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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３月19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  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  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 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）議案の追加について 

…執行部より報告１件、議案５件の追加提出あり 

     （２）次期定例会会期日程（案）について 

        …日程案のとおり了承 

     （３）その他 

        …改元に伴う定例会等の呼び方について協議、「議員と語ろう会」の日時及

び場所を決定 

 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27分） 

委員長 おはようございます。時間前ですがお揃いですので始めたいと思います。 

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。 

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出席ご苦労さまです。 

あすが最終日となり、本日は追加議案等の説明がありますので、よろしくお願いいたし

ます。 

次回の議会は、新たな元号での第２回を迎えますので、本日の審議についても、慎重な



 - 2 - 

る審議をよろしくお願いいたします。 

きょうはまた小学校が市内９校、約490名の６年生が卒業式を今迎えていますけれども、

議員の皆様方には全員協議会に出席ということで、議会優先ということでお願いしてあり

ますので、よろしくお願いをいたしまして挨拶にかえさせていただきます。 

ご苦労さまです。 

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。 

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、連日慎重なるご審議を賜っており、厚く御礼申し上げます。 

また本委員会の皆様には、日ごろより円滑なる議会運営のためにご尽力賜っております

ことに対しまして、改めて深い敬意を表する次第でございます。 

さて本日は追加案件としまして、最終日に上程いたします、報告１件、議案５件及び次

回定例会の日程につきましてご審議をいただくことになっております。 

どうか今後とも市政運営が円滑に推進できますようご理解、ご協力を賜りたくお願い申

しあげ、委員会開催にあたりましてのご挨拶に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す。 

それではこれより議事に入ります。 

１番目の議題ですが、議案等の追加についてでございます。 

資料をごらんいただきたいと思います。 

執行部から報告１件、議案５件が追加提出されております。 

内容につきましては、お手元の議案書のとおりでございます。 

この追加議案につきましては、この後の全員協議会でご説明いただきますが、総務部長

から簡単に概要の説明をお願いいたします。 

総務部長 それでは、簡単にご説明をさせていただきます。 

ただいま委員長からお話しがありましたとおり、今回の追加議案といたしましては、報

告が１件、議案が５件ございます。 

まず最初、報告第２号、専決処分についてでございます。 

本定例会の当初に専決処分に係る報告案件３件についてご報告をさせていただいたとこ

ろでございます。 

それらの報告案件を提出した後、さらに１件、交通事故の案件につきまして示談が成立

したということで、このたび報告をするものでございます。 

こちらは100万円以下ということで専決処分をした旨の報告となります。 

続いて議案第30号、平成30年度那珂市一般会計補正予算（第９号）でございます。 
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こちらは２つの事業につきまして、補正をお願いするものでございます。 

１つは、平成31年10月からの地方消費税10％への引き上げに伴いまして、低所得者、そ

れから子育て世帯の消費に与える影響を緩和すること、それから地域の消費を喚起、下支

えすることを目的としまして、プレミアム付商品券を販売する予定でございます。その経

費につきまして予算を計上させていただきます。 

もう１点ですけれども、昨年夏ぐらいから全国的に流行している風疹対策としまして、

本年４月から行う予定の抗体検査、それから、定期接種を円滑に行えるように３月中に対

象者へクーポン券を発行するための経費、郵送料ですけれども、こちらを予算化する必要

がありますことから、追加で補正予算を提出させていただくというものでございます。 

続きまして、議案31号から34号、こちらにつきましては人事案件でございます。 

農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、政治倫理審査会委員、教育委員会委員、

いずれの委員につきましても、本年３月31日に任期が満了となりますことから、このたび

提案させていただく委員につきまして、同意を求めるものでございます。 

説明は以上でございます。 

委員長 ありがとうございました。 

追加議案につきましては、あすの本会議に上程し、委員会付託を省略して採決を行うこ

とでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認め、それではそのように決定いたします。 

続きまして、２つ目の議題ですが、次期定例会会期日程（案）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 それでは、お配りいたしました那珂市議会次期定例会会期日程（案）をごらんくだ

