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那珂市議会全員協議会記録 

開催日時 平成30年３月５日（月）本会議休憩中 

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 大和田和男   議 員 冨山  豪 

議  員 花島  進   議  員 筒井かよ子 

議  員 寺門  厚   議  員 小宅 清史 

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 遠藤  実 

議  員 福田耕四郎 

欠席者  議 員 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 

     書  記 萩谷 将司 

会議に付した事件 

     （１）議会構成について 

        ・常任委員会等委員の選任及び正副委員長の互選 

        ・一部事務組合議会議員の選挙 

        ・執行部各諮問機関委員の推薦 

        ・議席の変更 

議事の経過概要 （出席者の発言は以下のとおり） 

     開会（午後１時 00 分） 

議長 本日３回目の全員協議会を開会いたします。 

挨拶は、省略をさせていただきます。 

ただいまの出席議員は17名であります。 

定足数に達しておりますので、全員協議会を開会いたします。 

職務のため議会事務局職員が出席しております。 

初めに、総務生活、産業建設、教育厚生の３常任委員会委員の選任及び委員長、副委員

長の互選についてを議題といたします。 

この件について、事務局より説明をさせます。 

事務局長 それでは、ご説明させていただきます。 



 - 2 - 

まず常任委員会の委員の選任について、ご説明を申し上げます。 

那珂市議会内規では、常任委員会委員の選任に当たっては、旧町村地区の議員間で調整

し、議長が会議に諮って指名するとなってございます。 

まず各地区で集まっていただきまして、総務生活、産業建設、教育厚生の３つの常任委

員会の委員を選任していただきます。 

常任委員会の委員定数につきましては、各委員会６名となっておりますが、現在１名欠

員があるため、委員数が５名の委員会が１つできます。 

その委員会につきましては、平成31年に執行されます補欠選挙までの期間、副議長が委

員として補うことになります。 

このためですね、委員定数は６名でございますけれども、まず正副議長除きまして、５

名ごとの委員会の委員を決定していただいて、正副議長については、その後に所属する委

員会を決定していただきたいというふうに考えております。 

各常任委員会の委員が確定しましたら、正副委員長の互選も一緒にお願いをいたしたい

と思います。 

選任が終わりましたらば、事務局に結果の報告をお願いをいたします。 

以上でございます。 

議長 ただいま事務局から説明がありました、従来どおり各地区でお集まりいただき選任する

ことで、よろしいでしょうか。 

小宅議員 内規で各地区で集まってということで、今までやってきたということなんですけど

も、現実的に議員定数も減りまして、各地区１人しか出ていないというところも多分にあ

りますし、私のいる菅谷は複数おりますけれども、そうすると、ここの菅谷の中で分ける

という形になって、結果として私６年間今総務生活常任委員会なんですね。 

そういうのも考えまして、もう地区別という考え方からちょっと一歩抜け出してもいい

んじゃないかと、私は思うんですけれども、皆様の意見はいかがでしょうか。 

議長 ただいま小宅議員からですね、各地区で集まって選任するということではなく、全員で、

皆さんで協議していただいて、委員を選任してはという意見なんですが、ほかにご意見ご

ざいませんか。 

筒井議員 私も今、小宅議員がおっしゃったように、五台地区は１人なものですから、皆さん

で集まってというのがちょっと難しいです。 

ですから、それをフリーにして、委員会のほうに入ったほうがよいかと思います。 

議長 ただいま、小宅議員、筒井議員からは、そのように全員オープンにしてという話ですけ

れど。 

助川議員 それに伴い、そういう形をとろうとすると内規の改正とか、今回やんなくちゃなら

ないていうことなると思うんだけども、その点について、ちょっと事務局お願いいたしま

す。 
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事務局長 今の件なんですが、一応内規の改正が必要になります。 

