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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11月20日（月）午前９時28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４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、会期日程

等について協議。 

          （２）議員派遣について 

        結果：茨城県市議会議長会議員研修会及び横手市議会友好訪問の派遣者につ

いて協議。 

     （３）その他 

        結果：議長より諮問された件について、12月１日に議会運営委員会を開いて

協議することとする。 

 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28分） 

委員長 おはようございます。 

昨日は那珂市総合防災訓練、皆さん各自、自治会そしてまた、対策本部と活動ご苦労さ

までした。 

本日の議会運営委員会ですが、来週から始まります第４回定例会について協議をしてい

きたいと思いますので、皆様方の審議、よろしくお願いいたします。 

まただんだん寒さも厳しくなってきましたので、健康管理には十分注意されまして、定

例会に臨んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

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。 
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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、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。 

ただいま委員長のほうからお話がありましたとおり、第４回の定例会に向けての会議事

件の審議でございます。 

それから、同僚であります冨山議員、体調を崩しましたけども、無事退院できたという

ことで、私らも一同喜んでおるところでございます。 

体調には万全を期して、第４回の定例会に臨んでいただきたいと思います。 

慎重なるご審議をお願いして、私の挨拶といたします。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。 

   寒さが厳しくなってまいりました。議員各位には、平素より市民の安心安全と福利向上

にご尽力をいただきまして、敬意を申し上げたいと思います。 

また昨日はですね、防災訓練、それぞれの会場に参加をいただきまして、ありがとうご

ざいました。 

さて本日の議会の運営委員会におきましては、開催をお願いしております第４回定例会

における、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。 

議案につきましては、専決が１件、条例並びに補正予算に係る議案が12件、相互救済事

業が１件、指定管理者の指定が２件、市道路線の廃止が１件、市有財産の無償譲渡が１件

でございます。 

また常任委員会協議報告案件としまして、13件を提出させていただきますので、ご審議

のほどよろしくお願い申し上げます。 

以上簡単ですが、開会にあたりましてのご挨拶といたします。 

委員長 ありがとうございました。 

早速会議に入ります。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４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より説明させます。 

次長補佐 それでは、議会運営委員会、全員協議会共通の資料をお願いいたします。 

議案につきましては、こちら一覧のとおり、18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。 
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常任委員会協議報告案件でございます。 

上から総務生活の案件が５件、産業建設が１件、教育厚生が６件となっております。 

こちらにはありませんが、後日追加で、原子力安全対策常任委員会の報告案件が出る予

定となっております。 

議案の委員会付託につきましては、３ページの委員会付託表（案）をごらんください。 

付託される議案は、表にありますとおり、12月５日、総務生活常任委員会が８件、６日

の産業建設が６件、７日の教育厚生が同じく６件となっております。 

以上です。 

委員長 ただいま説明が終わりました。 

何かご意見ございませんか。 

  （なし） 

委員長 ないようですので議案等の委員会付託については委員会付託表（案）のとおりに決定

をいたします。 

続きまして②請願陳情の取り扱い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４ページをお開きください。 

請願陳情文書表（案）でございます。 

今回、締め切り日までに提出されましたのは、陳情が１件でございます。 

 陳情第５号、菅谷地区内旧歯科ビル（土地建物）に関する陳情。那珂市菅谷の川又義雄

様外24名から提出されております。 

こちらは市内の方から持ち込みによる陳情となっておりますので、付託委員会の案とし

て、総務生活常任委員会を記載しております。 

内容につきましては、５ページ、６ページ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 陳情の取り扱いについては、皆さんいかがでしょうか。 

これでよろしいでしょうか。何かありませんか。 

勝村委員 歯科ビルについては、全協のほうでやっているんだけど、どうなんだろうね。 

やっぱりこれは付託案件だから、総務のほうに来るのかな。その辺は。 

議長 一応総務生活常任委員会で再度、前回も個人名で陳情がありましたけども、今回も、総

務生活常任委員会のほうで、川又義雄代表の外24名の署名があって、出されておりますの

で、一応総務生活常任委員会で審議をお願いしたいと思います。 

委員長 よろしいですか。議長からもありましたように、それでは総務生活常任委員会で審議

をお願いいたします。それでよろしいですか。 

副議長 陳情の書面上ですね、日付が平成27年になってるんですけど。これは。 

次長補佐 すみません。こちらは出してきたそのままをコピーしているんですが、ご本人の間
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違いだと思いますので。提出日は平成29年の11月７日となっております。 

