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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）本会議休憩中 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席議員 議 長 福田耕四郎   副議長 木野 広宣    

議 員 原田 陽子   議 員 小泉 周司    

議 員 小池 正夫   議 員 石川 義光    

議 員 關   守   議 員 大和田和男   

議  員 冨山  豪   議  員 花島  進 

議  員 寺門  厚   議  員 古川 洋一 

議  員 萩谷 俊行   議 員 勝村 晃夫 

議 員 武藤 博光   議  員 笹島  猛 

議  員 君嶋 寿男 

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 

会議に付した事件 

 （１）常任委員会委員の選任及び正副委員長の互選 

    …協議により決定 

 （２）各委員会委員の選任及び正副委員長の互選について 

    …協議により決定 

 （３）一部事務組合議会議員の選挙 

    …指名推薦とし、協議により決定  

（４）執行部各諮問機関の推薦について 

    …常任委員長会議で協議することに決定 

議事の経過 （出席者の発言は以下のとおり） 

  開会（午後１時 00 分） 

事務局長 それでは、ただいまから本日第３回目の全員協議会を始めさせていただきます。 

   挨拶は省略いたします。 

   この後の進行は議長にお願いいたします。 

議長 御連絡いたします。 

   会議は公開しております。傍聴可能といたします。携帯電話をお持ちの方、御配慮をお

願いいたします。 

   ただいまの出席議員は 17 名であります。定足数に達しておりますので、これより全員
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協議会を開会いたします。 