さい。 

定例会の呼び方に関しましては、６月には平成が終わって次の元号になっておりますの

で、この後、その他のところで、皆様に呼び方をご協議していただくこととしております

が、とりあえず次期定例会ということで、日程案をつくっております。 

６月の定例会は４日から21日までの18日間を予定しております。 

６月４日、本会議で開会から議案の上程説明まで。６月５日が休会。 

６日が一般質問、７日も引き続きまして本会議、一般質問と委員会付託まで。 

それから６月８日から11日までが休会、12日から常任委員会でございます。 

12日、13日、14日、それから飛びまして、17日月曜日が原子力安全対策常任委員会でご

ざいます。 

18日、19日が休会で、20日が議会運営委員会、全員協議会でございます。 

21日最終日、本会議で委員長報告、質疑、討論、採決の予定でございます。 

枠の下でございますが、５月24日金曜日が一般質問の通告締め切り、５月28日火曜日が
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議会運営委員会、全員協議会、議案説明会を予定しております。 

以上です。 

委員長 説明が終わりました。 

質疑、ご意見等ございますか。 

副議長 今定例会のように一般質問の質問者が多い場合は、10日を予備日として考えています

か。 

次長補佐 はい、そのとおりでございます。 

委員長 ほかにはよろしいですか。 

それではご意見がないようなので、この会期日程（案）について決定をしてよろしいで

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、それではこの会期日程（案）に決定いたします。 

ここで執行部に関係する案件は終了をいたしました。 

執行部の皆様お疲れさまでございました。ご退席をお願いいたします。 

暫時休憩します。 

  休憩（午前９時35分） 

  再開（午前９時36分） 

委員長 再開します。 

続きまして３番目の議題、その他ということで２件ほど議題がございます。 

まず、先ほど事務局からありました、改元に伴う定例会等の呼び方についてでございま

す。 

事務局からそれについて説明させますのでよろしくお願いします。 

次長補佐 本日お配りいたしました、改元に伴う定例会、臨時会の称呼についてということで、

こちらは全国市議会議長会から来ている文書でございます。 

次の定例会につきましては、元号が変わって新しい呼び方を考える必要がございますが、

こちらにつきましては、特に規定等はございませんので、その議会ごとに話し合って決め

てくださいという内容でございます。 

具体的な呼び方の案でございますが、真ん中から下に、①から④まで、４つの案が示さ

れております。 

平成31年３月に第１回定例会を開催した議会が改元後の６月に定例会を開催する場合の

案ということで、４つでございます。 

①は、１月から12月の間に、条例で定める回数、４回でございますが、こちらを招集さ

れていることから、改元に関係なく、第２回定例会とする案で、新元号元年の第２回定例

会。 

②でございますが、こちらは元号が変わって新元号になりまして最初の定例会なので、
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第１回と呼ぶという呼び方の例で、新元号元年の第１回定例会。 

③といたしまして、元号や暦年の関係なく通番、国会のように通番で呼ぶ呼び方。 

④が今後は回数をつけずに、新元号元年の６月定例会というような言い方をするという

案でございます。 

まず③につきましては、那珂市議会では通番にしていませんので、今までの回数を数え

ていないということがございます。 

それと、④は通年議会など、通年の会期を採用している議会では、よく何月定例会とい

うような呼び方をしておりますが、那珂市議会の場合は条例で年４回と定められているの

で、第１回から第４回という呼び方をしております。 

②ですが、こちらは新元号の第１回とする場合は、今年第１回定例会が２回発生してし

まうことになるので、ちょっとまぎらわしいかなという感じがいたします。 

新元号になっての第１回目ではないんですが、①の新元号元年第２回定例会と呼ぶ呼び

方が今までの呼び方に関しては一番なじむのかなという感じはいたしておりますが、皆様

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。 

この件につきましては、いかがいたしましょうか。 

ご意見がある方はお願いいたします。 

萩谷委員 今説明を事務局から受けたんですけど、私は①がいいのかなと思います。 

深い理由はありませんが、今までどおりわかりやすくていいのかなと思います。 

以上です。 

委員長 ほかはございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは１番の、１月から12月の間に条例で定める回数招集されるということで、改

