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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12月14日（木）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）議案の追加について 

結果：執行部より議案８件が追加提出   

     （２）平成30年第１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）議員勉強会について 

        結果：１月30日に全議員で議会報告会について話し合うこととする。 

     （４）議員提出議案について 

        結果：今定例会最終日に上程し、採決を行うこととする。 

 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 皆さんおはようございます。 

予定より少し早いですけれども、きょうは会議事件等も多いものですから、ちょっと早

めに始めさせていただきます。 

本日は議会運営委員会にご出席いただきまして誠にご苦労さまです。 

あすが第４回定例会の最終日となりました。追加案件も出ていますので、皆さんの慎重

なご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

営委員会を開催いたします。 

会議事件のため、市長、副市長、総務部長の出席を求めております。 
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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。 

あした最終日でございますけれども、前日の議運ということで、たくさんの審議事項が

ございますので、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。 

先ほど委員長からも話がありましたように、あしたは議会閉会日となりました。 

連日のご審議、本当にご苦労さまでございます。 

本日の委員会では追加議案８件について、ご説明をいたします。 

また、平成30年第１回定例会日程（案）についてご審議いただきます。 

慎重なる審議をお願いしまして、挨拶といたします。 

委員長 ありがとうございました。 

それでは議事に入ります。 

（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８件が追加提出さ

れました。内容につきましては、お手元の議案書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、平成30年第１回定例会会期日程（案）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、お配りいたしました会期日程（案）をごらんください。 

平成30年第１回定例会でございますが、会期のほうが平成30年３月５日から23日の19日

間を予定しております。 

ちょうど２年の折り返しに当たりますので、通常より１日多い日程となっております。 

１日目、３月５日、本会議で開会いたしまして、この日に議会構成まで行います。 

２日目が６日火曜日、施政方針の説明、議案の上程、説明を行います。 

３日が休会。 

４日が本会議で一般質問、５日も続けて一般質問、そのあと議案質疑、議案、請願、陳

情の委員会付託でございます。 

３月10日から12日までが休会。 

13日から16日まで４日間が常任委員会でございます。 

３月17日から21日の祭日まで休会でございまして、３月22日が議会運営委員会と全員協
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議会、３月23日が最終日、本会議で委員長報告、質疑、討論、採決、閉会でございます。 

枠の下でございますが、２月23日金曜日が一般質問の通告締め切り。 

２月26日月曜日が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。 

以上です。 

委員長 ただいま説明が終わりました。 

ご質疑ご意見等ございませんか。この日程でよろしいですか。 

なければこの第１回定例会の会期日程（案）について決定をいたします。 

  （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ここで臨時会について執行部からの報告がありますので、よろしくお願いいたします。 

総務部長 ただいま委員長からございました、議会臨時会でございますけれども、来年の１月

17日水曜日に予定してございます。 

案件は統合幼稚園新築工事に係る請負契約の締結についてでございまして、予定価格が

１億5,000万を超えることから、議決案件となるためでございます。 

この統合幼稚園新築につきましては、もともとハードなスケジュールでございまして、

12月の今定例会に議案を上程するつもりで進めておりましたけれども、地権者の長期入院

により、土地売買契約が遅れ、今定例会に間に合わず、年明け早々に議会臨時会をお願い

するものでございます。 

議員の皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

以上でございます。 

委員長 ただいま臨時会についての説明がありました。 

この点について何もありませんか。 

なければこの報告どおりの決定でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ここで執行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、議員勉強会についてを議題といたします。 

先日の議運で今年度第２回目の勉強会は、議会報告会について、全議員で話し合うとい

うことで決定をいたしました。 

本日はその日程を決め、進め方を検討したいと思います。 

皆さんから日程、いつがよろしいかご意見をいただきたいと思います。 
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議長の日程がもしわかってればそれを抜いて１月に各委員会で視察等があるということ

