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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11月20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 笹島  猛 

委 員  筒井かよ子    委  員 木野 広宣 

委 員  萩谷 俊行         

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４回定例会について 

…議案の委員会付託、陳情の取り扱い、一般質問、会期日程について協議 

     （２）議員派遣について 

        …茨城県市議会議長会研修及び横手市議会友好訪問の出席者について、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31分） 

委員長 おはようございます。 

来週26日から平成30年度の第４回定例会を控えまして、きょうはお忙しい中、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。 

本日の会議事件は２件、第４回定例会の件と議員派遣についてということでございま

すので、慎重な審議をよろしくお願いしたいと思います。 

ただいまの出席委員は５名でございます。欠席はおりません。 

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。 

よろしくお願いします。 

ここで議長より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。議会運営委員会に出席ご苦労さまです。 

また、先ほど委員長からも話がありましたように、来週26日から第４回定例会が開会
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いたします。 

本日は会議事件として、定例会についての内容が４件、また議員派遣について１件の会

議事件がありますので、慎重なるご審議をお願いをいたします。 

また、けさのＮＨＫ・ＢＳテレビで水戸の那珂川沿いから那珂市古徳沼に向けて、火野

正平が心の旅ということで、自転車で旅するところが放送されました。 

そして今夜７時から、改めてまた古徳沼を感動と絶景、白鳥の沼ということで放映され

ますので、ぜひ時間がありましたら見ていただければと思います。 

本日の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。 

よろしくお願いします。 

委員長 ありがとうございました。 

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。お疲れさまでございます。 

本日の議会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、専決処

分が１件、条例及び各種会計補正予算に係る議案が13件の計14件でございます。 

また常任委員会協議報告案件としていたしまして４件を提出させていただきますので、

あわせてご審議をお願いいたします。 

以上簡単ですがご挨拶とします。 

委員長 ありがとうございました。 

ここで、総務部長より人事院勧告関係の議案について説明がありますのでお願いします。 

総務部長 それでは、私のほうから給与条例等の議案について説明をさせていただきます。 

人事院勧告に伴います給与条例の議案につきましては、12月の期末勤勉手当から人事院

勧告を適用させた支給をすべく、本定例会の冒頭で審議をお願いする予定で準備を進めて

きておりました。 

しかしながら、現在開催されております臨時国会におきまして、給与法案等の審議が、

先週の11月16日に衆議院の内閣委員会で可決された状況にとどまっているというのが現在

の状況でございます。 

今後、衆議院の本会議、それから参議院での審議の日程を考えますと、本定例会初日の

26日までに国会の審議を終えることは非常に難しい状況になってまいりましたので、当初

予定しておりました定例会冒頭での審議ではなくて、最終日に追加議案として上程させて

いただくことに変更させていただきたいと思います。 

議員各位におかれましては、11月末からの議会開催にご配慮をいただいたところでござ

いますが、人事院勧告の実施につきましては、国の法律に先行して地方自治体が条例改正

をすることのないよう国県から指導されておりますことから、ご理解のほどよろしくお願

いいたします。 
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議案のほうはすでにその分は除いてございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

以上です。 

委員長 ありがとうございました。 

以上説明が終わりました。それでは、そのように進めていきたいと思います。 

これより議事に入りたいと思います。 

最初に平成30年第４回定例会についてでございます。 

議案等の委員会付託について事務局から説明をお願いします。 

次長補佐 それでは、本日お配りいたしました議会運営委員会、全員協議会共通の資料をごら

んください。平成30年第４回那珂市議会定例会議案一覧というものでございます。 

先ほど市長のほうからありましたとおり、議案につきましては14件、それからその下で

すが、常任委員会協議報告案件につきましては４件出ております。 

続きまして、委員会付託についてでございます。 

資料の２ページをお開きください。今回付託されます議案は、表にありますとおり12月

４日の総務生活常任委員会に６件、産業建設常任委員会に４件、教育厚生常任委員会に６

件ということになっております。 

委員会付託については以上です。 

委員長 説明が終わりました。 

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、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、異議なしということで決したいと思います。それではそ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でございます。 

