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那珂市議会 議会運営委員会記録 

開催日時 令和元年５月28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 飛田 良則 

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 加藤 裕一 

会議に付した事件 

（１）令和元年第２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、市議会議

長会表彰伝達式を本会議最終日に行うことを決定 

 （２）「議員と語ろう会」について 

    …意見交換テーマと出席者の役割分担を、定例会期中の常任委員会で協議することを 

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28分） 

委員長 皆さんおそろいになりましたので、ちょっと時間は早いんですけども。 

それでは、おはようございます。 

先週26日は市内各小学校での運動会があったかと思いますけれども、参加された方々は、

大変記録的な熱さの中、ご苦労さまでございました。 

またきょうも29度ということで、熱中症には気をつけていただいて、乗り切っていただ

ければというふうに思います。 

きょうは令和元年になりまして、初めての議会ということで、６月４日から開会になり

ますが、その運営についてご審議ほうをよろしくお願いしたいと思います。 

それでは、ただいまの出席委員は６名でございます。 

欠席はございません。 

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、総務部長の出席をいただいております。 
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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。 

ただいま委員長から話がありましたように来週からは、第２回定例会、令和として、新

しい時代の中での定例会が始まりますので、本日の協議についても皆様方の慎重なるご審

議をお願いいたします。 

また、ここ５月になりまして大変暑い日が続いております。体調管理など、皆さん十分

に注意されまして、来週から定例会に臨んでいただければと思います。 

また今朝、川崎市内においては、包丁を持った40代から50代の方が子供と大人の方を刺

して、３名の方が死亡ということで、大変痛ましい事故が発生しております。 

いつどこで何が起きるかわからない時代ですので、皆様方も注意していただき、子供た

ちが安全安心な環境で過ごせるようなまちづくりを今後ともしていただければと思います。

では、定例会に向けての議会運営委員会、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。ご苦労様です。 

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当たりまして、一言ご挨拶を申し

上げます。 

その前に今議長からありましたように非常に世の中がこう予想できないというか、非常

にいろんな事件がありますので、これからも、市民の安全安心を第一にしていくというこ

とで、議会と両輪となって取り組んでいきたいと思いますので、これからもご支援、ご指

導をよろしくお願いします。 

また、連日大変暑さが続いていまして、皆さまに節水のお願いなんかも随分してまいり

ました。先日の雨で一時解除されておりますけども、天気予報を見ると、まだまだどうも

そんな気配がありますんで、これからも、いろんな意味で、市民生活にご迷惑かける点も

あるかと思うんですが、ご協力いただきまして、何とか乗り切っていきたいというふうに

思っていますので、これからもご支援をよろしくお願いいたします。 

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格段のご配慮を賜り、厚く

御礼を申し上げます。 

さて本日の議会運営委員会におきましては、来月に開催をお願いしております、第２回

定例会への提出予定議案等についてのご説明をさせていただきます。 

報告案件につきましては、専決処分が１件、平成30年度の各種会計に係る繰越明許費繰

越計算書が３件の計４件でございます。 

また、議案につきましては、専決処分が３件、条例の一部改正が７件、条例の新規制定

が１件、補正予算が３件、物品売買契約の締結が１件の計15件でございます。 
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さらに常任委員会への協議報告案件としまして、計３件ございます。 

慎重なるご審議のほどをよろしくお願い申し上げまして、簡単でありますけども、私か

らのご挨拶と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。 

本委員会の会議事件は別紙のとおりでございます。 

これより議事に入ります。 

最初の議題、令和元年第２回定例会についてでございますが、議案等の委員会付託につ

いて、事務局から説明を求めます。 

次長補佐 それでは本日お配りいたしました資料をごらんください。 

まず１ページ目、提出議案につきましては、一覧のとおり報告４件、議案15件となって

おります。内容につきましては、先ほど市長からご説明がありましたが、ほかにも議案概

要書をお手元にお配りしております。そちら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、総務生活常任委員会の案件が２件、産業建設

常任委員会の案件が１件となっております。 

続いて、３ページをごらんください。 

議案等の委員会付託につきましては、こちらの委員会付託表（案）のとおりとなってお

ります。付託されます議案は、こちらの表にありますとおり、６月12日の総務生活常任委

員会が10件、13日、産業建設常任委員会が２件、14日の教育厚生常任委員会が５件となっ

ております。 

報告第３号から第６号までの４件につきましては、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 事務局から説明が終わりました。 

ご意見等ございませんでしょうか。 

  （なし） 

委員長 ないようですので、それでは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なので、それでは、委員会付託表（案）のとおり付託先をそれぞ

れに決定をいたします。 

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４ページをお開きください。 

請願・陳情の取り扱いについてでございますが、今回の締め切り日までに提出されまし
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たのは、陳情が３件でございます。 

