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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６月28日（水）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  木野 広宣    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 寺山 修一    事務局次長 清水  貴 

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）議案の追加について 

結果：執行部より追加議案１件を提出   

     （２）平成29年第３回定例会会期日程（案）について 

        結果：日程案のとおり了承 

     （３）議会報告会について 

        結果：議会報告会の意見交換概要、アンケート結果を配布 

 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。 

第２回定例会もうあすが最終日となりました。 

本日は議案の追加についてということであります。 

あとまた、第３回定例会会期日程、議会報告会についての審議ということで３件出てお

りますので、皆様方の慎重な審議をお願いいたしまして挨拶に代えさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

ただいまの出席委員は６名であります。 

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。 

ここで中﨑議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 おはようございます。 
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ただいま君嶋委員長のほうからお話がありました。 

議会運営委員会を開いていただきましてご苦労さまでございます。 

本日の会議事件は３件でございます。慎重なるご審議をお願いして、挨拶に代えます。 

ご苦労さまです。 

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。 

今議会もですね、先ほど委員長からお話がありましたように、あしたが最終日となりま

した。連日慎重なる審議をいただいておりまして、深く感謝を申し上げます。 

さて本日は、追加議案として提出いたします議案１件及び次回定例会の日程についてご

審議をいただくとなっております。慎重なる審議をお願いしまして挨拶とします。 

委員長 ありがとうございました。 

ではこれより議事に入ります。 

（１）議案の追加について、資料をごらんのとおり、執行部から議案１件が追加提出さ

れました。概要はお手元に配付のとおりであります。 

この追加議案については、この後の全員協議会でご説明をいただきまして、あすの本会

議に上程し、委員会付託を省略して採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 それではそのように決定をいたします。 

続きまして、（２）平成29年第３回定例会会期日程（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、お配りしました平成29年第３回那珂市議会定例会会期日程（案）のほう

をごらんいただきたいと思います。 

９月の議会でございますが、開会日が９月５日、最終日22日までの18日間を予定してお

ります。 

開会が５日で議案の上程説明まで。 

６日が休会で議案質疑の通告締め切り。 

７日が本会議、一般質問。８日も続いて一般質問、議案質疑、委員会付託となります。 

９日から11日までが休会。 

12日から15日までが常任委員会。 

16日から20日までが休会。 

21日が議会運営委員会と全員協議会。 

22日最終日が委員長報告、質疑、討論、採決を行って閉会の予定でございます。 

その下でございますが、８月25日金曜日、こちらが一般質問の通告締め切り。 

29日火曜日が１週間前の議会運営委員会、全員協議会、議案説明会を予定しております。 
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以上です。 

委員長 はい、ただいま説明が終わりました。 

質疑、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、この第３回定例会の会期日程（案）について決定し、進めたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

ここで執行部に関する案件は終了いたしました。執行部の皆さんお疲れさまでした。ご

退席をお願いいたします。 

暫時休憩いたします。 

  休憩（午前９時34分） 

  再開（午前９時35分） 

委員長 再開いたします。 

続きまして（３）議会報告会について、事務局から説明をさせます。 

次長補佐 それでは本日、資料のほうを議会報告会で２件をお配りしております。 

一つ目が、意見交換の概要ということでございまして、こちらは事前にファックスをさ

せていただいたとおりでございますが、議会報告会で出た市民の方の意見について、内容

を分類して、所管の委員会ごとに分けたものでございます。 

こちら、確認していただいてよろしければ、全協で配付いたしまして、その後担当の委

員会のほうで対応していただくという形で進めたいと考えております。 

それから、議会報告会のアンケート集計結果でございますが、今回会場で書いていただ

きましたアンケートをまとめた結果となっております。 

２日間で参加者が36人、アンケートの回収が32件ということで、そのアンケートをもと

に、それぞれの項目についてまとめたものでございます。 

一番最後のページですが、こちらが自由記述欄ということで、アンケートのほうに書い

ていただいたものをそのまま、表現もそのまま載せておりますので、ご確認をいただきた

いと思います。 

それから正式な報告会の記録につきましては、現在広報編集委員会で作成中でございま

して、でき次第ホームページ等で公開する予定となっております。 

以上です。よろしくお願いします。 

委員長 ただいま説明が終わりました。 

報告会についてのご意見ございませんか。 

副議長 この意見交換の概要のところで、事前にファックスでいただいているものですが、こ

れを各常任委員会に割り振るということでいくと、おおむねこういうことなのかなと思う

んですが、１点気になったところがありまして、総務生活常任委員会に割り振られている

ようでありますけれども、空き家問題についての一番最後ですね、菅谷地内の旧歯科医院
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の件、これは総務委員会の追及が足りないというふうな文言がありまして、これは委員会