元に関係なく第２回ということで、新元号元年第２回定例会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 ではそのように決定をいたします。 

次に、今年の「議員と語ろう会」についてでございます。 

来年度、新元号での開催になりますが、以前の議運で７月中旬を目安ということで、会

場の手配については確保できました。 

７月27日土曜日、ふれあいセンターごだい、７月28日日曜日、ふれあいセンターよこぼ

り、両日とも午前10時から開催ということで決めさせていただきました。 

あと「語ろう会」の詳細については、後ほど改めて検討したいと思いますのでよろしく

お願いしたいと思います。今日はちょっと時間がないので。 
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それからもう一点、議員勉強会ということで議題にできておりませんでしたので、後日

改めて議会運営委員会開催時に検討したいと思います。それまでちょっといろんなご要望

等をお考えいただければというふうに思いますので、後日の議運の日程については４月下

旬を目安に改めてご連絡いたしますのでよろしくお願いしたいと思います。４月の18日、

19日あたりか23日、25日あたりぐらいでちょっと今考えております。 

ほかに何かありませんか。 

萩谷委員 今回の定例会の一般質問なんですけれども、少し気になったというか違和感ってい

うかがあったのがあるんですよ。 

それは一問一問、質問の後に「ありがとうございました」という議員がいたんですよね。

少し何か、いいのかどうかはわかりませんが、何か違和感を感じまして、果たしてこれは

どういうものかなと皆さんのご意見を聞きたいと思ったんですよ。 

何となくこう、一般質問の中で一回一回「ありがとうございました」ってどういうもの

かなと思ったんですけど、議運の皆さんにもちょっとお聞きしたいなと思って今手を挙げ

たんですけど、どうでしょうかね。 

議長 私のほうで、この間の一般質問についてそういう議員がいたというのを私も感じて、す

ぐ事務局長を通して、その議員には今後注意するようにということで指導はさせていただ

きました。 

私からもう一点、一般質問の通告で重複している方について、きちんと協議してくださ

いというお願いは議運の委員長からも出ていると思うんですけど、今回何か皆さん重複し

ていても、同じ質問を２度も３度も質問された方もいるので、その点について今後やはり

重複質問については調整をきちんとしていただいて、それ以外の目線から見た質問等に切

りかえていただければと思います。 

やはり同じ数字を２回も３回も部長が答弁していましたので、そうじゃなくて、その角

度をちょっと変えていただきながら、そういう質問していただければなと思いますので、

その点について今後検討して注意していただければと思います。 

以上です。 

花島委員 私も重複の部分で。ただ若干視点が違うので、協議の上進めるとか、そういうのは

いいってことですね。つまり、同じような数字の数をずるずるとというか、羅列的なもの

はということですよね。 

はい、了解です。 

委員長 数字等については、重複する部分についてはよく打ち合わせをしていただいて、それ

は割愛していただくということで、やっていただくような方向にしたいと思います。 

他議会の例では、常陸太田市議会は、重複質問はありませんでしたね、今回、７名でし

たけれども。 

全部別の質問ということは非常に難しいので、その辺は重複については、重複している
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方とよく話し合う、それで同じ答えのものは割愛するというような方向のほうがいいと思

