 

５月の末ごろですよね。６月の議会はいつからでしたか。 

暫時休憩いたします。 

  休憩（午前10時19分） 

  再開（午前10時22分） 

委員長 再開いたします。 

次長補佐 ６月の定例会の予定が、６月13日から29日の予定になっています。ですので、１週

間前の議運が６月６日、一般質問の締め切りがその前の週っていうぐらいの日程にはなっ

ております。６月の３日４日の土日であれば、特に学校行事とはかぶらないのかなとは思

います。 

以上です。 

委員長 ただいま事務局からの説明で第２回定例会、６月の定例会は、13日が開会ということ

ですので、その１週間前ぐらいは時間的には、とれるということで、あと５月は27、28日、

このころが運動会の可能性が強いかなっていうのがありますよね。20日か27日ですよね。 

  ですから、この運動会を抜くとなると６月３日、４日に報告会を入れるか、その辺の調

整になるかと思うんですけど。 

あと、今ちょっと暫時休憩の中でも話が出ましたように、この議場を使って来てもらう

とか、この役所でやってはどうかとか、そういう話もちらっとは出ましたけども、１会場、

そうすると１会場という話になってきますよね。 

ですから、あとは議会の議員が出向くかこちらに来てもらうかの考えで、内容について

はちょっと検討させてもらいながら、開催日だけ決めさせてもらって、予定を組んでいき

たいと思います。 
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じゃどうします、５月の末から６月の３、４日あたりで27、28、あとは３日、４日。 

平日にしますか。平日の夜。 

副議長 さっきちょっと話しましたが試しということで、今度は平日の夜にね、一回やってみ

るのもいいのかなという感じがいたしますね。 

夜でもこの間の区域指定の説明会でも各会場ね、本当四、五十人ぐらい集まっておられ

ますし、内容によってはやっぱりそんな時間は苦にならないのかな、若い方も見える可能

性がそうすると出てくるので、平日の夜っていうのはいいと思いますね。 

そうなると結構幾つか選択肢が出てきますけれども、例えば私なんかが思うのは、たま

にはこの議場でやるのもいいのかなと。せっかくなので。 

どういうふうに座っていただくかはちょっといろいろと検討ですけれども、議場を開放

するということで、実際我々が議論している場で見ていただいてというふうなものもいい

かなと思います。 

そうなると平日窓口延長している木曜日ぐらいを使ってやるのが一番いいのかなと。

我々もちょっと出口のお出迎えとかね、やっぱりやらなきゃいけないとは思いますけれど

も、そういったところも一つ、おもしろいかなというふうに思います。 

以上です。 

委員長 ただ確認で、ここ議場、今木曜開庁してますけど、７時までの開庁でしょうけど、逆

に７時から９時までって延長２時間、ここの役所の解放というのは可能なんですか。 

事務局長 理由がはっきりしていれば、それは事前に申し上げれば問題ないと思います。 

委員長 時間のほうについては、そういう面ではクリアできそうですね。 

今ですね、平日の夜という話が出ました。外に何か。 

皆さんの意見をまとめていきたいと思いますけど、皆さん平日の夜でよろしいですか。 

夜でもいいだろうということで、ただ開催を１日にするか、２日にするかということで

すね。その点についての皆さんのご意見、２回となると、会場を別な場所で２会場を押さ

えないとならないと思うんですね。 

同じとこで２日続けてやるといってもね。そうすると会場をどうします、２回にすれば。 

１回だったらここでまとめてやれるということもありますけど、場所を逆にコミセンか

らほかの場所にするか。もしご意見あればどんどん、局長のほうからもいいですよ。 

  （「図書館は」と呼ぶ声あり） 

次長補佐 図書館ですとやっぱり開館時間がありますので、７時までですね、平日は。 

休日は、土日も開いてはいますけれども。 

委員長 ちょっと難しいですね。 

１日で１会場、ここでやるとか。 

寺門委員 前回の報告会ではやっぱり夜という開催のほうがもっと若い人がもっと来てくれる

かなというふうに思いましたので、やっぱり夜、平日の夜で議場というのは、大変ＰＲに
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もなるし、非常にいいなとは思いますんで、２日続けてやってもいいんじゃないですか。 

