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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６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  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）平成29年第２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。表彰は初日に議場で伝達式を行うこと

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30分） 

委員長 皆さんおはようございます。 

来週から始まります第２回定例議会に向けての本日、議会運営委員会にご出席いただき

まして、まことにご苦労さまです。 

そろそろ梅雨にも入りますので、健康管理等も皆さんたいへんかと思いますが、来週か

ら議会もありますので、十分健康には留意されながら、過ごしていただきたいと思います。 

では早速、議会運営委員会を始めさせていただきます。 

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。 

ただいま君嶋委員長のほうからお話がありましたとおり、来週から６月の定例会でござ

います。それに先立ちましての議運ということでございます。 
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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。 

議員各位におかれましては、平素より市政運営につきまして格段のご高配を賜り厚く御

礼を申し上げます。 

さて、本日の議会運営委員会におきましては、６月に開催をお願いしております第２回

定例会への提出予定の議案等についてご説明をさせていただきます。 

報告案件につきましては、平成28年度の各種会計に係る繰越明許費繰越計算書が計３件

でございます。 

また議案につきましては、専決処分が４件、条例の改正が２件、条例の制定が２件、補

正予算が２件、市有財産の取得が１件、市有財産の処分が１件、字の区域の変更が１件、

建設工事請負契約の締結が１件、物品売買契約の締結が１件、市道路線の変更が１件の合

計16件でございます。 

さらに常任委員会への協議報告案件としまして、計３件ございます。 

慎重なる審議をお願いしまして、簡単ですがご挨拶をさせていただきます。 

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。 

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29年第２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から説

明をさせます。事務局お願いします。 

次長補佐 それでは、お手元の資料に沿ってご説明をいたします。 

資料の１ページをごらんください。 

平成29年第２回那珂市議会定例会議案一覧となっております。 

先ほど市長からご説明がありましたとおり、報告案件が３件、報告第１号から第３号ま

では、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。 

続いて議案が16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。 

続いて２ページをお開きください。 

常任委員会の協議報告案件が３件となっております。総務生活の案件が１件、産業建設

が１件、原子力安全対策が１件の合計３件となっております。 

続いて議案の委員会付託につきまして、３ページをごらんください。議案等の委員会付

託表案でございます。 

今回の定例会で付託されます議案は、表にありますとおり、６月20日の総務生活常任委



 - 3 - 

員会に11件、21日の産業建設に２件、22日の教育厚生に５件となっております。 

私からは以上でございますが、総務部長のほうから１件報告がございます。 

総務部長 追加議案についてお話をさせていただきたいと思います。 

農業集落排水関係の工事請負契約でございまして、予定価格が１億5,000万円を超えてい

るため、契約の締結には議会の議決が必要になります。 

この案件は、入札日が６月22日と決定しております。この日に落札者が決定した場合に

は、今定例会最終日に追加議案を提出させていただきたいと思います。 

しかし、低入札等でその日に落札者が決定しない場合には、臨時会を開催させていただ

き、そこで議案を上程させていただきたいと考えております。お忙しいところ恐縮でござ

いますけれども、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

委員長 ただいま事務局、また総務部長から説明がありました。 

この件につきましてご意見ございませんか。 

議長 この集落排水は、酒出地区の排水の処理場ということでよろしいですか。 

総務部長 正式な工事名は、酒出地区農業集落排水処理施設下部工事となっております。 

議長 下部工事というのは、下の地盤とか何かを改良して上物が建つような状態にするという

ようなことで理解してよろしいですね。 

総務部長 申しわけありません。そこまではわかりません。 

副市長 処理場のいわゆる下部分だけです。例年ほかのところもそうなんですが、下と上物を

分けて発注してますので、今回は下の部分だけです。 

委員長 ほかにありませんか。 

ちょっといいですか。私からも。 

入札でそういうふうに流れるっていうか、そういうこともあり得るんですか。何か今ま

でそういうことはあまりなかったと思うんですけど、その点について。 

副市長 いわゆる低入札価格といいまして、今までも昨年度も20何件ありまして、いわゆる基

準よりも低い場合には、業者を呼んで、この金額ではたしてできるかどうかっていうのを

調査をするんですね。 

ですからその間１週間ぐらい最低でもかかるので、最終日には間に合わないということ

にもなりかねないと予想されます。 

委員長 金額も大きいから議会の承認も必要だということでね。了解しました。 

ほかにありませんか。 

  （なし） 

委員長 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します。 
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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）文書表案となっており

ます。 

前回の定例会以降、今回の締め切り日までに提出されましたのは、請願が１件、陳情が

１件でございます。 

まず、請願第２号、若い人も高齢者も安心できる年金制度を求める請願。 

こちらが那珂市後台の全日本年金者組合那珂支部、支部長人見みさ様から提出されまし

た。こちら紹介議員は花島議員、付託委員会の案は教育厚生常任委員会でございます。 

続いて陳情第１号、「地球と人間を守れる社会体制創り」のための地球建設決議陳情書。 

横浜市の荒木様より提出がございました。こちらは郵送による陳情でございますので、

配付のみとさせていただきます。 

詳しい内容につきましては、続いての５ページからに写しを添付しておりますので、ご

確認をお願いいたします。 

以上です。 

委員長 はい、ただいま説明が終わりました。 

請願・陳情の取り扱いについてはこれでよろしいでしょうか。 

  （「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決定いたします。 

続きまして一般質問の検討について、事務局から説明をお願いいたします。 

次長補佐 資料の８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、９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８ページでございますが、上から大和田議員、下菅谷まちづくりについてほか４件、

