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    那珂市議会全員協議会記録 

開催日時 令和２年３月10日（火）午前10時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席議員 議 員 笹島  猛   議 員 君嶋 寿男 

議 員 關   守   議 員 小池 正夫 

議 員 古川 洋一   議 員 石川 義光 

議 員 小泉 周司   議  員 勝村 晃夫 

議  員 福田耕四郎   議  員 萩谷 俊行 

議  員 木野 広宣   議  員 寺門  厚 

議  員 花島  進   議 員 原田 陽子 

議 員 冨山  豪   議  員 武藤 博光 

議  員 大和田和男 

欠席議員 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 飛田 良則 

次長補佐 横山 明子  次長補佐 小田部信人 

会議事件説明のため出席した者の職氏名（総括補佐以上及び発言者） 

市 長 先﨑  光   副市長 宮本 俊美 

教育長 大縄 久雄    

会議に付した事件 

 （１）仮議席の指定 

    …立候補届出順で指定することを決定 

 （２）議長選挙 

    …投票により行うことを決定 

議事の経過 （出席者の発言は以下のとおり） 

     開会（午前 10 時 00 分） 

事務局長 皆さん、おはようございます。事務局長の寺山です。 

   本日は一般選挙後、初めての全員協議会でございますので、事務局の中で進行させてい

ただきたいと思います。 

   また、席順につきましては、慣例によりまして立候補届出順とさせていただいておりま

すので、御了承をお願いいたします。 

   座って進行させていただきます。 

   本日の議事スケジュールにつきましては、お手元に配付をいたしておりますので御参照

をいただきたいと思います。 
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   本日は、議会構成等がありますので、少々長くなるかもしれませんので、進行に当たり

ましては御協力をお願いいたしたいと思います。 

   御連絡いたします。会議は公開しており、傍聴可能といたします。また、会議の映像を

庁舎内のテレビに放送します。会議内での発言は必ずマイクを使用し、簡潔かつ明瞭に

お願いいたします。また、携帯電話をお持ちの方は電源をお切りいただくかマナーモー

ドにしてくださるようお願いをいたします。 

   ただいまの出席議員は 17 名であります。欠席議員はおりません。 

   これより全員協議会を開会いたします。 

   会議事件説明のため、市長、副市長、教育長の出席を求めております。また、職務のた

め議会事務局職員が出席しております。 

   初めに、慣例によりまして前議長であります君嶋議員より御挨拶を頂戴いたします。 

君嶋議員 皆さん、おはようございます。 

   本日から令和２年の第１回定例会が開会されます。この後、新議長を決めて各委員会の

選任ということになりますので、皆様方の御協力をいただきまして、挨拶に代えさせて

いただきます。御苦労さまです。 

事務局長 ありがとうございました。 

   続きまして、先﨑市長より御挨拶を頂戴いたします。 

市長 おはようございます。 

   さきに行われました那珂市議会議員の選挙におきまして、多くの市民の期待と信頼を集

め、御当選をされました議員の皆様方に対しまして、改めてお祝いを申し上げます。 

   御承知のように、現在那珂市では新型コロナウイルス対策ということで、刻々と変わる

情勢の中で最善の対応ということで一生懸命頑張っております。議員の皆様におかれま

しても、地域の中でいろいろな場面に遭遇すると思われますけれども、ぜひ市のほうと

も連携をとっていただきまして、ぜひ市民の安全・安心のためにさらなる御尽力を賜れ

ばというふうに考えております。 

   さらに、皆様におかれましては自らの政策や信条を今回の選挙の中で訴えられまして、

市民からの多様かつ切実な要望を受け止められたことと存じ上げます。どうか任期の４

年間、市民の代表として議会活動に精励され、市民の福祉向上と本市発展のために御活

躍されますことを心から御祈念申し上げまして、簡単でございますが御挨拶とさせてい

ただきます。よろしくお願いします。 

事務局長 ありがとうございました。 

   続きまして、執行部の紹介に入らせていただきます。 

   先﨑市長より順番に自己紹介をお願いいたします。 

市長 市長の先﨑でございます。よろしくお願いします。 

副市長 副市長の宮本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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教育長 教育長の大縄でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局長 ありがとうございました。 

   ここで、執行部につきましては退席をお願いいたします。 

   暫時休憩いたします。 

     休憩（午前 10 時 05 分） 

     再開（午前 10 時 06 分） 

事務局長 再開をいたします。 

   この後の進行につきましては、これまでの慣例により、会議に出席しております年長の

議員にお願いしたいと存じます。また、本会議におきましても、本会議出席議員のうち

年長の議員が臨時議長になることが地方自治法により規定されております。 

   それでは座長につきましては、本日出席されております年長議員であります福田議員に

お願いいたします。 

福田議員 おはようございます。 

   ただいま指名をいただきました福田でございます。暫時の間、進行を務めてまいりたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

