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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11月26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第２回議員研修会及び横手市議会友好訪問について、今回は議

員派遣を行わないことを決定 

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 おはようございます。 

令和元年の最終回、第４回の定例会が12月３日開催ということで、定例会についての議

案審議等々について、ご出席をいただきましてありがとうございます。 

ただいまの出席委員は５名でございます。欠席委員は萩谷委員の１名でございます。 

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出席ご苦労さまです。 

ただいま寺門委員長からも話がありましたように、来週開会されます第４回定例会につ

いて、寺門委員長を中心にご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

また、もう残すところ今年も、きょうを入れまして36日ということで、師走、大変忙し
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くなるかと思います。 

議員の皆様方におかれましては、議会そしてそのあと、年明け早々またいろいろとお忙

しくなるかと思いますが、健康管理には十分注意されましてご活動されますことをご期待

申し上げまして、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す。 

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。 

本日の全員協議会にあたりまして、議員各位におかれましては、日ごろから市行政の推

進に対しまして、いろいろご指導、ご協力を賜りまして、改めて御礼申し上げます。 

また、過日の那珂市表彰式典の際にもご参加いただきまして、表彰を浴される方々、励

まし等をいただきまして、ありがとうございました。 

本日は、全員協議会におきまして、来たる第４回定例会の会期日程についてご審議をい

ただくことになっております。何とぞご審議の程をよろしくお願い申し上げまして、ご挨

拶にかえさせていただきます。 

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。 

本委員会の会議事件は別紙のとおりでございます。 

１番目、令和元年第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、本日の議会運営委員会、全員協議会共通の資料をごらんください。 

第４回定例会のほうに提出されます議案一覧でございます。 

議案につきましては、１ページにありますとおり、専決処分２件を含みます全部で19件

となっております。 

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一覧となっております。 

総務生活常任委員会の案件が５件、産業建設常任委員会が２件、教育厚生常任委員会が

３件となっております。 

議案等の委員会付託につきましては、３ページの委員会付託表（案）をごらんください。 

付託されます議案は、表にありますとおり12月10日の総務生活常任委員会が５件、11日

の産業建設常任委員会が10件、12日の教育厚生常任委員会が８件となっております。 

以上でございます。 

委員長 以上、事務局のほうから説明が終わりました。 

何か質疑、ご意見はございますか。 
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（なし） 

委員長 それでは議案等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つ目、請願・陳情の取り扱いについて事務局から説明をお願いします。 

次長補佐 それでは資料の４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。 

今回の締め切り日までに陳情１件が提出されました。 

こちらにありますとおり、東海第二原子力発電所の再稼働に反対する陳情。 

提出者は、那珂市豊喰の東海第二原子力発電所の再稼働に反対する那珂市民の会、代表

小山様です。 

こちらは市内の方が直接持ち込みされた陳情となりますので、申し合わせ内規に基づき

まして、請願の取り扱いに倣って処理することといたしまして、付託先の案を原子力安全

対策常任委員会としております。 

内容につきましては、５ページに写しを添付しておりますので、ご確認をお願いします。 

以上です。 

委員長 事務局の説明が終わりました。 

何かご意見等、質疑ございますか。 

（なし） 

委員長 ないようですので、陳情の取り扱いについては、原子力安全対策常任委員会への付託

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 異議なしと認め、それでは請願（陳情）文書表（案）のとおり、取り扱いを決定いた

します。 

続いて３つ目、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。一般質問通告書の一覧でございます。 

今回、12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６ページ、上から、石川議員、ＬＧＢＴについてほか１件、福田議員、公共下水道

の現状と今後の方針についてほか１件、關議員、防災対策について、古川議員、台風によ

る災害関連についてほか２件。 

７ページ、筒井議員、自治会についてほか４件、小池議員、保幼小中連携についてほか

１件、木野議員、防災についてほか２件。 
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８ページ、小泉議員、ネーミングライツの導入について、花島議員、災害対策と防災に

ついてほか５件、助川議員、自然災害対応についてほか２件。 

９ページ、冨山議員、避難所の運営についてほか５件、寺門議員、想定外災害について

ほか２件となっております。 

それと、資料のほうには今回つけないでしまったんですけども、古川議員から執行部の

ほうに提出を求める資料について出ておりまして、こちらは既に執行部のほうに伝えてお

ります。 

それから、重複していると思われる質問が、今回３項目ほど出ております。 

資料の10ページをごらんください。 

こちらにつきましては、防災対策及び災害対応についてというくくりの中で６名の方、

それから、公共下水道について３名の方、ひまわりバスについて２名の方の内容が重複し

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。 

重複質問につきましては、今回３つのテーマで重複ということで、あと、それぞれ重複

の議員が多いということもありますが、質問者間での調整ということでよろしいでしょう

か。これは密に行っていただきたいと思います。 

  （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしということで、そのようにいたします。 

一般質問通告に関して何かご意見等はありますか。 

  （なし） 

委員長 なければ、終了としまして、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。 

事務局のほうで準備をお願いします。 

  （くじによる抽せん） 

委員長 時間配分によって、６名ずつであれば、２日で終わるけど、１時間の人が５人になっ

ちゃうと、それで初日は終わりだね。 

事務局長 ちなみに、平成28年の６月に12人というときがありました。これが６人ずつで、こ

の時の合計の予定時間が555分、今回は合計時間は540分です。 

委員長 短いということね。可能だということですね。 

事務局長 その時は１日目が４時半、２日目が５時くらいでした。 

委員長 まず順番が決定したと思いますので、報告をお願いいたします。 

次長補佐 それではただいまの抽せんの結果を申し上げます。 

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

６番、筒井議員、７番、木野議員、８番、小池議員、９番、小泉議員、10番、福田議員、
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11番、助川議員、12番、石川議員の順でございます。 

