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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８月29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    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３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）茨城県市議会議長会議員研修会の出席者について 

        結果：総務生活、産業建設、教育厚生の３常任委員会から１名ずつを決定し、

派遣することとする。 

 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。 

本日は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ございます。 

８月10日告示になりました、茨城県知事選挙も先日の27日に無事に終わりまして、ほっ

としているところだったんですが、けさは５時58分に北朝鮮からのミサイル発射というこ

とで、起こされたような感じがしています。 

いつ何が起きるかわからないような世の中になってしまったなということを感じており

ますが、自然災害のほかにもこういう、対外的な問題も出てくるような事態になってきた

ということで、今後皆様方もいろんな課題等につきましても、協議していかなければなら

ない、安心安全な環境づくりをしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いい

たします。 

では早速、議会運営委員会を開催させていただきます。 

よろしくお願いいたします。 
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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。本日は、第３回の定例会に向けての

議案の説明と、一般質問、その他会期日程についての審議でございます。 

慎重なるご審議をお願いして、私のほうからは以上といたします。 

ご苦労さまでございます。 

委員長 はい、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。ご苦労様でございます。 

今君嶋委員長のほうからもお話がありましたけども、けさほどのＪアラート放送には驚

かれたことと思います。北朝鮮のミサイル発射については、６時15分に担当課員が防災課

に参集しまして、消防本部と被害状況について情報収集し、７時に安全である旨の放送を

いたしました。 

後ほど全協のほうで、報告書を配付させていただきます。 

ＪＲ水郡線に若干の遅れが出ましたけれども、現在は平常運転をしているということで

ございます。 

さて、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、来月５日より開催をお願いしております、第３

回定例会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年度決算に基づく健全化判断比率、資金不足比率の状

況が各１件、平成28年度那珂市一般会計継続費精算報告の計３件でございます。 

議案につきましては、条例の一部改正１件、補正予算６件、市道路線の認定が１件、各

種会計及び水道事業会計の決算２件の計10件でございます。 

慎重なる審議をお願いしまして、簡単ですが、挨拶とさせていただきます。 

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３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

明をお願いいたします。 

次長補佐 それでは、資料に沿ってご説明いたします。 
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本日の資料でございますが、平成29年第３回那珂市議会定例会議案一覧と書いてあるも

のをお願いいたします。 

まず１ページでございますが、今定例会に提出されます議案一覧でございます。 

先ほど市長のほうからありましたとおり、報告案件として、第４号から第６号までの３

件、こちらは本会議での報告をもって終了となります。 

議案につきましては、一覧のとおり10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。 

２ページをお願いいたします。 

常任委員会協議報告案件につきましては、上から総務生活の案件が３件、産業建設が２

件、教育厚生が１件、原子力安全対策が２件、合計８件の案件が出ております。 

続きまして、３ページをお開きください。 

議案等の委員会付託につきましては、委員会付託表（案）をこちらに載せております。

付託される案件は、表にありますとおり、９月12日の総務生活常任委員会に２件、13日の

産業建設に７件、14日の教育厚生に５件となっております。 

以上でございます。 

委員長 ただいま議案等の委員会付託について説明がありました。 

この点について何かご意見ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ないようですので、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事務局説明をお願いいたします。 

次長補佐 請願・陳情の取り扱いでございますが、４ページの請願（陳情）文書表（案）をご

らんください。 

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３件でございます。 

文書表にありますとおり、まず請願第３号、教育予算の拡充を求める請願。 

水戸市笠原町の茨城県教職員組合から提出されました。 

こちら紹介議員が笹島議員、付託委員会の案が教育厚生常任委員会でございます。 

その下、陳情第２号、全国森林環境税の創設に関する意見書採択に関する陳情について

（依頼）ということでございまして、こちらが新潟県の全国森林環境税創設促進議員連盟

より提出されました。 

こちらは市外の方からの郵送による陳情でございますので、配付のみの取り扱いとなっ

ております。 

続いて、陳情第３号、菅谷地内旧歯科医院の解体に関する陳情。 

こちらが那珂市菅谷の小沢様より提出されました。 

こちらは直接持参による、市内の方の陳情でございますので、付託委員会として、総務

生活常任委員会を案として載せております。 
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続いて陳情第４号、地球で生き続けるための地球社会建設希望決議を、今、していただ