いますので。 

もう一度それを徹底をするよう、文書を流したいと思いますけれども。 

花島委員 それはそうなんですけど、ただ、議員として要望するなり何なりで、多少重複して

も同じように、Ａさんが言ったけど、私もこうですよっていうのは多少あってもいいと思

うんですよね。 

だからあんまり厳しくしすぎないで、聞いていたり、答弁するほうで、何ていうのか、

過剰なダブり感がない程度で私はいいと思うんですけどね。 

副委員長 私もあえてわざと重複させた部分があるんですよ。なぜかというとやっぱり一般質

問を傍聴に来ている方がいるんで、その方にその数字の面をしなきゃいけない。 

できるだけそこは短くするようにして、重複しているんで、答弁書もらったときに、午

前中にも答えましたけどなんていう答弁が入っていたから、とんでもない、これはカット

しろと言ってしたんですけど、やっぱり来た人に対しては、２回してるっていうことって

いう、やっぱり主要ポイントだけは重複しても仕方がない部分はあると思うんで、それは

ちょっといろいろ、長くやるわけじゃないんで、それは個々に考えていただければいいな

という部分も残しておきたいなと思うんですよ、それは。 

以上です。 

委員長 副委員長のほうから話がありました。一般質問される方は、どうしても自分で言いた

いことも当然あります。 

ただ、同じ話というか数字等については、これは誰々議員が質問しましたので割愛させ

ていただきますで、本人の趣旨もちゃんと伝わると思うんで、そういうふうにやっていた

だければというところなんですけど。 

その辺はちょっと後で文書か何かでまとめて、こういうふうにしてくださいねというと

ころで、もう一度重複についてはきちんと打ち合わせをしてくださいというようなことを

通達を議運のほうからお願いということで出したほうがいいですね。 

副委員長 それはちょっと臨機応変にやらないと。 

一般質問で１つだけの質問の人がいるわけですよ。そうすると前にやられたらね、全くな

くなっちゃうわけですよ。そういう人がいたんですよね。シティプロモーションの件かな。 

彼がやるというので、私それは半分くらいカットしたんですけど、そういう配慮もしなが

らやっていって、やっぱりその場その場でケースバイケースで全然違うもんですから、でき

るだけ人のために配慮して、一番先にやった人がもうバーッとやられちゃったらね、翌日の

人の１つだけの質問だったら何もなくなっちゃうんでね、ですから、そういうことも考えな

きゃいけないし、いろいろ個々に違うもんですから、それはちょっと考えさせていただかな

いと。 

議長 それについては、質問通告があって、重複している場合には、お互い議員同士でやはり
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その辺のすり合わせをしていただければ、多少その辺の違いが出てくるかと思うんで、そ

こをきちんとしていただければということでお願いをしたいと思います。 

委員長 あとは確認とまではいかなくても、調整が終わりましたかというところは報告なり、

そこまでちょっと縛ってもあれかなっていう気はするんですけど、やはり笹島副委員長も

言ったように、譲るところは譲るというところだろうと思うんですよね。できるだけ多く

の重複をなくすということで。 

花島委員 とはいえ最終的には権利があるわけですよね、質問する。それを忘れないように、

なるべく円滑な議事のためにということで。 

委員長 私はこういう角度から、じゃ私はＢという角度からという、そういう打ち合わせをき

ちんとやっていただければいいんじゃないかなと。打ち合わせした結果、いや同じだった

よということは、これはまたもう一度今度改めていただくようにちょっと指導というか、

お願いをしなくちゃいけませんけど。 

だから、まずはきちんと打ち合わせをするということでお願いしたいなというふうに思

います。 

花島委員 個人的な感想ですけど、てきぱきと終わればダブったって別にかまわないと思うん

ですよ。何か正直、私から見ればまどろっこしい質問が非常に多くて、聞いていて消耗し

ます。 

ただ、ダブっても、本当にぱっと言ってぱっと答弁もらって終わるんだったらダブって

もいいかなと。特に、いろいろ感情を込めて、逆に私は仲間からもっと長くやれとか言わ

れるんですよ。でも断っているんですけど。 

議長 それは皆さん、やり方がありますから。 

委員長 その辺はもう一度、文書でちょっとお願いということで。 

申し合わせ事項にもありますので、改めてその申し合わせ事項と、皆様にまたお配りし

てご協力を求めるという方向でよろしいですかね。 

副委員長 委員長、あまり縛らないで、それは。 

委員長 今あるやつをもう一度お渡しするということなんで、どうも忘れているような嫌いが

あるのでね。申し合わせ事項についてはね。 

それでできるだけ重複内容を避けるということでお願いをしたいと思います。 

あとはよろしいですか、次時間もありますので。 

あと議運の開催時期については、また後ほどご連絡をさせていただきます。 

以上で本日の案件は終了しました。 

議会運営委員会を閉会いたします。どうもお疲れさまでした。 

閉会（午前９時51分） 

   平成３１年４月８日 

    那珂市議会 議会運営委員会委員長  寺門  厚  


