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那珂市議会 議会運営委員会会議録 

開催日時 令和２年６月１日（月）午前９時30分 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席議員 委員長  萩谷 俊行    副委員長  冨山  豪 

     委 員  小池 正夫    委  員  大和田 和男 

     委 員  寺門 厚     委  員  勝村 晃夫 

欠席議員 なし 

職務のため出席した者の職氏名  

議  長  福田 耕四郎  副議長  木野 広宣 

事務局長  渡邊 荘一   次 長  横山 明子   

次長補佐  大内 秀幸 

会議事件説明のため出席した者の職氏名  

市  長  先﨑 光    副市長  谷口 克文 

総務部長  加藤 裕一    

     原子力安全対策常任委員会委員長 武藤 博光 

会議に付した事件 

（１）令和２年第２回定例会について 

…議案の委員会付託、会期日程について協議 

     （２）議員研修について 

        …原子力安全対策常任委員会からの議員勉強会の提案について協議 

議事の経過（出席者の発言は以下のとおり） 

開会（午前９時31分） 

委員長 皆さんおはようございます。また、御出席御苦労さまです。 

ただいまの出席委員は５名であります。 

欠席委員は小池委員の１名であります。 

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しております。 

ここで議長より御挨拶をお願いいたします。 

議長 おはようございます。 

大変この新型コロナウイルス関しては、日頃から執行部におかれましては、大変御苦労

さまでございます。 

聞くところによるというと、新型コロナウイルス対策のマスクの配布、各全戸にという

ようなことで大分が作業が大変だっていうことをつくづく感じております。 
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１日も早い配布を特にお願いをしたいなと。 

また学校も始まるようでございますが、感染防止にさらに、市長をはじめ執行部におか

れましても、さらなる努力を心からお願いをしたいとこういうふうに思います。 

我々も、惜しみない協力ということには、引き続き考えておりますので、よろしくお願

いをいたします、また今日は、大変御多用の中、大変御苦労さまでございます。 

よろしくお願いをいたします。 

委員長 ありがとうございました。 

続きまして、市長より御挨拶を願います。 

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、一言御挨拶を申し上げます。 

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特段の御配慮を賜り御礼を

申し上げます。 

また今議長から御発言あったように、今般のウイルス対策、専決等の対応をいただきま

して大変感謝を申し上げます。 

おかげさまで、職員のほうもそれぞれの分野で、できる限りの努力を続けております。 

お話にありましたマスクの全戸配布については、先週、昼間、そして夜と作業に職員を

動員してやりまして、今日郵便局に持ち込んでありますので、明日あたりから市内全戸に、

これは３人家族、５人家族、申し訳ないんですけども、１戸につき５枚ということで全戸

に配布をさせていただきます。 

そして定額給付金１人当たり10万円ですけども、これも土日も徹して職員が作業やって

ます。 

恐らく８割以上もう申請があって、７割ぐらいはもう支払いが済んでると、５日から１

週間ぐらいでお手元に届いてるようであります。 

５日随分早いね。那珂市は早いねっていうお話も伺いました。 

ただ職員にはスピードも大事だけども、二重払いとか、そういう市民に心配をかけない

ようにそれも注意してやれということで指示をしております。順調にいってます。 

それと学校の話も出ました。 

今分散登校という形で、地域を分けたり、あるいは中学校なんかですとクラスを半分に

分けて、午前の部と午後の部とそういうふうにやってます。 

給食がまだできないんでそういう形にしてるわけでありますけども、６月８日からいよ

いよ全体、フルスペックで再開します。 

ですから、給食も出る、部活動も徐々にできてくるようになるということですから、大

分こう普段の市民生活に少し戻ってくるような感じになります。 

ただ、このマスクの着用とか、あるいは手洗い、うがい、そしてお互いの距離をとる、

これも大事なことですので、北九州あたりでは学校がどうも集団感染の場になってしまっ
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た。 