でも当然審議をされているということで、多分その議事録を見られた方の意見なんだろう

というふうに思いますけれども、これ総務のほうでいいんですかね。 

そのあと全員協議会に移って審議というかね、話し合いをしてきた経緯があるので、そ

のまま総務でいいのかどうか、ちょっとどうかなとは思っております。 

委員長 ただいま副議長の遠藤議員からですね、総務生活常任委員会で出た内容ということで

ちょうど２ページ、菅谷地区の旧歯科医院の件ということで、ここについての対応ですね、

これを総務生活常任委員会でいいのかということですよね。 

どうですか、皆さんの意見をお伺いしたいと思います。 

副議長 一応流れとしては、全協で皆さんで話をしている途中だから、これは全協でやっぱり

預かって、もう一回やるべきなのかなと思っているんですが。 

勝村委員 これは一応割り振りだから、全協に割り振るってわけにもね。 

副議長 そもそも全協で引っ張っている案件ですからね。当然それはそれで総務でもんでもら

っても構わないとは思いますが、全協は全協でやらなければいけないかなとは思いますね。 

委員長 どうします、今のですね、この点については一度、全協で説明を受けているというこ

とで、全協での協議の報告っていうか、そういう形になりますよね。そしたらまた協議し

ていかなければならないということになれば、一応そういうことかなっていうことですよ

ね。副議長のほうはね。 

ただ、これをどこに振るかって全協で協議して、それをまとめるっていうのがいいのか、

総務のほうで、これについてちょっとまとめてもらうとか、協議してもらうとか、そのほ

うがいいのか、その点についてもう一度皆さんのご意見を伺いたいと思います。 

ほかにありませんか。 

これは議会報告会での意見だからね。その点について、各委員会で協議してもいいのか

なと私は思うんですけどね。説明も委員会でやってるので。 

寺門委員 これ割り振りは総務生活常任委員会でいいと思うんですけれども、市民からの質問

に対する答えはですね、執行部の対応待ちですよということで終わっちゃってるんで、こ

れは総務生活常任委員会でも、この答えのまま変わりはないと思いますので、一応全員協

議会で前回議論をしてですね、宙ぶらりんというか、結論が出てない状態ですよね。 

ですからこれは全協で、もう一遍、結論まで出してやったほうがいいと思います。その

ほうが市民に対する答えに沿っているなというふうに思います。 

委員長 はい、今ですね寺門委員からはですね、全協で諮って結論出したほうがいいんではな

いかという声ですね、今、ストップしたままですので、その後については、全協でという

ことですね。 

ほかにありませんか。 

副議長 これ一応、当日の議会側としての答弁が、建物の危険回避は済んだ、執行部の対応待
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ちの状況という話をしてますが、ちょっと厳密に言うと違いますよね。対応待ちの状況じ