ですので、予定を聞きますと、１月は22日と30日があいているということです。 

１月22日か１月30日、どちらかで決定をしたいと思いますが、いろんな今回の勉強会の

やり方をいろいろ議運で検討していただきたいなと思いましたので、もし都合がよければ

１月30日で大丈夫ですかね。 

では１月30日、10時間からでよろしいですか。 

続いて進め方なんですけども、進め方をどのようなやり方がいいか、皆さんでちょっと

ご意見いただきたいと思います。 

何かありませんか。 

その勉強会の進め方ですね、報告会じゃなくてまず勉強会のやり方をどのようにしよう

かということで。 

次長補佐 ちょっと考えているのは、やり方として、もう本当にフリーで皆さんから、この間

東京でやった勉強会のお話も含めて意見を出していただくのか、あるいは議運である程度

の案を何パターンかつくって、こういうふうにやってみたいんだけどっていうような案を

幾つか議運でまとめて、それを出して皆さんと検討するか、そういう形かなとは思ってい

るんですけれども、ちょっと漠然としてしまうと、皆さんにせっかくお集まりいただいて

も、なかなか実のある議論ができなくなってしまいますので、その辺を議運で、前段とし

て何か、考えをまとめておくかどうかということです。 

委員長 前回東京で研修を受けたようにグループに分けて、何人かで皆さんに意見を出しても

らうやり方、あとは全体で一つにまとめて全員で意見をいただく、どんなふうにやりたい

とか、そういうのもちょっと意見をいただければと思うんですけど。そのやり方について。 

副議長 まずやっぱり議運でどういうふうにするかっていうのを、まず案をつくったほうがい

いと思うんですが、ただ実際にこの30日にやる勉強会では、17人の議員をグループ分けし

て、それぞれこの間はホワイトボードを使ったり、ポストイットを使って何だかんだやっ

たりしました。 

議員全員でグループ分けして、今後の報告会のあり方を議論してもらって、それを発表

し合うような、ああいう感じをちょっと一回議員勉強会の中でやってはどうかなと思うん

ですが。 

そうするとそれを見据えて、その前に一回議運で皆さんにそういうやり方はどういうふ

うにやってもらうかというのを議論したほうがいいのかなっていう感じはするんですが、

どうでしょうね。 

委員長 ほかにありませんか。 

これはきょう決定じゃなくて、その進め方については、後日皆さんにお知らせしますと

いうことで、平成30年１月30日10時から勉強会をやりますと、内容については後でという

ことでよろしいですよね。 
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それならば臨時会がありますので、その終了後にでも、17日、議運の皆さんでもう一度

検討してはどうかと思うんですけど。 

次長補佐 臨時会終了後に、教育厚生が入っていますので、そこが調整できれば大丈夫なんで

すが。 

委員長 議運の委員に教育厚生は２人ですね。 

臨時会終了後、議運をすぐ開いて、それまでに皆さんで案というか今副議長が言いまし

たように、グループ分けして、その中で、どんな報告会をやりたいかという意見をまとめ

てもらうとか、出してもらうとか、そういうやり方もあるでしょうし、ちょっと皆さんで

どういう方向性でやりたいか。 

それについて、30日に皆さんで検討してもらう方向をつくりたいと思いますので、その

案に何かありましたら、皆さんのほうから出していただければ。 

できれば17日の前でも結構ですから、正副委員長か事務局に報告していただければと思

いますが、その流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、臨時会終了後にそのように進めさせていただきます。 

続きまして、議員提出議案についてを議題といたします。 

このたび、遠藤副議長より追加で議案が提出されました。この件につきまして、提案理

由の説明を遠藤副議長からお願いいたします。 

副議長 お手元の資料は発議第２号というものでして、菅谷地内旧歯科ビル及び土地の寄附に

関する調査特別委員会の設置についてということで提出をさせていただきたいと思ってお

ります。 

めくっていただきまして、内容はこの設置についてということで、まず朗読いたします。 

次のとおり、菅谷地内旧歯科ビル及び土地の寄附に関する調査特別委員会の設置を求め

る。 

記 

１、特別委員会の設置。 

本議会に菅谷地内旧歯科ビル及び土地の寄附に関する調査特別委員会を設置し、議長を

除く全議員をもって組織する。 

本議会は上記調査特別委員会に対し、地方自治法第100条第１項の規定により、次の事項

の調査を付託する。 

（１）菅谷地内旧歯科ビル及び土地の寄附に関する事項 

２、調査権限。 

（１）本議会は、１の事項の調査のため、地方自治法第100条第１項の規定により、選挙

人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求する権限を上記調査特別委員会

に委任する。 
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（２）本議会は、１の事項の調査のため、地方自治法第98条第１項の規定により、調査