ですから、もしそういうふうに決まれば、内規の改正をしてからということになります。 

議長 内規の改正をしてからということなるとですね、今ここで決めるわけにはいかないとい

うことになりますので、この点については、今後の課題とさせていただいて、きょうにつ

いては、大変でも各地区での選任を、お願いをいたします。 

従来どおりでよろしいでしょうか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

議長 異議なしと認めそのように決定いたします。 

それでは、各地区において選任をお願いいたします。 

選任が終わりましたら、事務局に結果をお伝えください。 

暫時休憩いたします。 

     休憩（午後１時 05 分） 

     再開（午後１時 20 分） 

議長 再開をいたします。 

各常任委員会の委員の選任及び委員長、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 ご報告申し上げます。 

まず、総務生活常任委員会委員でございます。 

順不同で、ご報告申し上げます。 

萩谷議員、笹島議員、綿引議員、勝村議員、助川議員、君嶋議員以上６名でございます。 

続きまして、産業建設常任委員会委員でございます。 

花島議員、大和田議員、福田議員、木野議員、小宅議員、古川議員以上６名でございま

す。 

最後ですが、教育厚生常任委員会委員でございます。 

中﨑議員、筒井議員、遠藤議員、冨山議員、寺門議員、古川議員以上６名でございます。 

続きまして、各委員会の委員長、副委員長について、報告させていただきます。 

総務生活常任委員会委員長に萩谷議員、副委員長に勝村議員。 

産業建設常任委員会委員長に木野議員、副委員長に小宅議員。 

教育厚生常任委員会委員長に筒井議員、副委員長に冨山議員でございます。 

以上でございます。 

議長 以上、各常任委員会委員の選任及び正副委員長の互選については、報告のとおりであり

ます。 

続きまして、議会運営委員会、原子力安全対策常任委員会、議会広報編集委員会の委員

の選任及び委員長、副委員長の互選についてを議題といたします。 

この件について、事務局より説明させます。 
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事務局長 ご説明いたします。 

既に、議会運営委員会につきましては、萩谷議員、笹島議員、木野議員、大和田議員、

筒井議員、寺門議員以上６名の選任が決定しております。 

原子力安全対策常任委員会委員につきましては、綿引議員、助川議員、小宅議員、花島

議員、中﨑議員、冨山議員以上６名の選任が決定しております。 

議会広報編集委員会委員でございますが、現在、古川副議長、それから勝村議員、大和

田議員、遠藤議員が選任されております、残り２名につきましては、原子力、議運のほう

から選任していただく必要がございます、そのため、議運と原子力で集まっていただきま

して、正副委員長の互選と広報編集委員会委員の選任をお願いします。 

最後に、広報編集委員会の委員で集まっていただきまして、委員長と副委員長を互選し

ていただきたいと思います。 

     （委員の選任等について協議） 

議長 議会運営委員会、原子力安全対策常任委員会、議会広報編集委員会の委員の選任及び正

副委員長の互選結果について、事務局より報告いたします。 

事務局長 報告させていただきます。 

議会運営委員会委員でございますが、萩谷議員、笹島議員、木野議員、大和田議員、筒

井議員、寺門議員、以上６名でございます。 

原子力安全対策常任委員会委員でございますが、綿引議員、助川議員、小宅議員、花島

議員、中﨑議員、冨山議員の以上６名でございます。 

広報編集委員会でございますが、古川副議長、勝村議員、大和田議員、遠藤議員、冨山

議員、筒井議員、以上６名でございます。 

続きまして、各委員会の委員長、副委員長についてご報告申し上げます。 

議会運営委員会委員長に寺門議員、副委員長に大和田議員でございます。 

原子力安全対策常任委員会委員長に小宅議員、副委員長に綿引議員でございます。 

広報編集委員会委員長に、大和田議員、副委員長に冨山議員。 

以上でございます。 

議長 以上結果については、報告のとおりであります。 

続きまして、旧歯科ビル及び土地の寄附に関する調査特別委員会の委員の選任について

を議題といたします。 

この調査特別委員会委員は議長除く全議員となっておりますので、前議長の中﨑政長議

員を選任いたしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

続きまして、一部事務組合議会議員の選挙についてを議題といたします。 

この件について、事務局より説明させます。 

事務局長 ご説明申し上げます。 

一部事務組合議会議員の選任につきましては、大宮環境整備組合、茨城北農業共済組合、
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後期高齢者医療広域連合の組合議会議員を選挙しなければなりませんが、慣例によりまし