ゃないと思います。 

というのは、執行部としては、９月議会にこれを取り壊したいということで、議案を出

していますね。当時の審議の中で、議会がそれをストップをかけている状態でして、そも

そもなんでこういうことになったんだというのを全協で調査をし始めたところですよね。 

ただそもそも、そのこと自体は法的にどうなんだというふうな話になって、法的にちょ

っとおかしいんじゃないかという話を私なんかも出させていただいて、あのとき議長預か

りになって、執行部からも回答をということで、執行部からの法的な見解、あと私のほう

からも見解を両方出しなさいよという話だったので、両方今出てきて、そこで止まってる

んですよ。 

両方とも見解が出てきて、それで止まっています。なので、それを受けて、それぞれ議

員でそのことについて審議をして、話を進めていかなければいけない状態が止まっている

んです。 

なので、執行部の対応待ちの状況という、当日は議会側として答弁はしておりますが、

それだというと、多分執行部の見解は違うと思います。いや、待っているんじゃなくて、

こっちが待ってるんだよと。執行部は議案を出しているのに、議会が止めているんだろう

ということで、逆に言うとこの状態は、議会のせいになっていると思います。執行部の見

解は。 

なのでこれはよろしくなくてですね、改めてその議事録等々をひっくり返して市民から

見ると、議会が止めている状態なので、これは何とかしなければいけないということにな

ると、もう１回議長に全協を開いていただいて、審議を速やかに進めなければいけない案

件だというふうに思っておりますので、そういうことでお諮りいただければと思いますね。 

委員長 はい、わかりました。 

今ですね、全協でもう一度協議をして進めていくべきではないかということですよね。 

皆さんの意見どうですか。 

やはり今両方、執行部と議会との間で止まった状態ですから、それについてもう一度再

度協議をしなければならないという時期だと思いますので、それならば全協でもう一度、

これについて協議するということで、皆さんで了解いただければそれで進めるということ

で行いたいと思います。それについて何かありますか。 

勝村委員 私もずっと気になっているので、これはやっぱり全協でもう一度きちっとしたもの

を出さないとね。結論が出ないことには、だめなんだから、結論を出せるようなことで、

持っていっていただければありがたい。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

では皆様全協でということで、再度これについては協議をするという方向で進めさせて

もらってよろしいですか。 
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これは一応各常任委員会に意見の概要ですから、お配りさせていただいて、この点につ

いてだけは全協で諮るということで、進めるということで、総務生活常任委員長のほうで、

これについては全協で諮るということでご理解いただければ、それで進めるということで

よろしいですか。 

次長補佐 確認なんですが、この状態で今全協のほうに資料をお配りしてあるんですけれども、

この案件については、総務のほうから抜いて全員協議会の案件にしますっていうことで訂

正を入れたほうがいいのか、一旦総務で揉んでから全協にということなのかをちょっと確

認したいんですけども。 

委員長 そうですよね。これについては、そうするとどうするか。 

一度総務のほうで意見のまとめということでさせていただいて、そのあと全協にってい

うことで要望を出してもらうか。 

副議長 今決まったんじゃないですか。全協でということで。議運の決定ですよね。 

綿引委員 基本的に各常任委員会に割り振って、その常任委員会の結論、結論というか協議の

結果が全協のテーブルに乗っかって、そこで総務生活常任委員会のいわゆるそれに何も異

議がなければ、そのまま通るし、ちょっと待った、この旧歯科医院の件は、再考の余地が

あるんじゃないかっていう意見が出て、そしたら全協の場でみんなでそれを協議すればい

いじゃないかなと思うんですよね。 

だから、その１件だけ、常任委員会に割り振りをせずに、いきなり全協に上げるという

やり方で問題はないんですか。 

次長補佐 こちらを事前にファックスしているのが議運の皆様だけなんですね。 

きょう初めてほかの方は、全協室で見るということなので、これを全部目を通すとなる

と、ちょっと時間がかかってしまうかなと思うんですね。 

なので、その辺もし議運で決めていただければ、そのように私のほうで補足でこの件に

ついて抜くとかそういうことはできるんですが、皆さんに読んでもらってから、この後の

全協でこれをどうするかってなると、ちょっと時間が必要にはなると思うんですが、その

辺をどうするかなんですけれども。 

木野委員 議運で決めていただけたほうが、スムーズにいくと思うんですね。 

やっぱりさっきから副議長も言われてますけども、一応全協でどうですかってさっきも

ね、皆さん話して、一応ある程度皆さん了解得られた部分があるので、この場で決めてい

ただいたほうがいいのかなと私は思います。 

委員長 そうするとこれについては、もう総務生活で審議するんではなく、全協で審議という

ことで説明をして、きょうの全協の中でそれを説明するということで、それでよろしいで

すか。 

     （「それでいい」と呼ぶ声あり） 

委員長 はい、ではそのように決定させていただきます。 
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そのほかありませんか。 

なければアンケートについても、皆さんの中でご意見あれば。 

これはアンケートですので、皆さんで見ていただいて、今後のいろんな報告会について

の参考にしていただければと思います。 

それについてもですね、この後の全員協議会でアンケート、また、ただいまの報告会の

意見の資料についてもお配りさせていただいて、そこで説明をさせていただくということ

でよろしいですね。 

  （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それではそのようにさせていただきます。 

以上で議会運営委員会を閉会といたします。お疲れさまでした。 

閉会（午前９時50分） 

 

   平成２９年８月１７日 

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