開催を同じところでやるということで。来る人が別々になれば、いいと思います。 

綿引委員 議場を使うというのも、非常にやっぱり市民を呼び込むということで、効果的だと

思うんですけど、議会報告会っていうのは、基本的なスタンスはやっぱり市民のところへ

出張して説明するっていうのが基本のような気がするので、議場へ市民呼ぶ、呼ぶって言

葉も悪いですけど、それもやっぱり、こっちから市民側へ出張して説明するっていうのが

いいと思うんですよ。 

議場で何かやるっていうのは、ほかに多分、方法はいくらでもあると思うので、議会報

告会でだめだというわけではないんですが、まだ４回しかやってないし、そろそろチェン

ジしたほうがいいんじゃないかっていうときに、たくらむのもいいのかなっていう気はす

るんですが、まだ始まったばかりなんで、市民の中へ議会が出ていくというスタンスはも

う少し続けたほうがよさそうな気がします。 

委員長 今ですね、報告会ということになれば、やはりですね、議会みずから市民のほうへ出

て行くと。 

ここで暫時休憩いたします。 

  休憩（午前10時30分） 

  再開（午前10時55分） 

委員長 では再開をいたします。 

先ほど話の途中になっておりますけれども、議会報告会の開催時期、日程等について皆

さんで協議をしていきたいと思います。 

先ほど平日の夜ということで、今までは土曜日曜に実施したということですけども、平

日の夜実施してはどうかという意見が皆さんからも出ましたので、これについては一応予

定では平日の夜ということで進めていきたいと思います。 

その点についてはよろしいですね。 

開催場所なんですけど、先ほど議場を使用してはという話も出たんですけど、確認させ

ていただいた中では、まず議場の中で、どれだけの傍聴者というか参加者が来るか見えな

いということもありまして、やはり、議会報告会ということになれば、議員がみずから地

域に出向こうということも先ほど綿引委員からも話がありましたように、今回はそういう

方向性でもう一度、報告会として外へ出ていくという形もどうかという意見も出ましたの

で、その辺についてもう一度確認させていただきたいと思います。 

場所についてはどうですか。やはり、よろしいですか、出向くということで。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 わかりました。ありがとうございます。場所についてはそうすると、先ほどふれセン

よこぼり、よしのということですけれども、どうします。 

会場については、この順番でいきます、それともどこか新たな場所でどこか、図書館は
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ちょっと時間的に無理だということですので、２会場で、ふれセンよこぼりとよしのとい

うことで会場は２会場。 

平日の夜の時間は一応予定では７時から９時の２時間。 

  （「ふれセンは何時まで」と呼ぶ声あり） 

次長補佐 ９時までに片付けまで終わらせるということになると思います。 

委員長 では、時間を繰り上げて６時半から８時半ということで。 

次長補佐 すみません、そうしますと日程的には５月中ということでよろしいですか。 

委員長 月曜日は休みですから。 

副委員長 どうなんですかこれ、平日で例えば、皆さん出やすいというのは、水、木あたりで

すか。 

勝村委員 24、25日あたり。 

次長補佐 ５月の24、25を第一候補としてちょっと会場のほうを当たってみます。 

委員長 平日の夜ということでね。 

では、一応大まかな日程ということで再度確認させていただきます。 

開催月は５月ということで、５月の24、25の２日間、開催時間が平日夜６時半から８時

半までの２時間ということで、場所はふれセンよこぼりとふれセンよしのの２会場で行う

と。そのように決定し、詳細については後日また改めて検討していきたいと思います。 

その点について、事務局のほうでも会場の設定よろしくお願いします。 

では続きまして、追加でもう１点事務局から視察受け入れの件で連絡がありますので、

お願いをいたします。 

次長補佐 それでは前に一度ご連絡いたしました、群馬県のみどり市議会の視察の件でござい

ますが、日程が２月10日金曜日、時間が午前９時30分から11時30分ということで、こちら

にお見えになります。 

その前にですね、みどり市議会のほうから視察に関しての質問事項が届きましたので、

きょうお配りしております。 

こちら５項目ですね、議員定数、議員報酬、政務活動費、議会報告会、議会改革全般と

いうことで、こちらの質問が来ておりますので、これに沿った形でこれから資料のほうは

作成いたしますが、皆様のほうでも、こちらの質問に答えるような形で内容をちょっと再

確認をお願いしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 ２月10日９時半からですね、こちらにおいて群馬県のみどり市議会が視察に来るとい

うことですので、前回、出席していただくということで正副議長、寺門委員、そして私た

ち正副委員長、綿引委員も、ですから全員の議運で対応するということで、綿引委員も入

っていただければということで、皆さん都合よければ全員ということでお願いをしたいと

思います。 
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それとあと質問事項について、内容を見て、皆さんからも説明をしていただきたいと思

います。特に定数等についても経緯、皆さん担当の委員になっていた方もいるかと思いま

すので、その点についての意見などもちょっと述べていただければということで、確認し

ながら皆さんでその内容は、まとめておいてもらえればと思いますね。 

あとその下の市民の反応はいかがでしたかっていうことなんですけどそれは、皆さん気

のついた点でちょっと言っていただければ。 

事務局長 ある程度資料をつくりまして、先に説明しますので、多分それ以上のことを、議員

同士の意見を聞きたいのかなと思いますので、そのときは議員としてお答えしていただけ

ればと思います。 

委員長 その時にそういう委員会に所属してたということで補足してもらえばいいことですね。 

事務局で資料をつくって説明してくれますから、それに合わせて、その中でまたいろん

な意見も出てくるかと思うんで。 

昨年も市議会が大体10件近く視察に見えてるんですけど、ことしもまた来たときは皆さ

んのご協力よろしくお願いします。 

また、新たないろいろタブレット方式を使っているとか、電子採決とか、ですから、い

ろんなところもこれから視察しながら、うちのほうも改革を進めていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

外に皆さん、よろしいですか。 

なければ以上で議会運営委員会を閉会といたします。きょうはご苦労さまでした。 

閉会（午前11時６分） 

 

   平成２９年２月２４日 

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