事項に関係のある書類及び計算書を検閲し、市長その他の執行機関の報告を請求して、当

該事務の管理、議決の執行及び出納を検査する権限を上記調査特別委員会に委任する。 

３、調査期限。 

上記調査特別委員会は、議会の閉会中も調査を行うことができるものとし、議会が調査

終了を議決するまで継続して調査することができる。 

４、調査経費。 

本調査に要する経費は、本年度は100万円以内とする。 

５、提案理由。 

本調査については、これまで当議会において全員協議会で調査してきた。 

しかし、関係人が出席要請に応じていただけないので、寄附に関する当時の交渉の概要

がわからないため、上記調査特別委員会から出頭要求できるようにするため。 

また、当該建物の客観的な危険度がいまだに不明であり、引き続き調査する必要がある

ためということでございます。 

この内容に関しましては、今までも１年以上にわたりまして主に全員協議会で、その間、

陳情もございましたから、所管の総務生活常任委員会で関連した議論もしていただいてい

ますが、基本的に当初からの、昨年９月定例会で補正予算にかかった1,550万円、これに関

しての案件をやってはきても、なかなか今までで明らかにならない部分がどうしてもござ

いますので、その概要をしっかりわかるようにするためには、やっぱり任意の出席要請で

はなかなか難しいという部分のために、100条を設置をしてそこから出頭要請をさせていた

だくことができればいいなというふうなことでございます。 

またその他、ここの危険度調査を含めて、まだ付随して不明な点もあり、また、そもそ

も適正な執行がなされてなかったものに関しましては、議会として、市民目線で、さらに

適正なる執行ができるような前向きな提案もこの委員会でしていきたいというふうに思い

まして、ご提案をさせていただきたいと思います。 

以上です。 

委員長 ただいま説明が終わりました。 

この議案については、この後の全員協議会でも説明をいただきまして、あすの本会議に

上程し採決を行うことになりますが、この中でご意見ございませんか。 

副委員長 副議長にお伺いしたいんですが、納得できないというふうな内容なんですよね、こ

れ。この前も元職員さん２人も出席したわけですけども、あの説明で納得できないという

ことなんですよね。 

そういう意味だと思いますよ、私は。きれいごとは書いてありますが、納得できないと

いう事なのかなと思うんですけども。 

私ちょっとよくわからないですけれども、調査特別委員会を設置するということに対し



 - 7 - 

ては、納得しないということだと思いますよ。文面を見るとそうは書いてはありませんが、

意味的には。 

元職員の方もせっかく岩手のほうから来て、私の見た目では体調が悪いなと。顔がむく

んでいて、赤ら顔になっちゃって、大変だったなっていう印象を受けて、一生懸命それな

りの説明をしたわけですよね。多分やったと思いますよ。 

それを納得できないっていうのは、ちょっと私は理解できないですが、それについて副

議長にお伺いしたいと思うんです。 

副議長 いろいろご意見はあろうと思います。 

ただ私は感情論で物を言っているわけではなくてですね、これを市民に対して説明でき

るかという観点で私は調査をしたい。 

そもそも出席要請は５人に対してしております。元職員２人、あと相続人に対して３人

です。５人に対して議会として、議長名で出席要請をしているにもかかわらず、全員は出

席していないんですよね。 

これは全員協議会、皆さんで議論して呼びましょうというふうな決議をした案件ですか

ら、呼びましょう。呼びましょうということは呼んで話を聞きましょう。聞く必要がある

から呼んだんですよね。 

必要がある方が３人来ていないんです。これはさらなる継続した調査が必要だと思いま

せんか。 

私はそういった意味では、市民に議会は５人呼んだのに２人しか来てない。３人まだ呼

んでない、話を聞いてないのにそれで終わりにするのかと問われたときに、私は答えよう

がありません。今のままでは。なので継続してやる必要が絶対にありますよね。必要があ

るから呼んだんですから。来ていない。 

私、元職員の方には大変感謝を申し上げてますよ。私はあの日も大変お疲れさまですと、

