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那珂市議会全員協議会記録 

開催日時 平成29年６月15日（木）本会議休憩中 

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     

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 寺山 修一  次 長 清水  貴 

     書 記 小田部信人 

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 

        結果概要：一般質問後の市長の発言等について会期中に再度検討する。 

開会（午後４時20分） 

議長 ただいまより、全員協議会を開会いたします。 

挨拶は省略させていただきます。 

ただいまの出席議員は17名であります。 

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。 

職務のため議会事務局職員が出席をしております。 

それでは、議運の結果について君嶋委員長より報告会を願います。 

君嶋議員 先ほど、緊急に議運を開きまして、一般質問終了後に市長からの古川議員に対して

の発言等がありました。これについて不適切な発言ということで、議運を開催した中で全

員の意見が出まして、この言葉に対しては、取り下げを市長にお願いするということで、

市長にも伝えさせていただき決定をいただきました。 

そして、また、古川議員の一般質問中でも個人名、水戸市長高橋市長という言葉が出た

ので、これは議事録の中にも不適切ということで削除ということをさせていただくという

ことで意見が出まして、本人の了解をとらせていただきました。 
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今後個人名等の一般質問中でも言葉、そういう点についても今後注意するようにという

ことで議長からも要望が出ましたし、今後議員もその点についても注意をさせていただき

たいと思います。 

一応そのように、取り下げをさせていただくということで了解を取らせていただきまし

た。 

以上です。 

議長 委員長の報告が終わりました。 

議会の運営に関しまして、議長の不手際でお騒がせをしておりますけれども以上のよう

な結果です。 

市長の最後の発言は、削除。 

それから、固有名詞が出ましたので、古川議員の発言の中の水戸市長なにがしというの

は、削除ということでいきたいと思います。 

花島議員 大筋はいいと思うのですが、古川議員が名前を言ったのは、市長に問われたからで

すよね。 

その部分の扱いはどうなるのでしょうか。 

君嶋議員 その点についても一応反問権の中で出たのですが、議事整理権ということで、議事

録を見て議長にお任せするということで、そこの削除等についても、される流れというこ

とになるかと思います。 

福田議員 今の削除という件、それは議長権限だけの問題ですか。 

今の話では。 

君嶋議員 削除は本人からきちっと意見は受けています。 

そのほかに議事録等について事務局とも確認をさせていただきましたが、議事整理権と

いうことができるということで確認をしながら文面の中で調整をさせていただくというこ

とで、皆さんの了解をとらせていただきました。 

福田議員 それは議運だけ、それから議長だけの問題ではなくて、これは全協でやはり諮るべ

きですよ。 

違いますか。 

ここで諮らなくてはだめですよ。 

君嶋議員 ただいま福田議員から全協で諮るべきだということですので、議運のほうでそのよ

うな話で決定をさせていただきましたけれど、その点について議長のほうから諮っていた

だければと思います。 

議長 今、君嶋委員長のほうから議運の結果についてお話がありました。 

また、福田議員のほうからは、全協できちっとその問題を討議しなければということで

ありましたので、各議員より意見がありましたらお願いをいたします。 

小宅議員 その発言一つに関したことではないですけれども、これ一般質問という場ですので、
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一般質問というのは議員が執行部を問うというのが筋でありまして、市長に対してこうい

