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那珂市議会全員協議会記録 

開催日時 平成30年11月20日（火）午前10時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席者  議 長 君嶋 寿男   副議長 古川 洋一 

議 員 冨山  豪   議  員 花島  進 

議  員 筒井かよ子   議  員 寺門  厚 

議  員 綿引 孝光   議  員 木野 広宣 

議  員 萩谷 俊行   議 員 勝村 晃夫 

議 員 中﨑 政長   議  員 笹島  猛 

議  員 助川 則夫   議 員 福田耕四郎 

欠席者  なし 

職務のため出席した者の職氏名 

     事務局長 寺山 修一  次 長 清水  貴 

     次長補佐 横山 明子  書 記 小田部信人 

会議事件説明のため出席した者の職氏名（総括補佐以上及び発言者） 

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 

     （１）議会運営委員会委員長報告 

・平成３０年第４回定例会について 

・その他 

…報告について了承 

     （２）欠員に伴う各委員会の正副委員長の互選について 

        …互選の結果 

・産業建設常任委員会副委員長に花島議員 

・原子力安全対策常任委員会委員長に助川議員 

・議会運営委員会副委員長に笹島議員 

・広報編集委員会委員長に勝村議員 

議事の経過概要 （出席者の発言は以下のとおり） 

     開会（午前 10 時 01 分） 

事務局長 ただいまから全員協議会を開会いたします。 

初めに、議長から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。 

本日は全員協議会にご出席まことにご苦労さまです。 
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本日の会議事件は、議会運営委員会寺門委員長から来週開会します第４回定例会につい

ての内容等の報告、そしてまた、ほか２件がありますので、慎重なるご審議をお願いをい

たします。 

けさＢＳＮＨＫテレビで放送されました那珂川沿いから瓜連地区の古徳沼の撮影が放送

されました、今夜７時からまた放送される予定ですので、時間がありましたらぜひ皆さん

見ていただければと思います。 

皆様方の慎重なご審議をお願いをいたしまして、私からの挨拶にかえさせていただきま

す。 

本日はまことにご苦労さまです。 

事務局長 それではこの後の進行は議長にお願いいたします。 

議長 開会前にご連絡いたします。 

会議は公開しており、傍聴可能といたします。 

また、会議の映像を庁舎内のテレビに放送します。 

会議内での発言は必ずマイクを使用し、質疑・答弁の際は簡潔かつ明瞭にお願いをいた

します。 

携帯電話の電源をお切りいただくかマナーモードにしてください。 

ただいまの出席議員は14名であります。 

定足数に達しておりますので、これより全員協議会を開会いたします。 

会議事件説明のため、市長、副市長、ほか関係職員の出席を求めております。 

職務のため、事務局職員が出席をしております。 

議事に先立ちまして、海野市長が出席しておりますので、ここでご挨拶をお願いいたし

ます。 

市長 おはようございます。 

ご苦労さまでございます。 

議員各位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。 

また先日の那珂市表彰式典にご出席をいただきまして、重ねて御礼を申し上げます。 

さて、本日の全員協議会におきましては、第４回定例会の会期日程等につきまして、ご

審議をいただくことになっております。 

慎重なるご審議をお願い申し上げます。 

また私の進退問題でお騒がせをいたしましたが、今期限りで引退することにいたしまし

た。 

理由としては、十年一昔といいまして、志も熱意も徐々に変わってくるということでご

ざいます。 

それから家族との約束もあったということもあり、引退をすることといたしました。 
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支援していただいた皆様には、深く感謝を申し上げたいと思います。 

