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那珂市議会 議会運営委員会記録 

開催日時 平成30年８月28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  寺門  厚    副委員長 大和田和男 

委 員  筒井かよ子    委  員 木野 広宣 

委 員  萩谷 俊行    委  員 笹島  猛     

職務のため出席した者の職氏名 

議  長 君嶋 寿男    副議長 古川 洋一 

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 川田 俊昭 

会議に付した事件と結果概要 

（１）平成30年第３回定例会について 

…議案及び請願の委員会付託、一般質問、会期日程について協議 

     （２）茨城県市議会議長会議員研修会の出席者について 

        …定例会中の常任委員会で選出することを決定 

 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 それでは、定刻になりましたので始めたいと思います。 

去る８月25日は、ひまわりフェスティバル、大変な猛暑の中、皆さん参加をいただきま

してありがとうございました。 

特に今回は、議会からもブースを出しまして、市民の方にＰＲということで、広報編集

委員会をはじめとしまして、全員の議員の方が出席をいただいて、ＰＲをしていただきま

して、本当にありがとうございました。 

おかげさまで私の公約コンテストも、投票箱に20数件、30件近く入っているということ

ですので、どういう意見があるのか、大変楽しみだなというふうに思います。この意見を、

また市政にも反映していきたいなということで、ありがたいというふうに思っております。 

今後も暑い日が続きますけれども、熱中症に気をつけて活動いただきたいと思います。 

それでは、会議に入りたいと思います。 

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。 



 - 2 - 

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。 

ここで議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 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まことにご苦労さまです。 

また先ほど、寺門議運委員長からお話がありましたように、先日は大変暑い中でのひま

わりフェスティバル、議会でのブースを設けさせていただきまして、大和田広報委員長が

いろんな企画をしていただきまして、本当にご苦労様でした。 

前日からこちらに来ていた横手市議団のほうも大変参考になったと、議会がイベントに

参加するということは珍しいということで、今後横手市議会も参考にしていきたいという

ような話をしていきながら、無事に横手のほうに戻りました。 

本日は、来週から始まります第３回定例会について、提出予定議案等の議題が４件、そ

の他１件等ありますので、慎重なるご審議をお願いいたしまして、挨拶にかえさせていた

だきます。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございます。 

続きまして、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。 

皆様にはご多忙の中、議会運営委員会にご出席いただきましてありがとうございます。 

さて本日の議会運営委員会におきましては、来月４日より開催をお願いしております、

第３回定例会への提出予定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、専決処分が１件、平成29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29年度那珂市一般会計継続費精算報告の計４件でござ

います。 

議案につきましては、条例の一部改正が５件、補正予算が４件、防災情報システム整備

事業に係る契約の締結が１件、公有財産の条件付与贈与が１件、市道路線の変更が１件、

各種会計及び水道事業会計の決算の２件、計14件でございます。 

また、常任委員会協議報告案件につきましては、７件でございます。 

慎重な審議をお願いしまして挨拶とします。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

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。 

平成30年度第３回定例会について、議案等の委員会付託について、事務局から説明をさ

せます。お願いします。 

次長補佐 それでは、お配りしました本日の議運と全協の資料のほうをご用意願います。 

まず、資料の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。 

ただいま市長のほうからご説明があったとおりでございます。 
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報告第10号から13号までの４件につきましては、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14件となっております。 