表のほうを読み上げさせていただきます。 

陳情第３号、消費税増税10％引き上げ中止を求める意見書提出の陳情書。 

こちらが水戸市の茨城県商工団体連合会様より提出されました。 

続いて陳情第４号、辺野古新基地建設の即時中止と普天間基地の沖縄県外・国外移転に

ついて国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の

採択を求める陳情。 

こちらが沖縄県那覇市、新しい提案実行委員会様より提出されております。 

次の陳情第５号でございますが、こちらはタイトルのほうは全く同じでございます。 

東京都の全国青年司法書士協議会様より提出されております。 

こちらの陳情３件につきましては、いずれも市外の方からの郵送によるものですので、

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。 

陳情の内容につきましては、５ページ以降をご確認ください。 

以上です。 

委員長 説明が終わりました。 

ご意見等ございますか。 

  （なし） 

委員長 陳情の取り扱いついては、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、請願・陳情文書表（案）のとおり、取り扱いを決定いたしま

す。 

次に、一般質問の検討についてでございますが、事務局から内容説明をお願いします。 

次長補佐 資料の13ページをお開きください。 

一般質問通告書でございます。 

すみません、13ページの寺門議員の議席番号が間違っておりまして、９番に訂正をお願

いいたします。 

今回、８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。 

上から小池議員、小中一貫教育についてほか１件。 

木野議員、ヘルプマーク、ヘルプカードについてほか１件。 

寺門議員、農業の振興についてほか２件。 

続いて14ページをお開きください。 

助川議員、かわまちづくり支援事業についてほか１件。 

花島議員、国民健康保険税についてほか６件。 

15ページになります。 
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古川議員、児童生徒の自転車運転についてほか２件。 

冨山議員、農業を取り巻く環境についてほか２件。 

小泉議員、保育園の無償化についてとなっております。 

今回重複していると思われる内容の質問が２項目ほど出ております。 

別紙でお配りいたしました、一般質問通告において重複した質問事項の調整についてと

いう用紙に記載しておりますが、幼児教育・保育の無償化についてと農業について、こち

らが重複していると思われますので、ご検討をお願いいたします。 

以上です。 

委員長 事務局の説明が終わりました。 

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ので、順番は抽せんにより行います。 

それでは準備をお願いいたします。 

  （くじによる抽せん） 

次長補佐 ただいまの抽せんの結果を発表いたします。 

１番、寺門議員。２番、助川議員。３番、冨山議員。４番、小泉議員。５番、花島議員。 

６番、小池議員。７番、木野議員。８番、古川議員の順でございます。 

時間を足し上げてみますと、５人と３人か４人と４人に分けるということで計算します

と、５人と３人だと235分の105分、４人と４人ですと190分の150分となります。 

委員長 今事務局から日にちの問題ですね、５人と３人ですと初日235分、2日目105分。４人と

４人ですと初日190分、２日目150分ということです。２日目は議事が入っていますので、

いかがですか、５人と３人という意見が多いようなんですが、よろしいですか。 

     （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは、第１日目が５名、第２日目が３名ということで決したいと思います。 

 ですから初日が私から５番まで、花島委員までですね。２日目が小池議員から最終は古

川議員ということでお願いしたいと思います。 

委員長 この結果につきましては会期日程に質問議員名を掲載して公表をいたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

続きまして、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 それではこちらも別にお配りいたしました、第２回定例会の会期日程（案）をごら

んください。 

会期のほうが６月４日から21日までの18日間を予定しております。 

まず１日目、６月４日、開会から議案の上程説明まで。 
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５日が休会、議案質疑通告の締め切りが正午までとなっております。 

６日、本会議で一般質問５名の方、7日も引き続き一般質問３名の方と、議案質疑、議案

の委員会付託でございます。 

６月８日から11日までが休会。 

12日から常任委員会で総務生活常任委員会、13日が産業建設常任委員会、14日が教育厚

生常任委員会、土日を挟みまして、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、19日が休会。 

20日が議会運営委員会、全員協議会。 

21日最終日、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。 

日程についてご意見等ございますか。 

  （「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ないということですので、日程案について、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、ではこの会期日程（案）に決定をいたします。 

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。ご退席をお願いします。 

暫時休憩します。 

  休憩（午前９時46分） 

  再開（午前９時46分） 

委員長 再開します。 

次に、全国市議会議長会及び茨城県市議会議長会表彰伝達についてでございますが、事

務局より内容説明お願いします。 

次長補佐 資料の16ページをお開き願います。 

こちらの資料をごらんいただきますとおり、今回、全国市議会議長会から勝村議員が、

茨城県市議会議長会から古川副議長が表彰を受けられます。 

ことしは全国市議会議長会の総会が６月11日に開かれまして、定例会初日の４日には間

に合いませんので、表彰伝達式は、第２回定例会最終日の６月21日に議場にて行いたいと

思います。 

なお、代表者謝辞は、勝村議員にお願いする予定としております。 

以上です。 

委員長 説明が終わりました。 

ご意見等ございますか。 

  （「なし」と呼ぶ声あり） 
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委員長 それでは事務局の案のとおり、６月21日の最終日に実施する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 異議なしということで、それではそのように決定いたします。 