そういう報道もありますんで、やっぱりもう２次感染、３次感染に繋がらないような努

力をやっぱりこれからも続けていきながら、普段に戻れるように頑張っていかなければい

けない、そのように考えております。 

さて、本日の議会運営委員会におきましては、今月に開催をお願いいたしております第

２回定例会への提出予定の議案等について御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２件、令和元年度の各種会計に係る繰越明許費、

繰越計算書が５件の計７件でございます。 

また議案につきましては、専決処分が10件、条例の一部改正が２件、補正予算が１件、

物品売買契約の締結２件、権利の放棄が１件の計16件でございます。 

さらに常任委員会への協議報告案件としまして計６件ございます。 

慎重なる御審議のほどをよろしくお願いを申し上げます。 

簡単でございますけども、開会に当たりましての御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 はい、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あります。 

これより議事に入ります。 

令和２年第２回定例会について、議案等の委員会付託について事務局から説明させます。 

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御覧ください。 

第２回定例会に提出されます議案の一覧でございます。 

提出議案につきましては、一覧のとおり報告７件、議案16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でございます。 

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１件、教育厚生

常任委員会の案件が３件、原子力安全対策常任委員会の案件が２件でございます。 

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）を御覧ください。 

付託されます議案は、表にありますとおり６月16日、総務生活常任委員会が９件、17日

産業建設常任委員会が２件、18日教育厚生常任委員会が９件となっております。 

報告第２号から第８号までの７件につきましては、本会議での報告をもって終了となり

委員会の付託はございません。 

以上でございます。 

委員長 御意見等ございますか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは議案等の委員会付託について、委員会付託表（案）のとおりでよろしいでし
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ょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは委員会付託表（案）のとおり付託先を決定いたします。 

続きまして、請願・陳情の取り扱いについてですが、今回は締め切りまでに提出がなか

ったということですので協議する案件はございません。 

続きまして会期日程（案）について事務局から説明させます。 

次長補佐 資料の４ページをお開きください。 

第２回の定例会の会期日程（案）でございます。 

開会日が６月９日火曜日、こちらが本会議、開会から議案の上程説明までは今までのと

おりでございますが、その後通常なら一般質問の後に行われております議案質疑、議案の

委員会付託を前倒して行う予定となっております。 

そのため議案質疑通告締め切りが６月５日金曜日となります。 

また、午後１時から全員協議会を開催し、那珂核融合研究所の新増設等計画並びに新型

コロナウイルス感染症対策について執行部より説明がございます。 

６月10日から15日までが休会となり、11日、12日に予定されておりました一般質問につ

きましては、前回の議運で決定しましたとおり、今定例会においては中止となっておりま

す。 

16日から19日までが各常任委員会、20日から24日までが休会。 

25日が議会運営委員会、全員協議会。 

26日金曜日が最終日、本会議での委員長報告、質疑、討論、採決、閉会の予定でござい

ます。 

以上でございます。 

委員長 御意見等ございますか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 なければ会期日程（案）についてはこれでよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 それではこの会期日程（案）に決定いたします。 

ここで追加でありますが、前回の議運において、政務活動費並びに議員報酬の削減など

の対応について、本日の全員協議会において、議員の皆様の御意見をいただくことになり

ましたが、その前に、市長として、報酬の削減などのお考えがあるのかをお伺いしたいと

思います。 

市長 御苦労さまでございます。 

今、市長として報酬の削減等について、今回のコロナ対策関連でということでお話をい

ただきました。 

新聞報道なんかで見ますと様々な市町村がございます。 
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今朝も神栖市の報道がありましたんでおそらく県内では15ぐらいの市町村がそういう動