小宅議員、那珂市の地下を考える。続いて９ページ、筒井議員、那珂市の魅力発信につい

てほか２件、冨山議員、防犯監視カメラの設置状況についてほか２件、古川議員、那珂市

まち・ひと・しごと創生総合戦略についてほか２件、寺門議員、第２次那珂市環境基本計

画進捗状況についてほか２件。 

10ページをお開きください。木野議員、防災についてほか２件、遠藤議員、マイナンバ

ー等個人情報漏えい事故についてほか２件、花島議員、交通安全対策についてほか３件と

なっております。 

一般質問に提出を求める資料については、今回は請求がございませんでした。 

それから、質問の中で重複していると思われるものにつきましては、今回、資料の11ペ

ージにございますが、２件ほど項目がございます。 

１つ目が子育て支援について、冨山議員と木野議員、それから２つ目といたしまして、

茨城県央地域定住自立圏構想について、古川議員と寺門議員ということになっております。
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ご検討をお願いいたします。 

それから、10ページに戻っていただきまして、花島議員の質問の中で、下水道整備計画

についての質問が４番として出ております。 

下水道につきましては、所属している産業建設常任委員会の調査事項ということになっ

ておりますので、こちらについても、あわせてご検討をお願いいたします。 

以上です。 

委員長 ただいま説明が終わりました。 

まず１点、重複質問については、質問者同士の調整ということで、これはよろしいでし

ょうか。 

 （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 では質問者、重複されている方は、互いに調整をしていただきたいということでお願

いをいたします。 

続きまして、花島議員の４番、下水道整備計画の見直しについてということなんですけ

れども、花島議員は産業建設常任委員会に所属しているということで、委員長からもちょ

っとその点についてのご意見をいただきたいと思います。 

寺門委員 はい、産業建設常任委員会ではですね、下水道整備計画については、現在調査中と

いうことで、この問題については当委員会の中で、調査を継続していくということで、一

般質問は担当部門の調査事項については質問は控えるという申し合わせがございますので、

そのとおり取り下げということで、申し合わせを遂行したいと思います。 

委員長 ただいま寺門委員長からも説明がありましたように、所属している委員会の調査事項

については、質問等は避けるということですので、この点については、こちらから花島議

員に伝えさせていただいて、削除ということにさせてもらうという形でよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 ではそのように決定させていただきます。 

それではこれより質問者の順番を決めたいと思います。 

順番は抽せんにより行います。 

（くじによる抽選） 

委員長 では順番が決まりましたので、事務局から報告をさせます。 

次長補佐 それではただいまの結果をご報告いたします。 

1番、小宅議員、２番、寺門議員、３番、花島議員、４番、古川議員、５番、筒井議員、

６番、遠藤議員、７番、冨山議員、８番、大和田議員、９番、木野議員の順でございます。 

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。 

皆さんのご意見をいただきたいと思います。お願いいたします。 
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６月15日は何名がよろしいですか。 

（「５名」と呼ぶ声あり） 

委員長 ５名でよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 では、６月15日の一般質問は５名、そうすると６月16日が４名ということで、よろし

いですね。 

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

たします。 

続いて会期日程（案）についてを事務局から説明をさせます。お願いいたします。 

次長補佐 それでは資料の12ページをお開きください。 

第２回定例会の会期日程案でございます。 

開会が13日、閉会まで17日間の予定でございます。 

まず１日目、６月13日、本会議で開会から議案の上程説明まで。 

２日目の14日は休会でございます。この日が議案質疑通告の締め切り、正午までとなっ

ております。 

続いて、15日木曜日が本会議で一般質問。５名の方の一般質問となります。 

続けて、16日金曜日も本会議。４名の方の一般質問と議案質疑、議案の委員会付託、請

願陳情の委員会付託となります。 

６月17日から19日までが休会。 

６月20日から常任委員会でございます。20日火曜日が総務生活、21日が産業建設、22日

が教育厚生、23日が原子力安全対策となっております。 

６月24日から27日までが休会。 

28日が議会運営委員会と全員協議会で、この日が討論の通告締め切りとなっております。 

６月29日最終日が本会議、委員長報告、質疑、討論、採決で閉会でございます。 

以上です。 

委員長 ただいま説明が終わりました。 

会期日程案については、６月13日から６月29日の17日間の会期日程案について、これで

よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それではこの会期日程案に決定をいたします。 

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。 

暫時休憩をいたします。 

  休憩（午前９時48分） 

  再開（午前９時49分） 
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委員長 再開します。 

④全国・茨城県市議会議長会表彰伝達についてを事務局より説明をさせます。 

次長補佐 それでは資料の13ページをお開きください。 

今回、こちらの表にありますとおり、全国市議会議長会から福田議員が在職15年以上と

いうことで表彰を受けられまして、それから中﨑議長に全国市議会議長会の感謝状が贈ら

れます。 

それとその下でございますが、茨城県市議会議長会から福田議員と勝村議員が表彰を受

けられます。 

表彰伝達式は、第２回定例会初日の６月13日に議場で行いたいと思います。 

なお、代表謝辞は福田議員にお願いする予定でございます。 

以上です。 

委員長 ただいま説明がありました平成29年度全国市議会議長会表彰者についてということで

すけれども、表彰される方、おめでとうございます。 

この点についてご意見ございませんか。 

  （なし） 

委員長 ないようですので、事務局案のとおり実施することで進めたいと思います。 

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。以上で議会運営委員会を閉会といたします。 

なお、委員の方については、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、

全協室にお持ちいただければと思います。ご苦労さまでした。 

閉会（午前９時51分） 

 

   平成２９年６月１６日 

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