委員長 副議長からもですね、平成27年となってますが、ここは平成29年ということで、ただ、

これは本人にもきちんとこのことは伝えてください。こういう文書で来てますけどという

ことで、それは確認をお願いいたします。 

ではこの陳情については、総務生活常任委員会で協議ということでよろしいですか。 

それでよければ決定をいたします。 

 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７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７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。 

上から読み上げます。 

１番目、大和田議員、那珂市所有の危険空きビルについて。 

次が筒井議員、高齢者に優しいまちにするために。 

３番目が遠藤議員、東海スマートインターチェンジについてほか２件。 

８ページをお願いいたします。 

寺門議員、子ども貧困対策についてほか１件。 

小宅議員、教育のメソッドの変化について考えるほか２件。 

９ページをお願いいたします。 

花島議員、原子力安全対策、東海第二原子力発電所の運転期間延長問題についてほか２

件。 

古川議員、一般質問に対する回答の進捗状況についてほか３件となっております。 

今回、10ページですね、一般質問に提出を求める資料といたしまして、寺門議員から５

件、古川議員から２件の請求が出ております。 

今回の質問の中で重複していると思われるものはございませんでした。 

以上です。 

委員長 ただいま説明が終わりました。 

一般質問通告について何かご意見ありませんか。 

副議長 大和田議員のこの空きビルについてという質問事項は、これはどうなんでしょうね。 

ほかで今調査中のものとの重複という観点で言うと、どういうふうに考えればいいんで

すかね。 

委員長 そうですね、今現在調査、また今回も陳情も上がってますけれども、どうしますか。 

これついて、大和田議員からですね、空きビルについてということで、今いろいろ調査、

検討している中ですけれども。 

議長 全協でもってやってます、確かに。 

ただ、大和田議員は一般質問として、執行部の意見を聞きたいというようなことで質問
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を出してきたんだと思うんですけども。 