て、指名推選によるとなっております。 

大宮環境整備組合につきましては、総務生活常任委員会から４名及び正副議長、茨城北

農業共済組合につきましては、産業建設常任委員会から３名、後期高齢者医療広域連合に

つきましては、教育厚生常任委員長が選挙されることになっておりますので、ご協議をい

ただきたいというふうに思います。 

以上でございます。 

議長 ただいま説明がありました一部事務組合議会議員の選挙の方法については、慣例に従い、

指名推選で行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

議長 ご異議なしと認め、一部事務組合議会議員の選挙の方法については、指名推選と決定い

たします。 

大宮環境整備組合については、総務生活常任委員会から４名及び正副議長。 

茨城北農業共済組合については、産業建設常任委員会から３名。 

後期高齢者医療広域連合につきましては、教育厚生常任委員会委員長が選挙されること

になっておりますので、委員長の筒井議員にお願いをいたします。 

それでは、大宮環境整備組合と茨城北農業共済組合議会議員の選出をお願いいたします。 

選出が終わりましたら事務局に結果をお伝えください。 

暫時休憩いたします。 

     休憩（午後１時 32 分） 

     再開（午後１時 34 分） 

議長 再開いたします。 

一部事務組合議会議員の選出が終わりました、選出結果を事務局より報告させます。 

事務局長 それでは、ご報告申し上げます。 

一部事務組合議会議員の選挙結果でございます。 

大宮地方環境整備組合につきましては、議長、副議長、綿引議員、助川議員、笹島議員、

萩谷議員の以上６名でございます。 

茨城北農業共済事務組合議会議員につきましては、福田議員、木野議員、小宅議員。 

後期高齢者医療広域連合議会議員につきましては、筒井議員でございます。 

以上でございます。 

議長 以上結果については、報告のとおりであります。 

次に、執行部より依頼のありました、各諮問機関委員の推薦についてを議題といたしま

す。 

各諮問機関委員については、総務生活、産業建設、教育厚生の各常任委員会の任期満了

に伴い議会構成が変更となるため、諮問機関委員についてついても、改選することが慣例
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となっております。 

また、この取り扱いについては、正副議長と総務生活、産業建設、教育厚生の各常任委

員長で構成する常任委員長会議において推薦することが慣例となっております。 

お諮りいたします。 

各諮問機関委員の推薦は、慣例どおり常任委員長会議で決定することに、ご異議ござい

ませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

議長 異議なしと認め、そのように決定いたします。 

次に、議席の変更についてを議題といたします。 

議席につきましては、申し合わせ内規により議長の議席を４番とし、その他の議席は在

職年数による期別ごとの話し合いにより決定し、議長がこれを指定することになってござ

います。 

つきましては、期別ごとに集まっていただき、ご協議をお願いいたします。 

暫時休憩いたします。 

     休憩（午後１時 36 分） 

     再開（午後１時 39 分） 

議長 再開をいたします。 

ただいま議席の変更についての結果が、事務局へ報告されましたので、事務局より報告

させます。 

事務局長 ご報告いたします。 

旧議席番号の１番から12番までにつきましては、従来どおりとなります。 

中﨑政長議員が13番、笹島猛議員が14番、助川議員が15番、君嶋議長が４番、遠藤議員、

福田議員につきましては、従前どおりでございます。 

以上でございます。 

議長 報告のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

議長 異議なしと認め、そのように決定いたします。 

ただいま決定されました議席の変更は、本日の本会議で議事日程として、取り扱う予定

となっております。 

なお、議席の標柱の交換作業等に時間を要することを考慮し、本会議の散会直前に上程

しますので、議員各位のご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

また、次回からの全員協議会室における座席順についても、後日、新しい議席順に変更

したいと思います。 

それでは、本会議を午後２時50分より再開いたしますので、議員各位におかれましては、

本会議場までお集まりいただきますよう、よろしくお願いいたします。 
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以上で全員協議会を閉会といたします。 

閉会（午後１時42分） 

 

   平成30年 ５月 １日 

    那珂市議会 議長 君嶋 寿男 