きたい陳情書。 

こちらが横浜市の荒木様から提出されまして、こちらも市外の方の郵送による陳情でご

ざいますので、配付のみ取り扱いとなっております。 

内容につきまして５ページから写しを添付しておりますので、確認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。 

何かご質問、ご意見ありませんか。 

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 それでは資料の11ページをお開きください。一般質問通告書となっております。 

一覧のほうは、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。 

今回は８名の方から通告がございました。 

上から古川議員、茨城県知事選挙についてほか２件。小宅議員、地方創生を考えるほか

１件。 

12ページ、笹島議員、道路の管理についてほか２件。寺門議員、空き家対策の進捗状況

についてほか２件。 

13ページにまいりまして、花島議員、原子力安全対策についてほか３件。君嶋議員、国

道118号線についてほか２件。遠藤議員、障がい者福祉の向上について。 

14ページ、大和田議員、安心安全な通学路を目指して、ほか４件となっております。 

一般質問に提出を求める資料といたしまして、15ページのとおり、古川議員から１件請

求が出ております。 

それから、重複していると思われる質問につきましては、16ページをごらんください。 

今回１件ございまして、茨城県知事選挙の結果について、古川議員と君嶋議員のほうか

ら出ております。ご検討をお願いいたします。 

それから、所属している委員会の調査事項に関連すると思われるものが２件ございます。 

11ページの小宅議員の質問で、２番の廃校の利用規程を考える。 

それから13ページの花島議員の質問の３番、市道や水路の管理についてということでご

ざいます。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。 

一般質問の通告の中で、重複している２名の議員は調整ということで進めたいと思いま

す。 
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また委員会の調査事項と思われる質問がですね、小宅議員から廃校利用、花島議員から

道路管理ということで上がってきておりますが、これについては、各常任委員会で調査事

項ということで行われていますので、その点について、各委員長からちょっとご意見を伺

いたいと思います。 

初めに、総務生活常任委員会の勝村委員長、廃校利用についてお願いいたします。 

勝村委員 廃校利用規程。いずれにしろ廃校利用の問題だからこれは。でも利用規程だからね。 

どうなんだろうな。廃校の利活用なんだよね。やっているのは。 

事務局長 これ推測なんですが、学校に利用規則というのがあります。教育委員会のほうでつ

くってるものがあるんですが、それが廃校になった今でもそのまま使っているっていう意

味なんだろうと思います。 

内容についてはちょっと確認してませんのでわかりませんけれども。 

勝村委員 学校の利用規則についてだね、そうするとね。 

委員長 それは確認したほうがいいですよね。利用ってなると、例えば廃校を今後どうするか

っていうほうに質問を持っていくのか、廃校になっても学校規則をきちんと維持している

とか、そういうことなのか、どちらか確認したほうがよろしいかと思うんですよね。 

勝村委員 ちょっと私のほうで確認します。 

委員長 ここはちょっと小宅議員と確認をして、委員長、お願いいたします。 

続きまして産業建設のほうで、花島議員、やはり道路管理ということで、寺門委員長お

願いします。 

寺門委員 道路管理については、一応市道の整備をメーンに今まで調査をやってきてるんです

が、前回一応、整備については、終了という内容にはなっています。 

これはですね、物が放置されているということなので、どちらかというと、その市道に

関する管理というところの問題かと思いますので、物が放置されてるものをどうやってと

いうのは、土木課のほうに連絡があって、それで撤去するという通常の行動にはなるんで

すけれど、それ以上についてどうなのかなっていうのは、ちょっと内容を聞かないとわか

らないですね。 

別にその一般質問でというのではなくてもよさそうな話にはなるんですけど、内容を確

認します。これは。 

委員長 委員長、大変でも内容を確認してからということでお願いをしたいと思います。 

そのほか何かありませんか。 

副議長 私の内容なんですが、ちょっとね、語弊が生じる可能性があるので訂正をお願いした

いんですが、７番項で、障害者差別解消法への理解をしない事業者へって書いてあるんで

すが、これ私漢字で「市内」って書いたはずなんですよ。 

理解をしない事業所にっていうことではなくて、理解を那珂市内の事業者へっていう意

味で書いたので、市内は漢字になっているはずですから、これ、ひらがなをちょっと修正
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してください。 