２ページをお開きください。 

常任委員会協議報告案件といたしまして、７件でございます。 

総務生活の案件が３件、産業建設が１件、教育厚生が１件、原子力安全対策が２件出て

おります。 

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

付託されます議案については、表にありますとおり９月11日の総務生活が６件、12日の

産業建設が７件、13日の教育厚生が５件となっております。 

以上です。 

委員長 説明が終わりました。 

議案等の委員会付託について何かご意見等ございませんか。 

（なし） 

委員長 ないようですので、議案等の委員会付託につきましては、委員会付託表（案）のとお

り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から説明をさせます。お願いします。 

次長補佐 それでは資料の４ページをお開きください。 

今回提出がありましたのは、請願１件のみでございます。 

請願第２号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る意

見書採択を求める請願。 

こちらが水戸市の茨城県教職員組合のほうから提出されまして、紹介議員は笹島議員、

付託委員会の案が、教育厚生常任委員会となっております。 

内容につきましては、５ページと６ページに写しを添付しておりますので、ご確認くだ

さい。 

以上です。 

委員長 はい、説明が終わりました。 

請願について何かご意見ございますか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ないようですので、請願の取り扱いについては、これでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認めます。 

それでは請願は、請願（陳情）文書表（案）のとおり、取り扱いを教育厚生常任委員会
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へ付託ということで決定をいたします。 

続きまして、一般質問の検討に入ります。事務局から説明を求めます。 

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。 

上から木野議員、就学援助の対応についてほか３件、筒井議員、子宮頸がんワクチンに

ついてほか４件。 

８ページ、小宅議員、商工の拠点施設を考えるほか４件、古川議員、教育環境について

ほか２件、冨山議員、国道118号拡幅についてほか３件。 

９ページにいきまして、遠藤議員、学校教育環境の改善についてほか２件、寺門議員、

土地改良推進事業の進捗状況についてほか２件。 

10ページになります。笹島議員、人口減少対策についてほか１件、花島議員、中学校小

学校の職員の勤務状況についてほか６件となっております。 

一般質問に提出を求める資料につきましては、11ページのとおり、筒井議員から１件請

求がございました。 

それから、一般質問の内容につきまして、重複していると思われる質問につきまして、

12ページをお開きください。 

今回４件ほど内容が重複していると思われる質問がございます。 

まず１件目、市政運営について、筒井議員と古川議員。２件目、教育環境について、古

川議員、遠藤議員、花島議員の３人。それから３件目、空き家対策について、遠藤議員と

笹島議員。４件目、防災について、遠藤議員と寺門議員となっておりますので、ご検討を

お願いいたします。 

以上です。 

委員長 一般質問の説明が終わりました。 

説明のとおり、重複質問が４件ということで、特に件数が多いということもありますの

で、質問者間で十分に調整をするとい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 それではそのほかに、一般質問通告に対して何かご意見等ございますか。 

  （なし） 

委員長 ないようですので、次に移りたいと思います。 

ではこれから、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。準備をお願いします。 

  （くじによる抽せん） 

委員長 それでは順番が決定しましたので、事務局より報告をお願いします。 

次長補佐 それでは抽せんの結果を申し上げます。 
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１番が遠藤議員、２番が花島議員、３番が木野議員、４番が笹島議員、５番が冨山議員、

６番が筒井議員、７番が小宅議員、８番が寺門議員、９番が古川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、ただいまの事務局からの報告のとおりでよろしいでしょ

うか。 

     （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 そのとおり決定をしたいと思います。 

続いて、一般質問の日程について審議をお願いしたいと思います。 

一般質問日程と実施について検討していきたいと思います。６日と７日、２日あります

ので。 

事務局長 今ちょっと集計したんですが、初日を４人にするのか５人にするのかで変わってく

るんですが、初日４人の場合は220分、２日目が240分、初日５人の場合は、260分、２日目

が200分というふうになります。 

委員長 時間的な配分は、今事務局長のほうから説明をいただきました。 

２日目は確か、質問の後もいくつか議題がありますよね。 

５人、４人という意見が多いんですが、よろしいですかね。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは９月６日が５人、９月７日が４人ということで決定をしたいと思います。 