任期満了日の２月12日まで、全力で職責を果たしてまいりますので、ご協力お願い申し

上げまして、挨拶とします。 

議長 それでは次第に従いまして議事に入ります。 

議会運営委員会、寺門委員長より報告をお願いいたします。 

寺門議員 それでは、議会運営委員会の開催及び結果につきましてご報告いたします。 

先ほど議会第２委員会室におきまして、議会運営委員会を開催し、平成30年第４回定例

会について審議をいたしました。 

提出予定議案は、条例改正や補正予算など全体で14件でございます。 

いずれも第４回定例会中に上程し、委員会付託表（案）のとおり、各常任委員会に付託

し、審議することに決定いたしました。 

なお、当初予定しておりました人事院勧告関係の議案につきましては、国の改正法案の

成立がおくれているため、今定例会最終日に追加議案として上程する予定でございますの

で、ご承知おきいただきたいと思います。 

常任委員会協議報告案件は４件でございます。 

請願・陳情につきましては、請願・陳情文書表（案）のとおり、今回陳情１件が提出さ

れております。 

取り扱いにつきましては、議会運営に関する申し合わせ内規に基づきまして決定し、陳

情書の写しを本日配付をしております。 

これは配付のみということになります。 

一般質問は、５名の議員から通告がありました。 

第４回定例会におきましては、一般質問の日程を１日とし、11月28日に実施することを

決定いたしました。 

以上の決定事項により、定例会の会期日程案は別紙のとおり、11月26日から12月14日ま

での19日間とすべきものと決定をいたしました。 

また、茨城県市議会議長会主催の第２回議員研修会が来年の２月１日に開催されます。 

今定例会中の総務生活、産業建設、教育厚生の３常任委員会において、出席者を選出し

ていただきますようお願いをいたします。 

ほかに横手市議会友好訪問が同じく来年の２月15日から16日に予定をされております。 

今回の出席者は議長及び議会運営委員会、原子力安全対策常任委員会を含む４常任委員

会から各１名の計６名といたしますので、こちらの選出もお願いをいたします。 

できれば過去、まだ訪問されていない方ということでお願いをできればなというふうに

思います。 

続きまして、11月13日に開催しました議会運営委員会の結果についてご報告いたします。 

まず10月に開催いたしました「議員と語ろう会」について、当日の状況を振り返りなが
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ら、今後改善すべき点などについて協議をいたしました。 

皆様におかれましては、２日間にわたり参加、意見交換ということで大変お疲れさまで

ございました。 

初めての試みでありました座談会方式による意見交換は、和やかな雰囲気の中で市民の

方々と語り合うことができ、お手元に配付いたしましたアンケート結果にありますように、

参加者の方からも一定の評価をいただいたことから、次回についても継続をしていくとい

うことに決定をいたしました。 

テーマ設定や時間配分、会場設定などを再度検討いたしまして、来年度につきましては、

秋に国体が開催されるため、夏を目安に開催するということにいたしました。 

なお、当日出ました意見につきましては、記録担当者にまとめていただいておりますの

で、今定例会中の常任委員会でご協議をいただきますようよろしくお願いをいたします。 

また、10月９日、10日に、三重県鳥羽市、四日市市を視察し議会改革について学んでま

いりました。 

両市議会の特徴的な取り組みにつきましては、別紙にまとめておりますので、あらかじ

め、質問事項ということで準備させていただいて、その回答ということでお配りしており

ますのでごらんいただきたいと思います。 

那珂市議会につきましても、市民に開かれた議会、親しみのある議会を目指して、さら

に改革を進めていくということを確認いたしました。 

特に、今年度から検討しております広報広聴委員会の設置につきましては、設置時期を

次回の改選時までということで目安としまして、それまでに委員会の所掌事務や体制など

の詳細について、検討をしていくということにいたしました。 

以上でご報告を終わります。 

議長 委員長の報告が終わりました。 

続いて、事務局より補足説明がございます。 

次長補佐 本日お配りしております議会運営委員会、全員協議会共通の資料をごらんいただき

たいと思います。 

平成30年第４回那珂市議会定例会議案一覧ということで、１ページ目がまず、議案のほ

うが14件、それからその下に常任委員会協議報告案件といたしまして４件出されておりま

す。 

２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、常任委員会のほうに付託されますのが12月４日の総務生活常任委員会に６件、５

日の産業建設常任委員会に４件、６日の教育厚生常任委員会に６件となっております。 

こちらは表のとおりとなっております。 

続いて３ページが請願・陳情文書表（案）でございます。 
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今回、陳情が１件提出されました。 

