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那珂市議会 議会運営委員会記録 

開催日時 平成31年２月22日（金）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  花島  進    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    次長補佐 横山 明子     

書  記 小泉  隼 

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 先﨑  光    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31年第１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）茨城県後期高齢者広域連合議会議員一般選挙について 

        …筒井議員を選出することに決定 

 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28分） 

委員長 おはようございます。 

２分ほど早いんですけれども、きょうは先﨑新市長の就任、まずはおめでとうございま

す。新市長を迎えまして初めての議会ということで、きょうはその議会運営委員会でござ

います。 

議会としましても、議論を深め、侃々諤々と議論できるいい緊張感を持ったその議会運

営ということで、我々考えておりますので、今後とも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、６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。 

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ご苦労さまです。 

本日の審議は、来週３月１日から始まります、第１回定例会について、また、茨城県後
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期高齢者医療広域連合議会議員一般選挙についての２件であります。 

寺門委員長を中心に慎重なるご審議をお願いいたします。 

また先ほど寺門委員長からも話がありましたように、先週の13日に新市長に就任いたし

ました、先﨑市長におかれましては、今後那珂市発展に向け、市政のかじ取り役としてご

活躍されますことをご期待申し上げまして、私からの挨拶にかえさせていただきます。 

ご苦労様です。 

委員長 ありがとうございます。 

続きまして、先﨑市長よりご挨拶をお願いいたします。 

市長 皆さん、おはようございます。 

２月13日に那珂市長に就任しました、先﨑光でございます。 

今後４年間、那珂市発展のために精いっぱい努力してまいりますので、議員の皆様にお

かれましては、ご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。 

本日の議会運営委員会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

議員各位におかれましては、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。 

特に、議運は議会運営のかなめと言われておりますので、これからもご活躍を期待する

ものでございます。 

さて、本日の議会運営委員会におきましては、３月に開催をお願いしております第１回

定例会に提出予定の議案等について、執行部よりご説明をさせていただきます。 

報告としまして、専決処分が１件、条例や補正予算並びに新年度当初予算に係る議案が

29件、合計30件となっております。 

また、常任委員会協議・報告案件としまして、12件を提出させていただきますので、あ

わせてご審議のほどをよろしくお願いをいたします。 

以上簡単でございますけども、開会にあたりましてのご挨拶といたします。 

よろしくお願いします。 

委員長 ありがとうございました。 

それではこれより議事に入りたいと思います。 

本委員会の会議事件は別紙配付のとおりでございます。 

最初の議題ですが、平成31年第１回定例会についてであります。 

最初は、議案等の委員会付託についてでございます。 

事務局から説明をさせます。 

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。 

提出議案につきましては、ただいま市長からもありましたとおり、一覧のとおり報告１

件、議案29件となっております。 
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内容につきましてはお手元の議案概要書のとおりでございます。 

資料の２ページをお開きください。 

常任委員会協議・報告案件につきましては、総務生活の案件が６件、教育厚生が３件、

原子力安全対策が２件出ております。 

議案等の委員会付託につきましては、３ページと４ページ、委員会付託表（案）をごら

んください。 

付託される議案は、表にありますとおり、３月８日の総務生活常任委員会が10件、11日、

産業建設常任委員会が12件、13日、資料４ページです、教育厚生常任委員会が11件となっ

ております。 

報告第１号につきましては、本会議での報告をもって終了となりまして、委員会への付

託はございません。 

以上です。 

委員長 説明が終わりました。 

何かご意見ございますか。 

  （なし） 

委員長 ないようですので、議案等の委員会付託については、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 異議なしと認め、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２番目、請願・陳情の取り扱いについてでございます。 

事務局から説明をさせます。 

次長補佐 資料の５ページをお開きください。 

請願・陳情文書表（案）でございます。 

今回締め切り日までに提出されましたのは、請願が２件、陳情が２件でございます。 

請願でございますが、まず請願第１号、「最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の

拡充を求める意見書」採択の請願書。 

こちらが、ひたちなか市の勝田地域労働組合総連合より提出されまして、紹介議員は花

島議員です。付託委員会の案といたしましては、総務生活常任委員会です。 

続いて、請願第２号、後期高齢者の医療費自己負担２割への引き上げに反対する請願。 

水戸市の茨城県社会保障推進協議会及び茨城県高齢期運動連絡会より提出がございまし

て、紹介議員は、同じく花島議員でございます。こちらの付託案は教育厚生常任委員会で

ございます。 

続いて陳情でございますが、表をごらんいただきますとおり、２件提出がございました。 

こちらにつきましては、市外の方からの郵送によるものとなりますので、申し合わせ内

規に基づきまして、皆様へ写しの配付のみの取り扱いとなります。 
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請願と陳情の内容につきましては、資料の６ページ以降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。 

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」と呼ぶ声あり） 

委員長 ないようですので、請願・陳情の取り扱いにつきましては、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 それでは、そのように決定をいたします。 

