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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２月24日（金）午前９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    事務局次長 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29年第１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）議会運営委員の補充について 

        結果：産業建設常任委員会から木野議員を選出 

     （３）議会基本条例の改正について 

        結果：発議第１号として、議会運営委員会から提出 

     （４）茨城県後期高齢者医療広域連合組合議会議員一般選挙について 

        結果：指名推選により、教育厚生常任委員長の古川議員を選出 

 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00分） 

委員長 本日は来週の３月３日から行われます、平成29年第１回定例会に先駆けましての全員

協議会ということで、皆様方に審議する内容も多いもんですから、予定より30分早めてご

出席をお願いして申しわけありませんでした。 

数多い協議等がありますので、皆様方の慎重審議でお願いをいたします。 

ただいまの出席委員は５名であります。欠席委員はおりません。 

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催いたします。 

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、議長及び議会事務職員が出席をしております。 

ここで中﨑議長よりご挨拶をお願いいたします。 
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議長 おはようございます。 

ただいま君嶋委員長のほうからご挨拶がありましたように、平成29年第１回の定例会が

来週から始まります。それに先立ちましての議運でございます。 

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。 

委員長 ありがとうございました。 

続きまして、海野市長よりご挨拶をお願いいたします。 

市長 おはようございます。ご苦労さまです。 

皆様には平素より、市政運営につきまして、特段のご配慮を賜り、厚く御礼を申し上げ

ます。 

本日の議会運営委員会におきましては、３月に開催をお願いしております、第１回定例

会に提出予定の議案等について、執行部より説明をさせていただきます。 

条例や補正予算並びに新年度当初予算に係る議案が30件、その他公の施設の広域利用に

関する協議、市道路線の認定、変更など３件、合計33件となっております。 

また常任委員会協議報告案件としまして、17件を提出させていただきますので、あわせ

てご審議をいただきますようお願いをいたします。 

簡単ですが挨拶とします。よろしくお願いいたします。 

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。 

平成29年第１回定例会について、議案等の委員会付託についてを事務局から説明をお願

いいたします。 

総務部長 その前によろしいですか。申し訳ありません。 

議員の皆様に先にお配りした今定例会の予定議案の概要でございますけれども、一部に

誤りがございましたので、今回正しく訂正してお配りしております。 

申し訳ございませんでした。以上でございます。 

委員長 では事務局お願いいたします。 

次長補佐 ではご説明いたします。 

本日の資料、議運と全協の共通の資料でございますが、第１回定例会の議案一覧をごら

んください。 

提出議案につきましては、一覧のとおり議案が33件でございます。議案の概要につきま

しては、お手元の議案概要書のとおりでございます。 

資料の２ページにいきまして、常任委員会協議報告案件が、総務生活の案件が11件、産

業建設が３件、教育厚生が２件、原子力が１件となっております。 

続いて、３ページが議案の委員会付託表案でございます。 

付託される議案は、表にありますとおり、３月13日の総務生活に12件、14日産業建設に
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14件、次のページ４ページ、15日の教育厚生に11件でございます。 

以上です。 

委員長 ただいま説明が終わりました。 

ここでご意見ございませんか。 

なければ、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

しょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 はい、それでは委員会付託表（案）のとおり、付託先を決定いたします。 

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５ページをお開き願います。 

請願陳情文書表案でございます。今回の締め切り日までに提出されましたのが、請願１

件でございます。 

請願第１号、「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」の見直しにあたり、現行制度の

継続を求める意見書の提出を求める請願。 

こちらが那珂市後台の全日本年金者組合那珂支部、支部長人見みさ様ほか１名から提出

されておりまして、紹介議員は花島議員でございます。付託の案は教育厚生常任委員会で

ございます。 

以上です。 

委員長 ただいま説明にご意見ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 なければ請願陳情の取り扱いについては、これでよろしいですね。 

それでは請願陳情文書表（案）のとおり取り扱いを決定いたします。 

続いて、一般質問の検討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 資料の９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。 

上から古川議員、認知症対策についてほか４件。萩谷議員、区域指定後の取り組みにつ

いて。福田議員、イオンの進出計画についてほか１件。笹島議員、有害鳥獣被害対策につ

いてほか１件。 

10ページをお願いいたします。 

助川議員、学校運営についてほか３件。小宅議員、区域指定を考えるほか３件。 

11ページ、花島議員、インフラ整備計画についてほか８件。遠藤議員、自治会制度につ

いてほか１件。 

最後12ページでございます。 

勝村議員、有害鳥獣対策ほか３件。寺門議員、高齢運転者への対応についてほか１件で
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ございます。 

一般質問に提出を求める資料については、今回請求は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。今回３件ほど出ております。 