全協の取り扱いとは違ったあれで質問を受けても、執行部のほうがよければよろしいん

じゃないですか。 

委員長 どうですか。執行部として。 

勝村委員 それと、那珂市所有の危険空きビルっていうのはこれ特定されているの、どこだか

っていうのは。一般論かもしれないし。 

委員長 幅広くそういうビルについて、質問するのかもしれないということで、まあ何を聞く

かということなんですね。 

ですから、議員として執行部にいろいろ質問したいということで了解をいただければそ

れで、一般質問を取り入れるということで、よろしいですか。その辺。 

副議長 これ執行部に聞くというよりもまずここで、議員で議論する内容であって、そもそも

このこういう質問の制限というのは、自分の所管委員会で調査している内容についてやっ

てはいけないというのがありますよね、内規でね。 

それっていうのは、自分が関わっている、審議している部分に関して、まだ結論が出て

いないのに、質問することによって、そのときの執行部の答弁をもらってしまうというこ

とで、その答弁によって今調査している案件の方向性に影響があるんじゃないか。 

そういうことで、我々に内規としてそれを決めているわけですよね。内規として決めて

いる理由がそういうことだったと思いますね。 

確かに内規としては、それは自分の所属している委員会の今調査しているテーマについ

てということではありますが、これに関して全協に関して調査しているということ自体が

今まで想定がなかなか運営上なかったので、それに関連する規定は恐らくないのであろう

というふうに思いますが、実質として、今その全協でやっているものに関して、一議員が

一般質問をやることによって、執行部側の答弁は出てきますけども、それが全協の調査の

進行を妨げる要因になるかどうか。そういうことが審議の今主眼だと思いますね。 

そういったところでちょっと議論したほうがいいのかなと思いまして。 

委員長 ではですね、大和田議員は所管以外の委員会ですから、今大和田議員は教育厚生とい

うことで、総務生活とは別ですので、それについては問題はないかと思いますが、今調査

をしている中で、答弁等、そして審議等の中で、何か影響が出てはということもあるだろ

うという意見ですね。 

そういう形でここでもう一度きちんと協議してはどうかという意見ですので、皆さんの

意見を伺っていきたいと思います。 

つけ加えて、今全協でも協議している空きビルの一つなのか、それとも幅広く、先ほど

言いました那珂市内のそういう建物についての質問なのか、その辺は本人からきちんとは

出てませんので、その辺は確認はしたいと思いますけれども、皆さんの考えをちょっとお

聞きしたいと思います。 
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寺門委員 以前も常任委員会所管事項以外のところでの一般質問で、常任委員会が開かれる前

ですから、一般質問については、常任委員会で報告すべき、決定すべきことを一般質問の

段階で答えてしまうという過去事例がありました。 

これはだめですよという話で、執行部に申し入れをするとともに、一般質問のほうも気

をつけてねっていう話だったと思うんですけれども、今回については、市所有の空き家ビ

ルということなので、特定はね、今委員長からでましたけれども、やっぱりされているの

かどうかをまず、そこは確認する必要があると思います。 

特定されてなければ、一般論ということで、執行部に対してどういうふうに対応してい

るんですかという問いだろうと思いますので、それはそれで深めてもらえばいいなという

ふうに思いますので、ただしその常任委員会所管のところにかかわる回答云々というのは

それは、控えるべきだなということですけどね。 

議長 だから今、副議長が言ったように、確かに各常任委員会でやっている、当該の委員は、

その問題についてはあれだけれども、これはあくまでも全協でやっているというところで

ございます。 

それを同じく当てはめてやったんでは、これ議員に対して、一般質問する側にとっては

非常にそれをそのままそっくり全協のものを当てはめてしまったんではどうかと思います。 

恐らくね、大和田議員もこのおそらくこの空きビルっていうのは、歯科医院だと私は推

測をいたします。 

ただ、これは恐らく自分の考えばっかりじゃなくてやっぱりいろんな住民からの要望も

受けての質問かもしれませんしね。だから、そこまで我々が、だめだよと、今全協でやっ

ているからだめだよというのはいかがなものかと。 

委員会でやっているのは、それは内規にもありますので、控えてもらってますけれども、

この場合は、大和田議員の一般質問を許可したいと思います、私は。 

委員長 今議長からは一般質問ということで、市民の声ということも含めての代弁ということ

で、議員としての在り方を考えれば許可をしたいという議長からの意見が出ましたので、

議長の意見を私も尊重しまして、許可をしたいと思いますがいかがでしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 では、これより質問者の順番を決めさせていただきたいと思います。 

順番については抽せんで行いますので、よろしくお願いいたします。 

委員長 順番が決まりましたので、順番について報告をお願いいたします。 

次長補佐 ただいまの抽せんの結果を発表いたします。 

１番遠藤議員、２番花島議員、３番寺門議員、４番大和田議員、５番小宅議員、６番筒

井議員、７番古川議員の順でございます。 

委員長 では続いて一般質問の日程についてのご審議をお願いいたします。 

先ほど順番が決定いたしました。ここで11月30日の一般質問、12月１日の一般質問の人
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数の決定をしたいと思います。 