事務局から説明をお願いします。 

次長補佐 資料の３ページをお開きください。請願（陳情）文書表の案でございます。 

今回提出がありましたのは、陳情１件でございます。 

内容につきましては、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。 

水戸市城南の茨城県医療労働組合連合会より提出されました。 

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。 

こちらの陳情は、那珂市に住所を有しない方からのものとなりますので、申し合わせ内

規に基づきまして配布のみの取り扱いとなります。 

以上です。 

委員長 説明が終わりました。 
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陳情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 異議なしということでそのように決定をいたします。 

次に、一般質問の検討についてでございます。事務局から一般質問について説明をお願

いします。 

次長補佐 資料の６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５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。 

まず、上から古川議員、運転免許の自主返納制度についてほか２件、木野議員、投票に

ついてほか２件、寺門議員、児童生徒の安全・安心の確保についてほか２件、７ページに

いきまして、冨山議員、ＡＥＤの設置状況についてほか２件、花島議員、額田地区の地籍

調査についてほか４件となっております。 

今回重複していると思われる内容は、質問の中ではございませんでした。 

以上です。 

委員長 説明が終わりました。 

重複質問はないということで、一般質問通告に関しまして何かご意見ありますか。 

  （なし） 

委員長 ないようですので終了といたします。 

では、これより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。では準備をお願いします。 

  （くじによる抽せん） 

委員長 結果を報告願います。 

次長補佐 ではただいまの抽せんの結果を申し上げます。 

１番、冨山議員。２番、木野議員。３番、古川議員。４番、寺門議員。５番、花島議員

の順でございます。 

委員長 一般質問の順番につきましては、ただいまの報告のとおり決定いたします。 

続いて一般質問の日程についてでございますが、審議をお願いしたいと思うんですけれ

ども、一般質問日程と実施人数ということで検討していきたいと思います。 

５人なので、１日でよろしいですかね。 

  （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 11月28日に５人ということで、１日で終了ということにいたします。 

この結果は会期日程に質問議員名を掲載し公表をいたしますので、よろしくお願いいた

します。 

続いて、会期日程（案）について事務局から説明をお願いします。 

次長補佐 ではお配りいたしました会期日程（案）をごらんください。 
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申しわけございません、３日目の11月28日が木曜日となっておりますが、水曜日の間違

いですので、修正をお願いいたします。 

会期日程のほうですが、11月26日から12月14日までの19日間を予定しております。 

初日11月26日が本会議で開会、こちらは先ほどありましたように、人事院勧告関係の採

決がなくなりましたので、会期の決定の後、特別委員会の調査報告、討論、採決というこ

とで、調査特別委員会の委員長報告から採決までございます。 

そのあと、議案の上程説明がございます。 

２日目が休会で３日目、11月28日が本会議で一般質問を１日で５名の方を実施するとい

うことで、その後、議案質疑と議案の委員会付託となっております。 

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。４日が総務生活、

５日が産業建設、６日が教育厚生。当初７日に原子力安全対策常任委員会を予定しており

ましたけれども、こちらは案件がないとのことで、休会に振りかえております。 

12月12日までが休会、13日が議会運営委員会、全員協議会となっております。 

最終日14日が本会議、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 説明が終わりました。 

ご意見等ございませんか。 

次長補佐 ちょっと１つ言い漏れてしまったんですが、初日にあります調査特別委員会の報告

に関してなんですが、こちらの討論の締め切りが11月22日の正午ということで、通告書の

ほうは先にお配りしてある中に入っておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員長 今話がありましたように、初日、調査特別委員会の報告、討論、採決。討論の締め切

りが11月22日正午ということを追加願いたいと思います。 

日程案については、原子力安全対策常任委員会のほうなんですが、これは委員会として、

執行部のほうでは、特にあれですか、東海第二発電所にまつわる情勢が非常に目まぐるし

く動いておりますけれども、特にないですか。 

議長 この委員会については、各常任委員会からの案件、調査事件等があれば委員会を開くと

いうことなんですけど、先ほど事務局から話があったように、今回は原子力についての案

件なしということなので、そこは今回、削除というか、はずすことになりましたけど、各

委員会からの調査事件等があれば委員会を開くということですので、なければ委員会を開

かないという形で決まっていると思います。 

委員長 これは今、那珂市議会としても非常に重要な案件だと思いますので、常任委員会のほ

うで調査を進めるなり、きちんとやっぱりやっていってもらいたいですね。議会運営委員

会としても。 

その辺は委員長がまだ不在ということもあるので…… 

議長 ですからきょう決まって、これは26日の本会議が始まるときに議題にして、そこで承認
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ということですので、きょう決まってもそれはきょうからのあれじゃないので。ですから