   職務のため、議会事務局職員が出席をしております。 

   協議事項１、常任委員会委員の選任及び正副委員長の互選を行いたいと思います。 

   これより次第に従いまして、議事に入ります。 

   まず、最初でございますが、常任委員会委員の選任及び委員長、副委員長の互選等につ

いて議題といたします。 

   この件については事務局から説明を願います。 

事務局長 それでは、私のほうから御説明申し上げます。 

   常任委員会委員の選任についてでございます。申合せにつきましては、各議員の希望制

とし、定員を超える委員会は議員間で調整した上で議長が会議に諮って指名するとなっ

ております。提出いただきました各議員の希望委員会につきましては別紙のとおりでご

ざいます。 

   産業建設常任委員会が定員を超えておりますので、産業建設常任委員会を希望された方、

８名ございますので、お集まりいただきまして調整をお願いしたいと思います。 

   また、欠員がいる関係で定員に満たない委員会がございますが、この取扱いについても

御協議いただきたいと思います。 

   前回、欠員となった場合、副議長が就任するという決定をいたしております。 

   まず、調整結果につきまして事務局まで御報告をお願いいたしたいと思います。 

議長 暫時休憩いたします。 

     休憩（午後１時 04 分） 

     再開（午後１時 05 分） 

議長 それでは、再開いたします。 

   ただいま調整が終わりましたので、各常任委員会の委員の互選について、事務局より報

告を願いたいと思います。 

事務局長 それでは、私のほうから御報告させていただきます。 

   各常任委員会の委員が確定いたしましたので、御報告申し上げます。 

   まず、総務生活常任委員会委員でございます。順不同にて御報告申し上げます。 

   小泉周司議員、萩谷俊行議員、勝村晃夫議員、笹島猛議員、君嶋寿男議員。以上５名で

ございます。 

   次に、産業建設常任委員会委員でございます。 

   小池正夫議員、石川義光議員、大和田和男議員、花島進議員、木野広宣議員、福田耕四

郎議員。以上６名でございます。 

   続いて、教育厚生常任委員会委員でございます。 

   原田陽子議員、關守議員、冨山豪議員、寺門厚議員、古川洋一議員、武藤博光議員。以

上６名でございます。 



－3－ 

   以上でございます。 

議長 ただいま常任委員会の報告がございました。つきましては、この後、各常任委員会でお

集まりをいただき、正副委員長の互選と各委員会委員の選出をお願いしたいと思います。

内容については、再度事務局から説明を願います。 

事務局長 常任委員会が確定いたしましたので、各委員会ごとにお集まりいただきまして正副

委員長の互選をお願いしたいと思います。 

   また、併せて議運、原子力、広報委員会の選任もお願いいたします。この選任の方法に

ついてでございますけれども、申合せ内規によりまして、議会運営委員会は総務生活、

産業建設、教育厚生の各常任委員会から委員長及び委員１名を選出していただきます。  

原子力対策常任委員会につきましては、総務生活、産業建設、教育厚生の各常任委員

会からそれぞれ２名を選出していただきます。また、広報編集委員会につきましては、

議会広報発行要領により、副議長及び原子力を含めた各常任委員会及び議会運営委員会

から１名選出していただくことになりますので、よろしくお願いをいたします。 

議長 先ほど事務局長から説明がありましたように、現在１名欠員となっております関係で、

総務生活常任委員会が定数６名のところ５名となっております。この取扱いについては、

前回欠員になった際は副議長が所属するということでしたので、どのような取扱いをし

たらいいかお伺いをいたします。 

   どのようにお諮りしたらよろしいですか。１人欠員になっているんですね。前回は副議

長が、そこへ欠員として入っている、それでよろしいですか。 

     （「はい」と呼ぶ声あり） 

議長 では、そのように取扱いをいたします。 

   木野副議長が所属することに決定させていただきます。よろしいですか。 

     （「はい」と呼ぶ声あり） 

議長 お願いをいたします。 

   それでは、調整をお願いします。調整が済みましたら、各常任委員会で分かれて、そし

て正副委員長の互選、それから委員の割り振りをお願いいたします。 

   暫時休憩いたします。 

     休憩（午後１時 15 分） 

     再開（午後１時 23 分） 

議長 再開いたします。 

   各常任委員会の委員長、副委員長が互選されましたので、事務局長より報告を願います。 

事務局長 私のほうから、各委員会の委員長、副委員長が決定いたしましたので御報告申し上

げます。 

   総務生活常任委員会委員長に勝村晃夫議員、同じく副委員長に小泉周司議員、産業建設

常任委員会委員長に大和田和男議員、同じく副委員長に小池正夫議員、教育厚生常任委



－4－ 

員会委員長に冨山豪議員、同じく副委員長に原田陽子議員でございます。 

   以上でございます。 

議長 以上、各常任委員会の正副委員長の互選については、ただいま報告のとおりでございま

す。 

   続きまして、協議事項２、原子力安全対策常任委員会、議会運営委員会、議会広報編集

委員会の委員の互選及び委員長、副委員長の互選について議題といたします。 

   事務局長から各委員会の互選結果の報告をさせます。 

事務局長 それでは、御報告申し上げます。 

   議会運営委員会でございます。勝村晃夫議員、萩谷俊行議員、大和田和男議員、小池正

夫議員、冨山豪議員、寺門厚議員。 