それでは皆さんの意見をお伺いしたいと思います。 

11月30日に何名。 

（「５名」と呼ぶ声あり） 

委員長 では11月30日を５名、12月１日を２名でよろしいですか。 

ではこの結果は会期日程（案）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させます。 

次長補佐 資料の11ページをお開きください。 

第４回定例会の会期日程案でございます。 

人事院勧告の関係上、11月からの開会といたしましたが、人事院勧告の国の決定が遅れ

ておりまして、当初の議案としては間に合っておりません。後日追加議案として提出され

る予定ですので、よろしくお願いいたします。 

第４回定例会は、平成30年11月28日から12月15日までの18日間を予定しております。 

１日目、28日が本会議、開会から議案の上程説明まで。 

29日は休会。こちらが、議案質疑通告の締め切り日となっております。 

11月30日、本会議、一般質問５名の方。 

12月１日金曜日、引き続き、本会議で一般質問２名の方と、議案質疑、議案、陳情の委

員会付託となっております。 

12月２日から４日までが休会。 

12月５日から常任委員会でございます。５日火曜日が総務生活、６日産業建設、７日教

育厚生、８日原子力安全対策となっております。 

12月９日から13日までが休会。 

12月14日が議会運営委員会、全員協議会。 

12月15日最終日、本会議で委員長報告、質疑、討論、採決、閉会となっております。 

以上です。 

委員長 ただいま会期日程（案）の説明がありました。 

会期日程（案）について、ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ないようですので、会期日程（案）についてはこれで決定をいたします。 

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。 

ご苦労さまでした。 

暫時休憩をいたします。 

  休憩（午前９時53分） 
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  再開（午前９時54分） 

委員長 再開をいたします。 

（２）議員派遣について事務局より説明をお願いいたします。 

次長補佐 議員派遣につきまして、今回２件ございます。 

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、11月に第１

回目が行われまして、来年２月２日金曜日に、第２回目の日帰りの研修が予定されており

ます。 

詳細につきましては、まだ議長会から通知が来ておりませんけれども、参加者は、申し

合わせ内規のとおり、総務生活、産業建設、教育厚生の３委員会から１名ずつということ

で、今定例会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。 

また、横手市議会の友好訪問でございますが、例年どおり２月15、16日の２日間で予定

されております。 

今年の友好訪問では、議長と各委員長で参加をいたしましたので、次回来年の２月につ

きましては、副議長と各常任委員会の副委員長、議運の副委員長の計６名の派遣を考えて

おります。 

以上です。 

委員長 ただいま議員派遣について説明がございました。ご意見ございませんか。 

委員長ばかりでなく、副委員長も、今回は参加していただいて、全員で皆さんいろいろ

経験していただこうという計らいかと思いますので、皆さんのご意見がなければ、このよ

うに決定をしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

よろしいですか。 

  （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 では茨城県市議会議長会研修会については各常任委員会１名ずつの３名、横手友好都

市訪問、これは日程が２月の15日から16日、１泊２日ですけれども、副議長及び議運、常

任委員会の副委員長、計６名の参加ということで決定をいたします。 

これについては、最終日、議員派遣の議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 よろしければそのように行います。 

続きまして（３）その他、皆様方のお手元に配付のとおり、議長から諮問がありました。 

内容につきましては、前回の第３回定例会の最終日に福田議員から委員会に付託された

議案、請願などの審議結果を議会最終日の委員長報告の後すぐに採決を行うのでは、判断

のいとまがないというご意見がございました。 

現在は、議案以外の常任委員会の報告案件については最終日前日の全協で、議案等の付

託案件については最終日の本会議において、委員長報告を行っております。 
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そのあり方について再度検討を行うということで今定例会中に改めて、皆様に議運を開

いて検討をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

     （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは議運に皆さんが出席されるという日程をちょっと先ほど協議をしたんですが、

11月30日、12月１日が一般質問、先ほど日程、順番等が決定をいたしまして、12月１日が

２名の一般質問者ということなんですが、その後ということで、もし皆さんの了解を得ら

れば、12月１日、一般質問の後に議運を開きたいと思いますが、ここで、議案の審議もあ

るかと思うんですが、それが終わってからですね。 

そういう方向で進めたいと思いますが、その他に皆さんの意見があればお伺いをしたい

と思います。どうでしょうか。 

寺門委員 12月１日でいいんじゃないですか。１時間ぐらいでしょうから。 

委員長 12月１日、一般質問、議案等が終了後ということで議運を開きたいと思います。よろ

しくお願いをいたします。 

本日の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この資料を使いますので全協室にお願

いをいたします。 

ご苦労さまでした。 

閉会（午前９時58分） 

 

   平成３０年１月２２日 

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