うことがあったので気をつけてくださいというふうに申し入れをしているのに、それに対

してだれが言ったんだとか、何だそれは、みたいな話はそもそもおかしいことだと思いま

す。その辺もよくご留意いただいて申し入れをしていただきたいと思います。 

助川議員 一般質問の内容なんですけれども、私も議長のときに市長のほうから反問という形

で、何回かされましたけれども突然ですからこれ当然。ですから市長に関しては、感情が

高ぶる性格のようですので、その辺のところも踏まえながら、やりとりをしていただかな

くちゃならないと、これは制御しても何か性格みたいですので、そういう感じがします。 

あと、加えてほかの自治体さんにかかわる件に関しては、これは個人的な話の中でのや

りとりで取り上げるというのは、非常に証明、立証できない形の場合がほとんどだろうと

思うんですよ、ほかの方がおられなければ。そういう場合には、一般質問の中でも差し控

えるというようなことも今後議運でしっかりと討議、議論していただければというふうに

思っております。 

最終的にしっかりと内容を把握したいんですが、どこまでを一般質問の中で最後にとめ

るっていう形なのですか。そうすると古川議員は、そして、また、市長は。 

そこだけちょっと確認させてもらいたいんですが。 

本会議これからやるんでしょうから、どこまでを。 

君嶋議員 先ほど古川議員のほうから質問の中に出た個人名、水戸市長高橋市長という言葉は

削除させてもらうということで話をさせていただき、削除させていただくということで行

いたいと思います。 

それで了解していただければ削除するということです。 

助川議員 質問のやりとりがおかしくならないですか。 

そこの部分だけ、省くという形で。 

（複数の発言あり） 

議長 古川議員。 

古川議員 個人名の水戸市長高橋市長という名前を出す前に某首長いわくこう言ったって部分、

やはりそこから取り下げないとただ単に最後の高橋さんという名前を削除したところで結

局はその某首長これは誰なんだって話に必ずなると思うので、削除されるのでしたらばそ

れ以降がよろしいのかなと私は思いますが。 

議長 いいですか。 

今古川議員からそういうご提案がありました。 

これは、やはり議事録の粗原稿ができたときに、議長の権限もあるし、本人の了解もい

ただきながら、ここからここまで文面のつながり、あるいは質問の仕方でおかしくないよ

うなところで事務局と私と古川議員でもって上手くつなげたいと思うのですが、その辺で

いかがでしょうか。 
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（発言あり） 

議長 適切な処理をしたいと思います。 

（複数の発言あり） 

古川議員 私が某首長の言葉として、こう言ったっていうことを言ったので、海野市長がそれ

は誰なんだって言われたから、私は水戸市長高橋市長ですと言ってしまったのです。 

ですから、某首長がこう言ったというところから削除しないと。 

（「それの前は何まで……」と呼ぶ声あり） 

古川議員 ですからそういう発言には、注意をしていただきたいということです。 

（「その前」と呼ぶ声あり） 

古川議員 原稿を持ってきますか…… 

（複数の発言あり） 

議長 暫時休憩します。 

休憩（午後４時30分） 

再開（午後４時31分） 

議長 再開をいたします。 

古川議員の質問でですね。 

ことし２月に開催された他市との議員交流会には、私は都合により出席できなかったの

ですが、その時海野市長が他市との合併についてご挨拶があったとお聞きしました。 

私はその席にいなかったので、どのようなご挨拶だったか改めてお話をお聞かせいただ

ける……思います。 

そして、市長の答弁が本年２月の那珂市と水戸市の議員交流会については、両市の議員

間の交流を図るという趣旨のもと水戸市の議長の呼びかけによって開催され、その席にお

招きいただいたものと認識しております。 

水戸市としては、これまでに県央首長懇話会における事業連系の実績もあり、県央地域

定住自立圏での連携もことしから具体的な協議を実施しているところであり、人口減少社

会の最中にあるものの茨城県の中心となって今後も持続可能なまちづくりを推し進め強力

な連携体制のもと、ともに圏域を盛り上げていきましょうという内容でございまして、あ

くまでも定住自立圏における水戸市との連携を図るという趣旨の発言だったと記憶してお

ります。 

これが答弁書。 

この後の発言を削除ということで。 

（複数の発言あり） 

議長 市町村と個人名が入っていますので、その部分については取り下げていただければと。 

まことに申しわけないんですが。 

福田議員 議長、これは、削除とか取り下げとかっていうのは、どれだけ重みがあるかですよ。 
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それを自覚しなくてはだめですよこれは。 