資料の13ページをお開きください。 

まず、区域指定に関する質問が萩谷議員と小宅議員。 

続いて、イノシシ被害についての質問が笹島議員、助川議員、勝村議員。 

次が、自治会についての質問が、小宅議員と遠藤議員から出ておりますので、ご検討を

お願いいたします。 

小宅議員なんですが、今入院中ということでございまして、こちらに連絡がございまし

た。開会前には戻れるということでございまして、執行部との調整もメールでやりとりを

お願いしますということですので、ちょっと入院の状況は詳しくこちらでも聞いてないん

ですが、小宅議員のほうと、直接調整していただきたいので、メールはこちらで把握して

おりますので、メールでやりとりする場合は、事務局のほうに言っていただければお教え

いたしますので、よろしくお願いいたします。 

委員長 はい、ただいま説明が終わりましたけど、小宅議員が入院しているということで、メ

ールのやりとりということですので、これは重複してるのは遠藤議員ですので、調整もそ

の辺はしていただくということで、あと萩谷議員も、そうですね。その辺は調整していた

だければということでね。 

重複質問については、質問者同士の調整ということで、よろしくお願いをいたします。 

それではこれより質問者の順番を決めたいと思います。順番は抽せんで行います。 

（くじによる抽選） 

委員長 よろしいですか。 

それでは、順番が決定しましたので事務局より報告をお願いいたします。 

次長補佐 では、ただいまの抽選の結果をお知らせいたします。 

順番が１番、萩谷議員。２番、勝村議員。３番、遠藤議員。４番、福田議員。５番、助

川議員。６番、小宅議員。７番、花島議員。８番、寺門議員。９番、笹島議員。10番、古

川議員。 

以上でございます。 

委員長 ただいま報告がありました一般質問の順番については、ただいまの報告のとおりと決

定いたします。 

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をお願いしたいと思います。10名ですので、ち

ょうど半分の５名ずつでよろしいですか。 

次長補佐 時間を一応計算しますと、１日目の５人で４時間半、２日目の５人で５時間という

ことです。 
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委員長 それでは３月７日が５名、３月８日が５名の２日間で行いたいと思います。 

この経過については、会期日程に質問議員名を掲載し公表いたします。 

よろしくお願いいたします。 

続いて会期日程案について事務局から説明をお願いいたします。 

次長補佐 それでは資料の最後の14ページをお開きください。会期日程案でございます。 

３月定例会、３月３日から３月23日までの21日間を予定しております。 

初日３日が開会から議案の上程説明まで。４日と５日は土日になります。 

６日が休会でございますが、議案質疑の通告締め切り正午まで。 

７日火曜日が本会議、一般質問、８日も続いて一般質問、その後議案質疑、議案、請願

の委員会付託でございます。 

３月９日から12日までが休会、３月13日から常任委員会でございます。 

月曜日が総務生活、14日火曜日が産業建設、15日水曜日が教育厚生、16日の木曜日が原

子力安全対策でございます。３月17日から21日までが休会。 

３月22日が議会運営委員会と全員協議会、こちらが追加議案の質疑と討論の通告締め切

りとなっております。 

３月23日木曜日が本会議閉会日でございまして、委員長報告、質疑、討論、採決を行い

まして閉会でございます。 

以上です。 

委員長 ただいま説明が終わりました。ご意見ありませんか。 

なければ会期日程（案）についてはこれでよろしいですか。 

  （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは会期日程案に決定をいたします。 

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。 

早くからすみません、ありがとうございました。 

暫時休憩いたします。 

   休憩（午前９時16分） 

   再開（午前９時17分） 

委員長 再開いたします。 

（２）議会運営委員会委員の補充についてを議題といたします。 

現在１名欠員となっている議運の委員につきまして、産業建設常任委員会から選出をい

ただくこととなっておりましたが、その結果につきまして寺門委員長から報告をお願いい

たします。 

寺門委員 当産業建設常任委員会で、先日検討しましたところ、木野副委員長を推薦するとい

うことで全員の賛成をいただきました。 



 - 6 - 

よって産業建設からは木野副委員長を議会運営委員として選出いたしましたのでご報告

します。あわせてご承認のほどよろしくお願いします。 

以上です。 

委員長 ありがとうございます。 

それでは決定いただきました木野議員の選任の議決を、今定例会６日目、３月８日の議

案等の委員会付託後に行いますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、議会基本条例の改正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 それではお配りしました資料で、発議第１号、那珂市議会基本条例の一部を改正す