感謝申し上げますと申し上げました。それはもうよくよくわかります。 

ただ、議会としての調査が中途半端である以上は継続しなければいけない。 

ただ現実としてですね、任意的な呼び出しであったわけ。もしかしたら、残りの３人の

方は同じようなやり方では、また同じような結果になる可能性が高いと思いまして、それ

よりももう少し拘束力があるような呼び方をするには何があるか。というふうに考えたと

きに、逆にそれは副委員長にお聞きしたいんですが、どういうやり方をして、この概要を

わかるような方法があるのか。 

私の答えは、100条を設置するしかないんじゃないかなと思った次第です。 

逆に概要をまだ私たちは市の言い分しか聞いてないんです。最初から市の言い分しか聞

いてないです。 

ご承知のとおり寄附行為っていうのは契約事項、法律行為ですから、法律行為ってのは

双方の合意があって成り立つわけですよね。 
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我々はこの寄附事項の内容がどうだったかっていうのをきちっと事実を事実として調査

しなきゃいけないですよね。市民にわかっていただくように。 

当初から片方の話しか我々は聞いていないです。もう片方の方の話は一言も聞いていな

いです。これで本当に議会は調査をしたと言えるんでしょうか。 

そういう点で、やっぱりお呼びする必要があるんじゃないでしょうか。ということで、

お呼びするには、今と違うやり方をするには100条を設置するしかなかっということですね。 

副委員長 私は法的なことはちょっとわかりませんが、もし100条委員会をつくって、例えばそ

の３人が何が何でも出てくるという確率はあるんですか。法的なことを教えてください。 

副議長 出てこない場合はどうかっていう話ですね。 

副委員長 つくった場合、拘束力があって、絶対的にこの３人が出て来なければならないとい

う、法的なことが私はわかりませんので、副議長が言うように、つくった場合は、３人と

も何が何でも出てこなきゃならない拘束力があるのかどうか知りたいんですけど。 

副議長 拘束力は今までよりも格段にありますね。というのは、どちらかというと、正当な理

由がなければ出席しなければならないということでありまして、正当な理由がある場合で

あれば、それはやむを得ないんですよ。 

例えば本人が病気で、入院していて出てこれないとか、それはただ人の日常生活ですか

ら、何があるかわかりません。そこまで縛るものではありません。 

ただ、正当な理由がなければ出てこなければいけないし、出てこないと罰金や禁固もあ

ります。それだけ拘束力はあるんですね。 

なおかつ正当な理由がないのに、出てこないと議会が判断した場合は、議会はその人た

ちを告訴しなければならないんです。それぐらい厳しい条件が付されるということなんで

す。議会としてできるのは、でもここまでです。 

それでもどうしても出てこれない場合というのは、これは人の世ですから、あると思い

ますので、この場合は仕方がないと思いますね。 

ただ我々議会としてやるだけはやる、100条までつくってお呼びしたのに、それでも正当

な理由が何かしらあって、わからないけれども出てこれないという場合は、これは仕方な

いんじゃないですかね。 

副委員長 今告訴の話も出ましたけど、例えば告訴した場合、これ議会として告訴するんです

か。その場合、お金は誰が払うんですか。 

副議長 それは必要なものは議会費なりだと思いますけども、これはお金の話ではなくて、実

際にこの寄附が適正に行われたかどうかをちゃんと調査するための話ですからね。 

そもそも市は、そういう不適切な寄附を受けてしまっているんですから、それが本当に

いいかどうか、それを調査するためにやるんですからね。 

副委員長 それはわかりますけれども、例えばですよ、出てこなくて告訴した場合、それは誰

が払うんだということなんです。例えば議員がみんなで金払いましょう。やるかどうかわ
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かりませんが、そういう人がいればそれでいいんでしょうけど、そういう問題まで私は発