執行部も当然、議会もそう。 

そんな簡単な問題じゃないよこれは、取り下げとか削除なんていうのは。 

だったら何言ったって、削除してくれ。 

そういう問題じゃないでしょう議会というのは。 

もうちょっとやはりそういうところを自覚しなくてはだめだと思いますよ。 

最近の那珂市の議会は乱れていますからね。 

よく過去から振り返ってみてくださいよ。 

本当に良い質問をしているのですが最後になりこういうつまずき、非常に残念ですよ本

当に。 

それとね、やはり市長は短気な性格なんだね。 

一言で言えば若いよ。私らからいうと。 

そういうことでは、那珂市そのものが笑われますよ。 

市民からも笑われる。 

もうちょっとやはりね、議会という原点を振り返って見てもらいたいですね。 

笹島議員 あのね、今さっき言っていた、ある程度不都合な部分から削除するという議員とし

ての一般質問としての主張をしているわけでしょ、自分のね。 

相手の答弁云々で不都合な部分を消せっていうこと、これがもし習慣づいたら大変なこ

とになってしまうのでは。 

固有名詞を切るくらいには構わないけれど。こんなことを言っていたら先ほど言ってい

ましたが、何でも私が都合悪いことを言ったから消してくれというふうにあれしたら、そ

れはみんな誰もそんなふうになったら議会が成り立たないかなと。 

神聖な場所であってさ、私はそれを危惧するんですよね。 

だから、今言っていた残す部分は残しておいて、ある程度その固有名詞○○○でもいい

ですけれどね。 

そこはあれしないと、どうですか古川議員。 

（複数の発言あり） 

笹島議員 海野市長は言ったんだから、それに対してその重みがあるわけだから長たるものが

さ。 

記録を残しておかなければ。でしょう。 

我々のそういうの、これはまずいから、これはカットしろってなったらみんながやり始

めちゃうんではないですか。 

まずいなこれは。 

ぜひ私は残しておくべきだと。 

どうでしょう。 
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（マイクを使用しない複数の発言あり） 

福田議員 いや、それは、例えば那珂市、本市だけの問題であれば、それは、それでいいと思

う。 

ただこれは、放映もされている。 

公開されている。 

それと同時に、他の市を巻き込んだ事案でしょう今回のことは。 

果たしてそれはいかがなものかなということで、削除ということが出たのでしょう。 

これ那珂市だけの問題だったらいいですが、水戸市長というようなそういう他の市の話

まで名前が出てしまっているということに対して、今これ協議したんでしょう。そうです

よね。 

ですから、それは残すべき事は当然なのです。 

だが、やはり対外的なことを総合的に判断した場合には、果たしてこれがどうなのかと

いうようなことで削除ということが出たんでしょ。 

だが削除というのは、今議運で出たといいますが、削除とか、そういう話は全協でやる

べきですよ。 

そうじゃないですか。 

議運だけの問題じゃないですよこれは。 

（複数の発言あり） 

助川議員 今、福田議員のほうからも出ましたけれども、これは議会としてやはり水戸市さん

のほうに影響を及ぼすということが考えられますので、だから、当然、全協において皆さ

んの納得いく形で了解をいただくことは大原則だと思います。 

だから、そういう話し合いをされて議運でこういう方向で皆さん方にお話しして判断を

いただきましょうということで、全協を開いたんでしょうから、それで、水戸市さんのほ

うに影響がないようにするためには、やはり私はその部分だけではちょっとだめだと思い

ます。 

やり取りが成り立たないのではないですか。 

福田議員 つじつまが合わなくなってしまう。 

（複数の発言あり） 

助川議員 先ほど議長のほうから発表いただきましたが、そこまでの段階ならば古川議員も了

承いただける。 

市長も了承いただけるということなんでしょうから、そういう形かあるいはそこの全体

の部分を取り下げるほうのどちらかになると思うのですけれども。ただ、こちらの思いと

しては、そこの部分は取り下げをしたくないという思いは当然一般質問しているのである

でしょうから、それを生かすのには市長の了解をいただいてそこまでをするということで、

皆さんにお諮りいただければと思うんですが。 
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小宅議員 市長の了解っていうか、その「あんた」とか「しかるべき所で謝れ」とか言ったこ