る条例案のほうをごらんいただきたいと思います。 

今回発議といたしまして、議会運営委員会から上程することになりますけれども、こち

らの書類のほうは、今までの議運の中で検討していただきました点について、文言の整理、

定義の追加、前文の修正などを行いまして、今回、こういう形で提出するわけですが、ち

ょっと１点だけ、皆様にご了解いただきたい点がございますので、申し上げます。 

資料の５ページ、新旧対照表のところを見ていただきたいんですが、２月16日に那珂市

の例規審査委員会がございまして、そちらで審議があった後に、ちょっと一点指摘をされ

た事項がございまして、右側の現行の第９条のところで学識経験者、市民等という言葉が

入っていまして、こちらのところに市民等という言葉が入っていますが、どうしますかと

いうことでちょっと確認があったんですね。 

一応市民ということで定義づけをしまして、そちらの言葉に統一しておりますので、市

民等という言葉は今回使わないということで、こちらの内容につきましては、調査制度の

活用というところで、市民とか、学識経験者の方の意見を参考に反映しましょうという部

分ですので、特に市民等の等を除いても問題がない部分であるということでございますの

で、左側のように、市民、学識経験者等という形にちょっと入れかえまして、市民等とい

う言葉ではなくて、市民というふうに訂正をいたしましたので、その部分だけちょっとご

了解をいただきたいと思います。 

それ以外の部分につきましては、これまでの議運で決定していただいた事項でございま

す。以上です。 

委員長 先ほど例規審査会での指摘されたところの、５ページでは第９条になってますが、学

識経験者、市民等のところの市民等という言葉は、今回ですね、市民に全部統一させてい

ただくということで、左側の文面に第10条になってますけれども、市民、学識経験者等と

いうことで、ここを変更させていただいてるということで今説明がありました。 

この点についてもよろしいですか。 

  （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 その外については、皆さんにもご意見をいただきながら今回訂正させていただいたり、
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修正させていただいたと思いますが、それでは、議会基本条例の改正については資料のと

おり、発議第１号として上程し、先ほどと同じく、今定例会６日目に、議決いたしますの

でよろしくお願いをいたします。 

なお、この後、この後の全員協議会で議会基本条例に掲げた内容の達成状況について協

議した結果と、条文の改正について説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

続きまして（４）茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員一般選挙についてを議題とい

たします。 

事務局お願いいたします。 

次長補佐 お手元に１枚、写しをお配りさせていただいておりますが、茨城県後期高齢者医療

広域連合議会議員の一般選挙についてということで、資料のとおり通知が来ております。 

こちらの組合議会の任期が、２年間となっておりまして、このたび任期満了に伴いまし

て、新たに那珂市議会から選出する必要がございます。 

これまでの慣例では、教育厚生常任委員会の委員長を選出しておりまして、今も古川議

員のほうにお願いしているところでございます。 

古川議員のほうに引き続きお願いをするということで、３月18日が任期満了となります

ので、その前の３月８日の本会議で指名推選により選出していただくことで考えておりま

すが、それでよろしいかどうか、ご協議をお願いいたします。 

以上です。 

委員長 説明が終わりました。 

この件については説明のとおりでよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 それではそのように決定をいたします。 

本日の審議案件は全部終了いたしました。 

寺門委員 すみません、１件、常任委員会の開催についてなんですけれども、請願、陳情等が

ある場合にですね、その請願提出者、あるいは紹介議員にもですね、その開催日程をぜひ

ともお知らせをいただきたいんですが、そういう決まりは多分ないのかなと思うんですけ

れども、というのは、先般、原子力安全対策常任委員会の開催というのが、実は我々請願

署名人にもわからなかったと。請願者も知らなかったという事実がありましてですね。 

注意して見ていなくちゃだめだよというところはあるんでしょうけども、ホームページ

で載せてるよっていう話にはなるんですが、ちょっとこれは我々のうっかりもあるんです

けれど、その辺は連絡をいただけないものか、どうなのかなって一度確認をしたいんです

が。 

委員長 ただいま寺門委員からですね、常任委員会開催のときの請願、陳情者または紹介議員

に日程等を知らせていただければという意見が出たんですか、その点についてちょっと事

務局。 
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次長補佐 通常ですね、請願をお預かりしたときには、提出者の方に会議の中で説明をします

かっていうことを確認しまして、説明するといういう場合には、こちらから連絡先を聞い

て、委員会の大体これくらいの時間になりますのでということはお知らせしてるんですが。 

今回の場合は、その初回ではなくて次ということだったかとは思うんですけれども、そ

の辺につきましては特に決まりはないので、議長のご判断になるかと思います。 

事務局次長 ルールづくりをするのは議運の場ですので、この中で決めていただければ一番あ

りがたいです。 

以上です。 

議長 検討事項として、議運にお任せをいたします。 

委員長 はい、ただいま議長からですね、検討事項ということで議運に任せるということなん

で、ちょっといろいろ調査をさせていただきたいと思います。 

今ここですぐ決めるのではなく、それでよろしいですか。 

寺門委員 はい。 

委員長 その辺ちょっと調査研究させていただいて、議運のときに、いろいろ意見をいただき

ながら、また、内容等も調べさせていただきながら決めていきたいと思います。 

そのようにさせていただきます。 

外にありませんか。 

なければ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。 

30分早めて出席をいただきましたけども、予定より30分早く終わりましたので、皆さん

のご協力ありがとうございました。 

閉会（午前９時27分） 

 

   平成２９年３月１５日 

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