委員長 大体バランスよく配分されたかな、時間的には。 

事務局長 ちなみに６人、６人でやると、１日目が245分、２日目が295分です。 

委員長 ６人で245分。重複等の質問もありますので、その重複部分についてはできるだけ重点

事項のみということに気遣いをいただいて、６人ずつでどうでしょうか、皆さんのご意見

は。 

     （「異議なし」呼ぶ声あり） 

委員長 そうしましたら１番目から６番目までの方が５日、６日が７番から12番ということで、

多少終了時間が今までよりもちょっと長くはなりますけれども、２日で実施するというこ

とでよろしいでしょうか。 

     （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは、一般質問の日程につきましては、今、人数と時間等も検討しました結果、

12月５日が６名、12月６日が６名ということで、予備日の使用はなしということで進めた

いと思います。 

12月５日は１番から６番の方、12月６日は７番から12番の方ということで、決定いたし

ますので、よろしくお願いします。 

この結果については会期日程に質問議員名を掲載して公表いたしますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

続きまして４番目の議題ですが、会期日程（案）について、事務局から説明をお願いい

たします。 

次長補佐 資料の11ページをお開きください。 

第４回定例会の会期日程（案）でございます。 

開会日が12月３日火曜日、こちらの日が本会議、開会から議案の上程、説明まで。 

12月４日が休会となりまして、この日は議案質疑の通告締め切りが正午までとなってお

ります。 

12月５日は本会議、一般質問で６名の方、花島議員から筒井議員まで。 

12月６日金曜日、引き続き本会議で一般質問を行いまして、同じく６名の方、木野議員

から石川議員まで。そのあと、議案質疑、議案の委員会付託、陳情の委員会付託となりま

す。 

12月７日から９日までが休会。 

10日から13日までが常任委員会、14日から18日までが休会、19日が議会運営委員会、全

員協議会、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 事務局から説明をいただきました。 
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日程について、何かご質問、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 異議なしと認め、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。 

ご退席ということでお願いしたいと思います。 

暫時休憩します。 

休憩（午前９時46分） 

再開（午前９時47分） 

委員長 それでは再開します。 

２番目の議題、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 こちらの資料のほうはお付けしていないんですけれども、毎年12月の定例会で議員

派遣の議決を行っている案件が２件ございます。 

１つは、茨城県市議会議長会の第２回議員研修会、こちらの日程が２月７日となってお

ります。もう一つが、横手市議会友好訪問で、こちらは例年雪祭りの時期に合わせまして

２月15日となっております。 

那珂市議会議員選挙の告示日が２月９日、投票日が２月16日となっておりますので、時

期的に、大変厳しい時期にはなってしまうんですが、派遣についてご検討をお願いいたし

ます。 

委員長 今、事務局のほうから説明がございました。 

ご意見等ございますか。 

副委員長 今回は取りやめですね。 

委員長 日程的にちょっと、選挙期間中だから行けないですね。取りやめがいいと私も思いま

すね。ほかの方はどうですか。 

副議長 でも行きたい方がいるかもしれない。 

花島議員 立候補しない方で。 

委員長 選挙期間中、議員としての席はありますけれども、ただ、１名２名で行って、横手に

対する友好の関係が維持できるかというと、決してそうじゃないと思いますけれども。 

公の看板を背負って行きますんで、受け入れた側でも何だということになりますので、

その辺はご配慮いただければということで、中止ということでよろしいでしょうか。派遣

はしないと、両方とも。 

ということで中止というご意見いただきましたので、来年２月の市議会議員選挙日程を
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考慮しまして、今回は、茨城県市議会議長会の第２回議員研修会及び横手市議会への友好

訪問については、議員派遣を行わないということを決定いたしました。 

では、最後に、連絡事項がございます。 

前回11月７日の議会運営委員会で協議した事項で、10月の議会運営委員会の先進地視察、

それから、常任委員会の選任方法の変更に関して、申し合わせ内規の変更を本日の全員協

議会で報告いたします。 

また、議会広報発行要項の変更につきましては、本日の広報編集委員会にお諮りした上

で、後日、全員協議会で報告をいたしますのでご承知おきいただきますようお願いいたし

たいと思います。 

それでは、本日の審議案件は、すべて終了いたしました。 

以上で議会運営委員会を閉会いたします。 

配付資料は全員協議会で使いますので、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９時50分） 

 

   令和２年１月７日 

    那珂市議会 議会運営委員会委員長  寺門  厚       