とに対して市長は取り下げる気はないのですか。 

（「取り下げる」と呼ぶ声あり） 

小宅議員 取り下げる気はあるのですか、そこは。 

議長 ５時近いようです。 

意見が活発に出ているところなのですが、もう本会議を開いて審議を進めたいと思いま

すが。今、委員長がお話しになったように、また、福田議員、助川議員からお話があった

ように、これからの一般質問に関しては各議員も勉強し、また、市長にも私のほうから強

く言葉の適切を欠くような発言は控えていただくように申し入れたいと思います。 

本会議を開きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（複数の発言あり） 

副議長 本人はどこを削除するということですか。 

古川議員 一言で言うと、質問はどのようなお話をされたのですか。 

市長はこういう趣旨でお話をしました。 

今、そこで切るという話ですが、私は本音で言えばあと続くんですができれば他市町村

でのそういった発言とかについては慎重にお願いしたいということも言っているのですよ。

そこまで入れていただけると本当にもう質問の趣旨がそれなので、だれがどう言ったこう

言ったというのは削除して構いませんが。 

慎重にお願いしたいという。 

（複数の発言あり） 

議長 暫時休憩をいたします。 

     休憩（午後４時50分） 

     再開（午後４時55分） 

議長 再開をいたします。 

委員長が了解をとった範囲内でお知らせいただければ。 

君嶋議員 市長からは、先ほど議長が読み上げた文面のところまででということで了解と言わ

れましたのでそれで報告します。 

議長 それでよろしいですか。 

それから、この議事録に関しては、今福田議員がおっしゃいましたように議長の権限も

ございます。それから議事録署名人の了解も得なければなりませんし、そういったところ

で調整ということでは市長に失礼ですが差し障りのない形で作成をしたいと思います。 

福田議員 きょうはっきりさせなくてはまずいのですか。 

ある程度の猶予を持たれることはむずかしいのですか。 

事務局長 会議中の発言につきましては、その会期中に限り取り消すことができるということ

になっております。 
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（複数の発言あり） 

福田議員 これは慎重に行くべきだよ。 

小宅議員 一つ慎重にということで気になることで、要は、先ほど市長は秘書課で問い合わせ

て、こういう答えが返ってきたという話でしたけれども、それは市長の一方的な言い分で

ありまして、本当にそう言ったかどうかという裏を取る必要もあると思うんですね。 

そのため議会としてもやはりもう１回向こうに確認をする必要があると思います。 

議長 それこそ水戸市の事務局を疑うことになって、那珂市は何をやっているのだと。 

暫時休憩をいたします。 

休憩（午後４時57分） 

再開（午後５時01分） 

議長 再開をいたします。 

綿引議員 これ以上騒ぎは大きくしないほうがいいと思います。 

ああいう騒ぎになってしまって、緊急に議運を招集して、全協の席で全議員さんに議運

の結果報告をこういうことになりましたということで報告して、今、みんなで意見を交わ

しもんでいるわけですが、最終的には、議運の委員長報告に従いますか、あるいは、そう

じゃなくてほかに方法を探るべきだということなればもっと時間をかけなくちゃいけない

ということになるかもしれませんので。一旦ここで、先ほどの議運の委員長報告の結果に

異議ありませんかっていうのをまず採るべきだと思うんですよね。 

それを採り、異議なしということなれば、議運あるいはこの全協の結果を本会議で報告

するということになって、粛々と進めていけばいいのではないかなと思いますけれど。 

福田議員 大体ね、これは議運でもむべき問題じゃないですよ。 

そうじゃないですか。 

本議会での一件ですよこれ。 

これは全協でやるべきですよ。 

それはそれとして、結果がもう既に執行したのですから。 

ただね、これは那珂市だけの問題じゃないということ。 

しかも、その件が、市長のほうから水戸市長のほうへもう既に行ってしまっているので

すよ、話が。 

水戸市のほうでも言い分があるらしいですよ。 

それだけ重大なのですよこれは。 

それをね、この場ですぐに削除しましょう、こういう軽率な問題と違うでしょうという

ことを今議論しているのではないですか。 

さっき助川議員も言いました。 

削除とか取り下げなんていうそんな甘いものではないでしょう。 

そういうことが簡単にできるのでしたら、言いたいことは幾らでもありますよ。 
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議会の重み。 