今後やっぱりそういう課題を委員会にやってもらう形でもいいんじゃないですか。 

副委員長 開くことはできるよ。委員長のあれで。 

議長 委員長がいないんですよ。 

副委員長 副委員長ができるでしょう。 

委員長 副委員長代行でそれを開くことはやぶさかじゃないと思いますけれども。 

副委員長 前私が委員長だったときにはやっていたよ。 

事務局長 委員会を開く場合には委員長なんですが、委員長がいない場合は副委員長、あくま

でも招集権限は今のところ副委員長にありますので、議運がどうしようっていうことじゃ

なくて、副委員長がやるっていえばやるし、やらないっていえばやらないということにな

ります。 

副委員長 副委員長に聞けばいいよね。 

委員長 そうしましたら皆さんご意見出ましたように、委員長不在のときは常任委員会は副委

員長の権限で開催はできますので、要請をするということで、調査をするようにこの議運

としては、私のほうから申し入れをするということでよろしいですか。 

以上のように決しますので、私のほうからやる方向で申し入れをしたいと思います。 

案件は、執行部を呼んだり、聞けるじゃないですか、例えば市長を呼んでお話を聞くだ

とか。 

副委員長 前私が委員長のときは毎回開いてたよ、何がなくてもね。 

委員長 やっぱりそれは、市民に対して説明がつかないのでね。 

以上のように決したいと思いますので、この件についてはそのように進めさせていただ

きたいと思います。 

会期日程（案）についてはよろしいですかね。 

以上で執行部に関係する案件は終了しましたので、執行部の皆様、大変お疲れさまでご

ざいました。 

退席をお願いしたいと思います。 

暫時休憩いたします。 

  休憩（午前９時52分） 

  再開（午前９時52分） 

委員長 では再開します。 

続いての会議事件ですが、議員派遣についてでございます。 

事務局より説明をお願いいたします。 

次長補佐 今回議員派遣といたしまして２件ほど案件がございます。 

まず１件目が、茨城県市議会議長会議員研修会、きのう参加していただいたのは１回目

で、２月１日に２回目の研修会が予定されております。 
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こちらは日帰りの研修となっておりまして、まだ通知が届いておりませんので、詳細が

わかっておりませんが、日にちは決定しております。２月１日となっております。 

 定例会の総務生活、産業建設、教育厚生の３常任委員会で各１名を選出していただきた

いと思います。 

２つ目が、毎年行っております２月の横手市議会友好訪問となっております。 

日程は予定でございますが、２月15日、16日となっております。今回の派遣につきまし

ては、議長、それから議会運営委員会、ほかに４常任委員会のほうから各１名を選出して

いただきたいと思います。 

選出は各委員会のほうにお任せしたいと思いますが、来年の２月に派遣した後、再来年

は議会の改選のために交流事業を行いませんので、今回はなるべく今まで行っていない方

を優先ということで、決めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

委員長 説明が終わりました。 

研修と友好訪問について何かご意見はございませんか。 

木野委員 産業建設なんですけど、委員が変わるので、できれば…… 

出すのは最終日ですか、やっぱり。 

委員長 最終日ですね。最終日にはそれぞれ決まりますので、ちょっとあわただしいですね。 

木野委員 新しい方も入れていいということでいいですか。 

じゃないとちょっと、花島委員が横手はいいと思うんですけど、市議会議長会研修会の

日帰りのほうがあるので。 

筒井委員 市議会議長会は、場所はどこになりますか。 

委員長 土浦市が幹事議会になります。 

産業建設は新人交えてということになりますので、ちょっと厳しい日程になりますけれ

ども、最終日よろしくお願いしたいと思います。 

以上で、その案についてはよろしいですね、このまま選出していただくということで。 

  （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしということで、そのように決定をいたします。 

本日の審議事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いたします。 

委員の方は全員協議会が10時からありますので、出席をお願いします。資料もお持ちく

ださい。 

以上です。 

閉会（午前９時55分） 

 

   平成３１年２月１２日 

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