内容は、議会として「医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める意見書」を国に

提出することを求める陳情書。 

水戸市の茨城県医療労働組合連合会のほうから提出がございました。 

内容につきましては、４ページと５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。 

こちらは配付のみの取り扱いとなります。 

続きまして、一般質問でございますが、６ページと７ページが一般質問通告書となって

おります。 

こちらは提出順にお名前と予定時間、それから質問内容について記載してございます。 

先ほど議会運営委員会で抽せんを行いまして、順番表のほうを別にお配りしております。 

今回５名の方で、一般質問は１日で実施することを決定いたしました。 

11月28日の水曜日、こちらの順番表のとおり決定いたしました。 

続いて平成30年第４回那珂市議会定例会会期日程（案）でございます。 

こちらも別にお配りしております。 

今定例会ですが、当初予定しておりました人事院勧告の案件が最終日のほうに変更にな

りましたので、初日11月26日につきましては、その部分を除きまして、開会、会期の決定

の後特別委員会の委員長報告がございます。 

その後討論、採決を行う予定となっております。 

そして、議案の上程説明まで初日に行います。 

11月27日が休会。 

こちらは、議案質疑の通告締め切りが正午までとなっております。 

28日が本会議、一般質問、議案質疑、議案の委員会付託でございます。 

29日から12月３日までが休会。 

12月４日から常任委員会でございます。 

当初予定しておりました12月７日の原子力安全対策常任委員会でございますが、今のと

ころ案件がないということで、こちらのほうは休会という扱いになっておりますが、この

後開催する可能性がございますので、その際にはご連絡をいたします。 

12月12日までが休会、13日が議会運営委員会、全員協議会。 

14日が本会議最終日で、委員長報告、質疑、討論、採決、閉会の予定でございます。 

それから、先ほどありました議員派遣についてでございますが、今回２件予定しており

まして、１つ目が茨城県市議会議長会議員研修会の２回目の日帰りの研修で、日程が２月

の１日でございます。 

こちらの詳細な通知がまだ届いておりませんが、場所は土浦が予定されております。 

２つ目が横手市議会の友好訪問、こちらも予定で２月15日、16日となっております。 
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先ほど委員長のほうからありましたとおり、今回につきましては、人選については委員

会のほうにお任せということになっておりますが、参加されてない方を優先でお願いした

いと思います。 

以上です。 

議長 委員長の報告及び事務局の補足説明が終わりました。 

何か確認したいことございませんか。 

ありませんか。 

綿引議員 12月の９日に市議会議員の補欠選挙があって、新しい議員が決まると思うんですけ

ども。 

その方は、最終日とその13、14日の２日間には出席されるんでしょうか。 

お伺いします。 

事務局長 お答え申し上げます。 

12月９日の補欠選挙なんですが、こちらのほうが選挙会があって当選の告示っていうの

がございます。 

恐らく当選の告示が10日になるのかなと思われますので、それ以降が、議員としての身

分ができるということなっておりますので、新しい議員につきましては、予定としまして

12日に説明会を行いまして、13日の全員協議会、それから14日の本会議には出席いただく

というような予定になっております。 

以上でございます。 

議長 よろしいですか。 

ほかにありませんか。 

ないようですので、この件につきましては、委員長報告のとおり決定をいたします。 

よろしくお願いをいたします。 

暫時休憩いたします。 

執行部は退席をお願いいたします。 

ご苦労さまでした。 

休憩（午前10時15分） 

再開（午前10時16分） 

議長 再開いたします。 

次に、欠員に伴う各委員会の正副委員長の互選について議題といたします。 

欠員の状況については、産業建設常任委員会については副委員長。 

原子力安全対策常任委員会については委員長。 

議会運営委員会については副委員長。 

広報編集委員会については、委員長が欠員となっておりますので、この後互選をお願い

いたします。 
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また、互選が終わりましたならば、事務局へ報告をお願いいたします。 

それでは該当します委員会での互選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17分） 

再開（午前10時19分） 

議長 再開いたします。 

該当する委員会において正副委員長が互選されましたので、事務局より報告をさせます。 

事務局長 それでご報告させていただきます。 

まず産業建設常任委員会副委員長に花島議員。 

原子力安全対策常任委員会委員長に助川議員。 

議会運営委員会副委員長に笹島議員。 

広報編集委員会委員長に勝村議員。 

以上となります。 

議長 以上、正副委員長の互選については報告のとおりであります。 

今回の結果につきましては、11月26日の本会議において報告をいたします。 

以上ですべての議事が終了いたしました。 

これにて全員協議会を終了いたします。 

閉会（午前10時20分） 

 

   平成30年12月 ４日 

    那珂市議会 議長 君嶋 寿男 