議員の重み。 

もうちょっと痛感しなくてはだめですよ。 

しかもこれは放映されている本会議と違いますか。 

この全協だって実際にそうでしょう。 

今までの流れ見たってそうでしょう。 

言葉一言一言だって乱暴な言葉使っている。そういう方もいますよ。 

ほかから見たら笑われますよ、こういうこと。 

もうちょっとやはりそういうことに自覚をしなくてはだめだと思います。私は。 

議長いかがですか。 

議長 我々も議員として一般質問のあり方、また市長にもその発言の適正化を求めなくてはな

らないと思っています。 

議会として、申し入れをしたいと思います。 

福田議員 今の議会で、一般質問もそうですが、あるいはこういう全協でもそうですが、もう

感情が高ぶっている。 

感情が必ず入ってくる。 

中には、一部ね。 

そうではなく、もう少し紳士的に議論をするのが議会と違いますか。 

議長 今、このまま本会議を開いて、きょう中に決着をつけるのか。また、時間をおいて今会

期中にこの結論を出すのか。二つになっていると思いますが、どちらのほうがよろしいで

しょうか。 

皆さんの意見を聞いて、決定をしたいと思います。 

小宅議員 このままだと誰も納得いかずに終わってしまう、ここできょう本会議を閉めてしま

えば、それまでになってしまうので、誰も納得いっていないのであれば後日再度議論の機

会をということが良いと思います。 

福田議員 少し冷静になってからのほうが良いよ。 

勝村議員 先ほど福田議員言ったように、感情的になる部分が大分答弁するときに、そういっ

たものがありますので、ちょっと時間をおいてからのほうが良いかなと思いますね。 

議長 ほかにありますか。 

助川議員 これ軽々にきょうの事案をこのまま収束に向けて決定というのはちょっと熟慮がと

いうことを思った場合には感じられますので、ちょっと冷静になるよう時間をおいて、そ

して全協の中で決定をしていただいて、それで本会議で了承いただくという方向でいかが

でしょうか。 

花島議員 私も決まらないようなので、今期内に解決するということで、きょうのところは保

留にするのは賛成です。 
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ただ、発言があったことは事実ですよね。 

いろんな双方。 

それと、協議の上で撤回の意思があるという意味で、言ったけど撤回っていうのに近い

話だと思うんですよ、議事録から削除。 

そういう点ではやはり質問者の古川議員と海野市長がちょっと冷静になって、どういう

ふうにするかは。それから、それが我々も納得するか、三つの件をすり合わせてというの

も変ですがね。納得する形にするには、ちょっと時間があったほうがよろしいかと思いま

す。 

議長 ほかに。 

寺門議員 那珂市のこの議会とそれから執行部だけの話ではなくなっておりますので。 

これもう市長のほうは向こうの秘書課に問い合わせをして話はもう広まっていると。 

早速向こうからボールがきちゃっているという状況だということですので。 

これは、ひとつ議会として今度水戸市に対してどうなのかっていうこともまたこの議会

でもんでいかないといけないというふうに思いますので、きょうの段階ではちょっと結論

は出ないと思いますので。 

やはり時期を少し置いて、慎重に考えていったほうがいいというふうに思います。 

笹島議員 私もきちっと今皆さん聞いて、本当に重い事案だと思います。 

本当に真剣に考えないと波及も大きいし、あと反響とかいろんなこれから長いつき合い

をするので、本当にこれは、誰が云々っていうことも大事ですよね。 

もとは誰がこうして、あれしたっていうこと。 

せっかく質問者がいい質問しているところに、反問権っていうことを使って、そういう

ことをする、これはそれがものすごく我々議員も今言っていた押し問答して、押し殺され

ていって、自分の主張だけこうしていくっていう。 

これは、まずい点ですよね。 

議会なんだから、何が中心で、何が副だっていうことのわきまえていただきたいという。

我々のこういうふうにしていく、５時も過ぎていながら一生懸命それをやっているわけで

す。 

（発言あり） 

笹島議員 先ほど寺門委員が言ったとおり、先に流してということでいいと思います。 

議長 ほかにございませんか。 

大方の意見がこの会期中にじっくりと考慮し、さらに水戸市とできれば協議をしながら

解決に向けて行ければと、そういうふうに思っておりますので。 

本日のところは、このまま本会議を開いて散会ということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

議長 それでは、全員協議会を閉会いたします。 
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直ちに本会議を開きます。 

閉会（午後５時14分） 

 

   平成29年８月17日 

    那珂市議会 議長 中﨑 政長             