続きまして、最後の議題ですが、「議員と語ろう会」についてでございます。 

「議員と語ろう会」につきましては、前回の議運で進め方について検討してまいりまし

た。意見交換の時間を１回当たり45分とし、３回行うため、開始時間を９時30分といたし

ました。 

また、会場の都合により、７月28日日曜日のふれあいセンターよこぼりが使用できなく

なりましたので、市立図書館２階の多目的室に変更しました。ということで、よろしくお

願いしたいと思います。 

なお、４月に発行しました議会だよりにおいて、開催時間と場所の案内を既に通知して

おりますので、６月25日発行のおしらせ版にて、開催の案内とあわせて時間と場所の訂正

を掲載する予定でございます。 

また、「議員と語ろう会」の実施方法については、前年と同様としましたので、第２回

定例会中の常任委員会において、意見交換のテーマ、出席議員の割り振りと役割分担を決

めていただくようお願いしたいと思います。 

テーマは、なるべく市民にとって身近で興味のあるもので、話し合いがしやすいタイト

ルを選んでいただきますようお願いします。 

また、役割分担につきましては、前年同様、２日間開催しますので、１日３人ずつの出

席者を決めていただいて、その後、受付、司会、記録の役割分担を決めてください。 

資料に昨年の役割分担表をおつけしましたので、最終ページの17ページを参考にしてい

ただきたいと思います。 

なお、ポスターにつきましては、先日事務局のほうで、シティプロモーションのディレ

クションに参加をしまして、アドバイスをいただいたということでございますので、事務

局からその際の内容について説明をお願いします。 

次長補佐 ４月19日にシティプロモーション推進室のほうで、那珂市のデザイナーの方にポス

ターなどのデザインを相談できるディレクションというものに参加してまいりました。 

そのときいただいたアドバイスなんですが、「議員と語ろう会」というネーミングにつ

いて、一体何を語ればいいんだろうという疑問、それから、議員と語るということに対し

て構えてしまうという人もいるかもしれないので、どういう人とどういう話題で話をする

かというのがわかるポスターがいいのではないかというアドバイスをもらいまして、私た

ちと語ってみませんかというような意味で、議員の顔写真を載せるのも親近感がわきます

し、あとはテーマについても、市民は、自分にとってためになるとか、楽しいとかそうい

うプラスのイメージがないとなかなか動かないので、なるべく日常生活に関係があって、
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興味がわくようなテーマを選んだほうがいいんじゃないですかというアドバイスをいただ

きました。 

写真なんですが、議員の皆さん全員でにこやかな写真を撮影してポスターに入れてもい

いですし、あとは前年の「議員と語ろう会」の写真を載せて、こういう感じで皆さんと語

りますよっていうようなものを示してもいいのかなということで、あと何かキャッチフレ

ーズ的なものを一行入れて、常任委員会のテーマを入れるような形でつくってみてはどう

かなと思うんですが、その辺についてご検討をお願いいたします。 

以上です。 

委員長 今説明がありましたとおり、議員全員の写真っていうとちょっと堅苦しくなるので、

去年撮った写真があるということですので、これを小さめでも、雰囲気がわかる程度に使

ってはどうかなという提案を今させていただきました。いかがでしょうかね。 

     （複数の発言あり） 

委員長 現職じゃない方もいらしゃるので、その辺はちょっと編集等をして。 

副委員長 どういう雰囲気かわかると来やすいよね。 

委員長 いろいろご意見いただきまして去年の実際にやっている写真が、わかりやすくていい

んじゃないかというご意見なんですが…… 

筒井委員 これ一般の方に了解は取らなくていいんでしょうか。 

委員長 あらかじめご了承は、昨年とってはおりました。記録ということで。 

わからない程度に小さく会場の風景、雰囲気を見ていただくということなので、あくま

でも写真は、例えばこれ１枚だけ使うということではなくて、４枚なら４枚を小さくして、

という使い方はどうでしょうかということなので。 

  （「了解です」と呼ぶ声あり） 

委員長 では、こちらの写真を使うということでご了解いただきましたので、使わせていただ

きます。 

ほかにご意見等ございますか。余り時間もないようなので、もうよろしいですかね。 

  （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 では、本日の審議案件はすべて終了しました。 

以上で議会運営委員会を閉会いたします。 

この後、全員協議会でも資料を使いますので、お持ちいただきたいと思います。 

お疲れさまでした。 

  閉会（午前10時54分） 
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