展すると思いますよ。告訴するとなった場合は。 

それはやっぱり、確かに副議長が言うのはわかりますが、やっぱり最終的にお金の問題

になった場合、誰が告訴して払うんだと。市として払ってくれるはずは絶対ありませんか

らね。市としては。 

議員が払うしかないということだと思いますよ。議会費なんかで多分出さないと思いま

すよ。その金は。 

副議長 これは一議員がやる話じゃないですから、議会としてやる話ですから、当然そういう

話は、どこが払うかとなれば当然議会費の中から出すんだと思いますよ、当然。一個人の

議員がやる話ではこれはないんで、組織としてやる話ですから。 

副委員長 議会って言うけれども、議会費から出すって話になるかどうかもわからないでしょ

う。 

副議長 話としては、これは特別委員会ですから、組織としてやる話ですからね。組織として

やるんで、一個人の、個人間の民々の話じゃありませんから、議会として、100条の特別委

員会で調査をして呼び出しをして、それにもかかわらず出てこない場合はそういうふうな

段取りを委員会としてやる。つまり議会としてやる話ですから。 

副委員長 例えば皆さんが賛同して、100条委員会ができたというときのことですよね。 

当然ね。私はそこまでの前に、まずは賛成者が多数で、これに対して、なった場合のこ

とをお話ししているわけですよね。 

反対になった場合は100条委員会はできないわけですからね。 

なった場合、それはわかりませんから、なった場合どうしましょうということで来ない

ときの話をしているわけであって、反対だということになるとは限りませんから、賛成者

多数で100条委員会をつくりましょうとなるかもしれませんよね。 

そのときに副議長が言ったように、出てこなかったと、向こうはもう罪になるかもしれ

ないけど、３人とも出てこないとなった場合、訴えるとなった場合、結局誰がお金を出す

んでしょうということなんですよ。 

それは、議会が払うっていう、確かに副議長言うのは、支出的にはそうかもしれません

が、結果的にそれがどうなるかわからないことかなと思って、私は先の話をしちゃってる

わけですけども。 

委員長 ちょっとまとめさせていただきます。 

今萩谷副委員長からも、この案件についてということですけれども、この後、全員協議

会でもう一度皆さんに諮りますので、そこでもう一度説明をしていただき、ご意見をいた

だきたいと思います。 

ただ２点ちょっと私のほうから確認をさせていただきたいのは、この委員会を設置する

ことによって、今まで、非公開にした職員等この関係の親族の方、職員の方はこの間２名
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出席していて、５名のうち３名、この関係の家族が出席しないためにその方にも来ていた

だいて、当時の寄附の状況をきちんと知りたいという目的と、あとは危険度について確認

をしたいということを踏まえた委員会の設置という案件ですね、これについては。 

副議長 委員長のおっしゃるとおりです。 

大きくは二つだと考えていますが、当然これに付随する、寄附に関する事項とあります

ので、調査をしていく中でもっと明らかになってきたことがあれば、当然付随してやるこ

ともあると思います。 

だからそのために、調査事項は１項目だけにしまして、当然包括的な調査は100条はでき

ませんので、このことだけについてということで限定をしておりますが、この限定したこ

とがらにつきましても、いろいろと出てきた事実、もしくは不明な点に関しては当然これ

はその調査委員会の中でやるというふうなことになると思います。 

委員長 そうすると今後、その方向性の中で、どうするかとか、このビルに対しての方向性に

ついての調査、そういうことはどうなんですか。 

結局、いろんな調査の中で解体もしなきゃならない、今後、市としてのこの条例、旧歯

科ビル以外にも、今後のそういうビル解体、寄附の問題についてもきちんとした方向性を

つくっていく委員会としてやるのか、その点についてちょっとお伺いしたいと思います。 

副議長 調査に関しては、いわゆるこの歯科ビルについてでありますけども、当然これは付随

してというよりはそもそもこれが起きた原因は何だったんだと。 

場合によってはその寄附自体の市の執行の不透明さがあったわけですから、議会として

は、行政がきちっとした執行をやっているかチェックするのが議会の役目なので、今後こ

ういうことがないように、きちっと行政の適正な執行を図るための提案も当然するという

ことは付随してやれることだと思いますし、前向きな提案としてはそういったこともやれ

ればいいかなというふうに思っています。 

委員長 そのほかございませんか。 

（なし） 

委員長 なければ、この案件についてはこの後の全員協議会で先ほども説明しましたように、

もう一度副議長から説明いただきまして、明日の本会議に上程し採決を行うことになりま

すが、それでよろしいでしょうか。 

     （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それではそのように決定をいたします。 

以上で議会運営委員会を閉会と閉会といたします。お疲れ様でした。 

閉会（午前10時02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              