   それから原子力安全対策常任委員会でございます。笹島猛議員、君嶋寿男議員、花島進

議員、石川義光議員、古川洋一議員、武藤博光議員でございます。 

   広報編集委員会でございますけれども、全て決定しているわけではございません。今の

ところ総務生活から小泉周司議員、産業建設から小池正夫議員、教育厚生から原田陽子

議員、副議長として木野広宣議員でございます。 

   原子力安全対策常任委員会と議会運営委員会でお集まりいただきまして、議会広報編集

委員会の委員を決めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

議長 暫時休憩いたします。 

     休憩（午後１時 20 分） 

     再開（午後１時 23 分） 

議長 それでは、再開いたします。 

   議会広報編集委員会を事務局から報告させたいと思います。 

事務局長 それでは、報告いたします。 

   総務生活常任委員会から小泉周司議員、産業建設常任委員会から小池正夫議員、教育厚

生常任委員会から原田陽子議員、原子力安全対策常任委員会から石川義光議員、議会運

営委員会から大和田和男議員、それから副議長の木野広宣議員でございます。 

   以上でございます。 

議長 以上のとおりでございます。 

   続きまして、それでは各委員会でお集まりいただきまして、正副委員長の互選をお願い

いたします。結果については事務局のほうへ報告を願いたいと思います。 

   暫時休憩いたします。 

     休憩（午後１時 25 分） 

     再開（午後１時 28 分） 

議長 再開いたします。 

   各委員会の委員長、副委員長が互選されましたので、事務局長より報告をいたします。 
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事務局長 各委員会の委員長、副委員長につきまして御報告申し上げます。 

   議会運営委員会委員長に萩谷俊行議員、副委員長に冨山豪議員、原子力安全対策常任委

員会委員長に武藤博光議員、副委員長に花島進議員、議会広報編集委員会委員長に小泉

周司議員、副委員長に小池正夫議員。 

   以上でございます。 

議長 以上、各委員会の正副委員長の互選については、ただいま報告のとおりでございます。 

   続きまして、協議事項３、一部事務組合議会議員の選挙についてを議題といたします。 

   この件についても事務局長から説明を願います。 

事務局長 一部事務組合議会議員の選任については、大宮地方環境整備組合、茨城北農業共済

事務組合、後期高齢者医療広域連合の組合議会議員を選挙しなければなりませんが、慣

例によりまして指名推選としております。 

   大宮地方環境整備組合については正副議長及び総務生活常任委員会から３名、茨城北農

業共済事務組合につきましては産業建設常任委員会から３名、後期高齢者医療広域連合

につきましては教育厚生常任委員長が選挙されることになっておりますので、総務生活、

産業建設常任委員会で御協議をいただきたいと思います。 

議長 ただいま説明がありました一部事務組合議会議員の選挙の方法については、慣例に従い

指名推選で行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

議長 異議なしと認めます。 

   一部事務組合議会議員の選挙の方法については、指名推選と決定をいたしました。 

   事務局の説明のとおり、総務生活常任委員会及び産業建設常任委員会でお集まりいただ

き、各一部事務組合議会議員の選出をお願いいたします。決定をいたしましたら事務局

まで報告を願います。 

   暫時休憩いたします。 

     休憩（午後１時 30 分） 

     再開（午後１時 33 分） 

議長 再開いたします。 

   選出結果について、事務局長から報告をお願いします。 

事務局長 一部事務組合議会議員の選挙結果でございます。御報告申し上げます。 

   大宮地方環境整備組合につきましては、議長、副議長及び勝村晃夫議員、笹島猛議員、

君嶋寿男議員。以上５名でございます。 

   茨城北農業共済事務組合議会議員につきましては、木野広宣議員、小池正夫議員、大和

田和男議員。以上３名でございます。 

   後期高齢者医療広域連合議会議員につきましては、教育厚生常任委員長がなりますので、

冨山豪議員でございます。 
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  以上でございます。 

議長 結果については報告のとおりでございます。 

   続きまして、協議事項４、執行部各諮問機関委員の推薦についてを議題といたします。 

   各常任委員会の構成が変更となるため、諮問機関等の委員も互選する必要がございます

が、この選任については、正副議長及び各常任委員長で構成する常任委員長会議におい

て協議することが慣例となっております。 

   皆さんにお諮りをいたします。 

   各諮問機関委員の選任は、常任委員長会議で協議することに御異議ございませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

議長 異議なしと認め、そのように決定をいたします。 

   以上で第３回目の全員協議会を閉会いたします。 

   なお、本会議を 13 時 50 分より再開いたしますので、各議員におかれましては、定刻

までに本会議場へお集まりいただきますようお願いいたします。 

     閉会（午後１時 35 分） 

 

  令和２年５月 21 日 

   那珂市議会 議長 福田 耕四郎 