何かこれ非難をしているような言い方になってしまうから、これ漢字でございます。那

珂市内の「市内」です。お願いいたします。 

委員長 そこの文面を、事務局で訂正をお願いいたします。 

そのほかにありませんか。 

  （なし） 

委員長 なければこのように決定をさせていただきます。 

それでは質問者の順番を決めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  （くじによる抽選） 

委員長 それでは、順番が決定いたしましたので、事務局から報告をお願いいたします。 

次長補佐 では抽せんの結果を申し上げます。 

１番大和田議員、２番遠藤議員、３番君嶋議員、４番笹島議員、５番古川議員、６番花

島議員、７番小宅議員、８番寺門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と決定をいたします。 

続きまして、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ので、皆さんのご意見

をいただきたいと思います。 

それでは８名のうち、９月７日が何名、８日が何名と２日間で行いたいと思います。 

次長補佐 時間を足し上げてみますと、４人ずつだと220分ずつ、５番目の方が短いので、５人

と３人にすることも可能だと思いますけれども。 

委員長 それでは９月７日を５人、９月８日を３人といたします。 

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。よろしくお願いいたしま

す。 

続きまして会期日程（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17ページをお願いいたします。 

会期日程案でございます。 

今定例会は９月５日から22日までの18日間を予定しております。 

まず１日目、９月５日が本会議、開会から議案の上程説明まで。 

２日目が６日水曜日、こちらは休会でございますが、議案質疑の通告締め切り日となっ

ております。 

７日木曜日、こちらが本会議で一般質問。 

続けて８日も、本会議、一般質問と議案質疑、それから議案と請願陳情の委員会付託で

ございます。 

９月９日から11日までが休会。 

12日からが常任委員会でございます。12日が総務生活、13日が産業建設、14日が教育厚
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生、15日が原子力安全対策となっております。 

16日から20日までが休会。 

21日が議会運営委員会、それから全員協議会、全員協議会の終了後に、災害対応調査特

別委員会を予定しております。 

最終日が22日金曜日、本会議で委員長報告から質疑、討論、採決、閉会でございます。 

以上です。 

委員長 はい、ただいまの説明にご意見ございませんか。 

（なし） 

委員長 なければ、会期日程（案）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 それではこのよう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。 

執行部の皆さん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10時52分） 

  再開（午前10時53分） 

委員長 再開します。 

（２）茨城県市議会議長会議員研修会の出席について事務局より説明をお願いいたしま

す。 

次長補佐 資料の最後の18ページをお開き願います。 

毎年開催されております、県の市議会議長会の議員研修会でございますが、こちらの文

書のほうは、今年度第１回目の宿泊の研修の通知でございます。 

日程は11月６日月曜日から７日火曜日、場所は土浦市のホテルマロウド筑波で、翌日が

つくばエキスポセンターの視察となっております。 

前に申し合わせ内規を改正いたしまして、参加者は、原則３名といたしましたので、総

務生活、産業建設、教育厚生の３委員会から、１名ずつということで、定例会期中の常任

委員会で、参加者を選出していただきたいと思います。 

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ので、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、それでは事務局案のとおり総務生活、産業建設、教育厚生の３委

員会から１名ずつを選出し、定例会最終日に議員派遣の議決を行うことでよろしいでしょ

うか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それではそのように決定をいたします。 
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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

お持ちいただきたいと思います。ご苦労さまでした。 

閉会（午前10時54分） 

 

   平成２９年１１月２０日 

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