続きまして、一般質問の検討についてでございます。 

事務局から説明をさせます。 

次長補佐 資料の15ページをお開きください。 

一般質問の通告書でございます。 

今回13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。 

上から順に、古川議員、先﨑市長の施政運営についてほか２件。石川議員、未病対策に

ついて、萩谷議員、スクールバスについてほか２件。小泉議員、那珂市の公共交通につい

てほか１件。 

16ページになります。關議員、コミュニティバス及びデマンド交通運行事業についてほ

か７件。 

17ページ、筒井議員、中央公民館についてほか４件、木野議員、子育て支援についてほ

か１件、福田議員、市道交差点の改良について。 

続いて、18ページになります。花島議員、原子力安全対策についてほか２件。冨山議員、

防災無線デジタル化の進捗状況についてほか２件。 

19ページになります。笹島議員、市長の政治姿勢についてほか２件。寺門議員、市長の

施政方針についてほか２件。勝村議員、平野、杉本線についてほか２件。 

以上となっております。 

一般質問に提出を求める資料といたしまして、別にお配りしておりますけれども、石川

議員より１件請求がございました。 

20ページをお開きください。 

今回重複していると思われる質問が６項目ほど出ております。内容につきましては、こ

ちらの20ページと21ページにあります６項目になりますので、ご検討をお願いいたします。 

以上です。 

委員長 説明が終わりました。 
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重複質問につきましては、質問者間で調整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 それではそのようにしたいと思います。 

そのほか、一般質問通告に関しまして何かご意見等はございますか。 

（なし） 

委員長 ないようですので、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。それでは事務局のほう、準備をお願いします。 

  （くじによる抽せん） 

委員長 順番が決定しましたので、事務局より報告いただきます。 

次長補佐 ただいまの抽せんの結果を申し上げます。 

１番、石川議員。２番、福田議員。３番、古川議員。４番、笹島議員。５番、萩谷議員。 

６番、花島議員。７番、勝村議員。８番、筒井議員。９番、木野議員。10番、關議員。11

番、小泉議員。12番、寺門議員。13番、冨山議員の順でございます。 

すみません、時間をちょっと足し上げてみますと、５人、５人、３人に分けた場合です

が、初日５人で245分、２日目５人で205分、３日目３人で150分となります。 

委員長 今順番を決定しまして、時間の案も今お知らせいただきました。 

日程のご審議をお願いしたいと思います。あと実施人数ですね。 

今の案で言いますと、初日が５名で245分、２日目が５名で205分、３日目が３名で150

分という案が今出ました。 

それから２日目を６人にすると265分で、３日目２人で90分ということ。２つの案があり

ますが、そのほかに何かありましたら。 

この３日目は、いろいろほかの案件があるので、２人ですと午前中で終わりますので、

２日目がちょっと、午後４時を過ぎるかもしれないということになります。 

（「５人、６人、２人がいい」と呼ぶ声あり） 

委員長 今意見が出ましたので、初日が５名、２日目が６名、３日目が２名ということでよろ

しいでしょうか。運営上問題はないと思いますんで、この日程でよろしいでしょうかね。 

５日の日が５名、６日の日が６名、７日の日が２名ということで決定したいと思います。 

結果につきましては、会期日程に質問議員名を掲載し公表いたします。よろしくお願い

します。 

続きまして会期日程（案）でございます。 

事務局のほうから説明をお願いします。 

次長補佐 それでは資料最後の22ページをごらんください。 

第１回定例会の会期日程案でございます。 

３月１日から20日までの20日間を予定しております。 

まず初日、３月１日が本会議で開会しましてから、議題を進めまして、最後の７番の茨



 - 6 - 

城県後期高齢者医療広域連合議会議員の一般選挙でございますが、こちらは任期満了に伴

う選出となりまして、詳しくは（２）の議題でご説明いたします。 

３月２日から４日までが休会。 

３月５日、本会議、一般質問。続けて６日、同じく本会議で一般質問。 

７日が一般質問の後、議案質疑、議案の委員会付託、請願・陳情の委員会付託となりま

す。 

３月８日金曜日が総務生活常任委員会、土日をはさみまして、11日、産業建設常任委員

会、12日、教育厚生常任委員会、13日、原子力安全対策常任委員会となります。 

３月14日から18日が休会。 

３月19日、議会運営委員会、全員協議会。 

３月20日が最終日、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 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、会期日程案につきまし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 それではこの会期日程案に決定いたします。 

以上で執行部に関係する案件は終了しました。 

執行部の皆様、お疲れさまでございました。退席をお願いいたします。 

暫時休憩します。 

  休憩（午前９時48分） 

  再開（午前９時49分） 

委員長 再開します。 

   続きまして、（２）茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員一般選挙についてを議題と

いたします。事務局より説明させます。 

次長補佐 それでは、別にお配りしております、茨城県後期高齢者医療広域連合のほうからの

通知文になりますけれども、後期高齢者医療広域連合議会議員一般選挙についての通知が

来ておりまして、こちらの任期が２年間となっております。 

このたび任期満了に伴いまして、新たに選出する必要がございます。これまでの慣例で

は、教育厚生常任委員会の委員長を選出しておりますので、筒井議員に引き続きお願いす

るということになるかと思います。 

３月19日が任期の満了になりますので、その前に選出する必要がございますので、本会

議初日に指名推選により選出していただくことで考えておりますが、それでよろしいか、

ご協議をお願いいたします。 
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それと、都市計画審議会委員に関してなんですが、遠藤元議員の辞職に伴いまして、欠

員となっておりました都市計画審議会委員につきまして、執行部から選出の依頼がござい

ましたので、教育厚生常任委員会のほうから遠藤元議員が出ておりましたので、教育厚生

常任委員会で１名選出をお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

   この件につきましては、説明のとおりでよろしいですか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 それではそのように決定いたします。 

   本日の審議案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。 

   なお、委員の方は、この後午前10時からの全員協議会でもこの資料を使いますので、全

員協議会室にお持ちください。お疲れさまでした。 

閉会（午前９時51分） 

 

   平成３１年３月１２日 

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