この結果については、会期日程に質問議員名を掲載しまして公表をいたします。よろし

くお願いしたいと思います。 

続きまして、４番目の議題、会期日程について、事務局から説明を求めます。 

次長補佐 それでは資料の13ページをお開きください。 

会期日程（案）でございます。 

１日目、９月４日が開会でございます。本会議で、議案の上程説明まで。 

９月５日が休会、この日が議案質疑の通告締め切りとなっております。 

６日、本会議、一般質問で５名の方、７日、引き続き本会議で一般質問４名の方と議案

質疑、議案の委員会付託、請願の委員会付託となっております。 

９月８日から10日までが休会。 

11日から常任委員会でございます。11日火曜日が総務生活、12日が産業建設、13日が教

育厚生、14日が原子力安全対策となっております。 

15日から19日までが休会。 

20日が議会運営委員会、全員協議会、21日最終日が本会議で委員長報告、質疑、討論、

採決、閉会の予定でございます。 

以上です。 

委員長 日程について説明がありました。これについてご意見等ございますか。 

  （なし） 
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委員長 なしということですね。 

では、会期日程（案）についてはこれでよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしということで、この会期日程（案）のとおり決定をしたいと思います。 

ここで執行部に関係する案件はすべて終了しました。 

執行部の皆様、お疲れさまでございました。退席をお願いします。 

暫時休憩します。 

  休憩（午前９時47分） 

  再開（午前９時47分） 

委員長 再開します。 

２つ目の議題ということで、茨城県市議会議長会議員研修会の出席者について議題とい

たします。 

事務局より説明をお願いします。 

次長補佐 それでは資料の最後、14ページをお開きください。 

毎年開催されております、茨城県市議会議長会の議員研修会、今年度第１回目の宿泊の

研修の通知となっております。 

日程は、11月19日月曜日と20日火曜日、場所は、つくば市のオークラフロンティアホテ

ルつくばとなっております。 

事前に寺門委員長のほうにご相談させていただいたんですけれども、人事院勧告が今年

もある関係で、第４回定例会を11月の下旬から開会する予定で今進めております。日程の

関係上、11月26日を開会日といたしますと、１週間前の議運と全協がちょうど研修の11月

19日に当たってしまうことになります。 

議運と全協を11月20日火曜日に１日ずらしまして、議長会の研修のほうは、宿泊をせず

に、19日の１日目のみの参加ということで進めたいと思っております。 

あと申し合わせ内規のほうで、総務生活、産業建設、教育厚生の３常任委員会から１名

ずつ参加者を選出するということになっておりますので、今定例会中の常任委員会で諮っ

ていただくことになるんですけれども、11月の研修の時点で委員会のほうに欠員が生じて

いて、委員会の人数が少なくなっている可能性がありますので、どうしても参加者を選出

できないという場合には、今回につきましては、希望者のみで、３名そろわなくても出せ

るところだけでということで、委員長とお話をさせていただいております。 

ですので、常任委員会の委員長の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

以上です。 

委員長 事務局から説明が終わりました。 

ということで今までは、講習会を受けて交流会をやって翌日視察をして帰ってくるとい

う予定でしたが、講習と交流会のみということで、１日だけで申し訳ないんですけど、派
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遣ということでどうでしょうかねというお話です。 

どうでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 もし常任委員会で欠員があってということでどうしても日程上、参加者を出せないと

いう場合は、最悪２名ということで参加をするということで予定したいと思います。 

そのように決定いたしますので、よろしくお願いしたいと思います。 

最後に、連絡事項ということなんですが、10月20日、21日に開催します「議員と語ろう

会」、いよいよ日程も押し迫ってまいりましたので、最終的な詳しい内容等についての打

ち合わせを、９月４日の本会議終了後に議運を開きますので、ぜひ協議をしたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 ９月４日に議運を開催しまして、いろいろと細かなことを決めていきたいというふう

に思います。 

以上で本日の議題はすべて終了いたしましたので、議会運営委員会を閉会といたします。 

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

ちください。どうもお疲れさまでした。 

閉会（午前９時52分） 

 

   平成３０年１０月２日 

    那珂市議会 議会運営委員会委員長  寺門  厚              