   それでは、これより次第に従いまして議事に入ります。 

   まず、協議事項１について、仮議席の指定についてを議題といたします。 

   この件については、事務局より説明を願います。 

事務局長 それでは、私のほうから御説明させていただきます。 

   仮議席の指定についてでございます。 

   那珂市議会申合せ内規によりまして、一般選挙後の最初の会議における仮議席は、立候

補届出順とし、臨時議長がこれを指定すると定めてございます。 

   全協資料に仮議席表を添付してありますので、御参照をお願いしたいと思います。 

   説明は以上です。 

福田議員 ただいまの事務局の説明のとおり、仮議席については立候補届出順としてよろしい

でしょうか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

福田議員 異議なしと認めます。 

   仮議席については、立候補届出順で指定することに決定をいたします。 

   続きまして、協議事項２、議長選挙についてを議題といたします。 

   この件については、事務局より説明を願います。 

事務局長 議長選挙について御説明を申し上げます。 

   地方自治法では、普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長を選挙しな

ければならないと規定をしてございます。また、議会が行う選挙につきましては、公職

選挙法の規定が準用されることになります。 
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   選挙の方法についてでございますけれども、投票による選挙と指名推選の２つの方法が

ございます。ただし、指名推選につきましては議員の中で誰一人として異議がない場合

に限るとなってございます。 

   以上のことから、選挙の方法について御協議をお願いいたします。 

福田議員 ただいま事務局より説明がありました。 

   まず、選挙の方法については指名推選とするか投票にするかお諮りをいたします。 

     （「投票による」と呼ぶ声あり） 

福田議員 投票によるという声がございました。 

   それでは、投票による選挙と決定してよろしいでしょうか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

福田議員 異議なしと認めます。 

   投票による選挙とすることに決定いたします。 

   次に、投票による選挙について事務局より再度説明を願います。 

事務局長 それでは、投票方法につきまして御説明を申し上げます。 

   投票によります選挙について御説明を申し上げます。 

   まず、議長選挙に先立ち、議会基本条例の規定によりまして議長職志願者の所信表明を

行います。 

   所信表明につきましては、議会基本条例第 14 条の規定により、本会議において議長の

職を志願する者に対し所信表明をする機会を設けるとしております。また、申合せによ

りまして、その発言時間につきましては、５分以内でお願いをしております。 

   また、投票につきましては、申合せ内規によりまして単記無記名となっております。 

   投票の方法でございますけれども、事務局長の点呼によりまして仮議席の１番議員から

議場に準備します投票記載台で記載の上、投票箱への投票をお願いいたしたいと思って

おります。 

   次に、投票及び開票の効力についてです。申合せにつきましては、立会人は３人としま

して、当選回数１回から３回までの期で代表者を各１名選出し、議長が指名する。一般

選挙後の最初の議会における議長選挙においては臨時議長が指名すると規定をされてご

ざいます。 

   １期目の議員につきましては、１名でございますので原田議員になります。２期目は關

議員、小池議員、石川議員、小泉議員、大和田議員、花島議員、冨山議員の７名のうち

から１名ということになります。３期につきましては木野議員、寺門議員のうちから１

名を選出願いたいと思います。 

   また、申合せによりまして、投票は氏名を記載することとなりますので、その氏または

名のみを記載した投票は無効となります。必ず氏名を記載するようにお願いをいたした

いと思います。 
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   また、議長志願者の所信表明につきましては、地方自治法で規定している議長選挙の方

法を変更するものではありません。所信表明の有無に関わらず全議員が選挙人、被選挙

人であることが前提となります。そのため所信表明を行わなかった議員に対しての投票

も有効となりますので、御承知おきを願います。 

   説明につきましては以上です。 

福田議員 ただいま説明が事務局からありました。 

   まず、議長選挙に先立ちまして、議長の職に志願する方の確認を行います。 

   議長の職に志願する方の挙手を願います。 

     （志願者挙手） 

福田議員 ただいま笹島議員、古川議員、武藤議員の３名が志願されました。 

   議長の職を志願する方に対し、本会議において所信表明をする機会がございます。発言

時間については、先ほど事務局長からお話があったとおり５分以内でお願いいたします。 

   以上、よろしくお願いをいたします。 

   続きまして、投票立会人の選出をお願いいたします。 

   選出方法については、事務局長説明のとおり１期目は原田議員お１人ですので、２期目、

３期目からそれぞれ１名選出を願います。 

   決まりましたら、事務局のほうに報告をお願いいたします。 

   暫時休憩をいたします。 

     休憩（午前 10 時 14 分） 

     再開（午前 10 時 15 分） 

福田議員 それでは、再開いたします。 

   投票立会人については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。 

   立会人につきましては、１期目が原田陽子議員、２期目が花島進議員、３期目が寺門厚

議員が選出されております。 

   以上でございます。 

福田議員 ただいま報告のありました３名の方々を投票立会人として指名することにいたしま

す。よろしくお願いをいたします。 

   これにて第１回目の全員協議会を閉会といたします。 

   なお、本会議を直ちに開会いたしますので、各議員におかれましては本会議場にお集ま

りいただきますようお願いをいたします。 

     閉会（午前 10 時 17 分） 

  令和２年５月 21 日 

   那珂市議会 臨時議長 福田 耕四郎 

         前議長 