きをしていると。 

これは議会にとどまらず、執行部も併せてという形になっているようでありますけれど

も、両輪ということを考えると、どちらかがやればやっぱりどちらかも追随をして一緒に

やろうということになるのかなというふうに見させていただいております。 

いろんな考え方があるわけでございますけども、私としましては、報酬のほうは削減を

しない。 

その分、やはり仕事で市民にお返しをするというのが自分としては取り組みたい考え方

っていうふうに考えております。 

いろんな方にも那珂市はどうするんだっていう話をされたこともありました。 

一つの方法としてはそういうこともあるんですけれども、正々堂々仕事をやって仕事で

市民に評価をしてもらう。 

その事のほうが、むしろ自分としては前向きに捉えることができるんではないかという

ふうに感じまして、幹部からもちょっと相談もあったりもしたんですけども、私はそうい

う考えで行きたいということでお話を申し上げました。 

議会の皆さんは恐らく市民の皆さんに本当に近いところにいらっしゃいますんで、いろ

んなお話が来ると思います。 

私も議員時代そうでした。 

本当に御判断に迷うところもあると思うんですが、どうぞ皆さんで良い知恵出していた

だければありがたいなと。 

執行部の考えとしては今の考え、今の時点では報酬削減は考えていないと。 

その分、精一杯仕事をしようということで、その事のほうが職員のモチベーションを下

げることにはつながらないと、そのようにも考えてますんで、そういう姿勢で考えており

ます。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございました。 

この件につきましては、この後の全員協議会の委員長報告において私から報告したいと

思います。 

ここで執行部に関する案件は終了いたしました。 

執行部の皆様、お疲れさまでした。 

御退席をお願いいたします。 

暫時休憩いたします。 

休憩（午前９時43分） 

再開（午前９時43分） 

委員長 再開します。 
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茨城県市議会議長会表彰伝達について事務局より説明させます。 

次長補佐 資料の５ページをお開きください。 

資料を御覧のとおり、今回、茨城県市議会議長会から寺門議員が議員在職８年以上の表

彰を受けられます。 

また、君嶋議員が前茨城県市議会議長会副会長として貢献された功績によりまして、感

謝状が贈られます。 

表彰伝達式は、第２回の定例会初日の６月９日に議場にて行いたいと思います。 

なお、代表謝辞は寺門議員にお願いする予定でございます。 

以上でございます。 

委員長 御意見ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは事務局案のとおり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 それではそのように決定いたします。 

続きまして、その他としまして那珂市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について事

務局より説明させます。 

事務局長 それではお手元に執行部から選挙管理委員会の任期満了に伴い選出の依頼の文書が

来ております。 

それを配付してありますので御覧いただきたいと思います。 

それで３月の定例会の議会のときにも、前事務局長のほうからお話しいたしましたが、

選挙管理委員会の委員につきましては、議会から選挙ということになっております。 

選挙管理委員会委員４名とその補充員４名について、議会のほうで選出をするというこ

とになっております。 

それで、現在、依頼しているのが額田地区と戸多地区と木崎地区と芳野地区から各１名、

選挙管理委員１名と補充員１名ずつ２人ずつなんですけども選出していただくことになっ

ております。 

それで、それで今回６月の定例会の議会最終日にそれを追加案件といたしまして、選挙

管理委員会の選挙ということで議案を提出する予定でございます。 

現在、選出のほうは戸多地区、芳野地区、木崎地区の方は選出をいただいております。 

あと額田地区の方を選出いただきまして、最終的にこちらで人物を確認いたしまして、

最終日に議案の提出っていうことになっております。 

この選挙管理委員会委員ですけれども、任期につきましては今回６月30日から任期４年

間でございますので、令和６年の６月29日までの４年間の任期というふうになります。 

それから、報酬ですけれども、選挙管理委員会の委員長が日額１万1,000円。 

委員につきましては日額１万円ということになります。 
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主な選挙ですが、本年度につきましては予定されている選挙は衆議院の解散でもない限

り本年度については選挙はございません。 

それで、選出のほうを皆様にお願いしておりますのでどうぞよろしくお願いしたいと思

います。 

以上でございます。 

（小池委員入室） 

委員長 只今小池委員が出席いたしました。 

ただいまの説明について御意見ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 そのとおり皆さんよろしくお願いいたします。 

それでは暫時休憩いたします。 

休憩（午前９時47分） 

     再開（午前９時48分） 

委員長 再開いたします。 

続きまして、５月21日に行われました原子力安全対策常任委員会において、議員勉強会

について委員より提案があり、議運にお諮りしたいとの申し出があり武藤委員長にお越し

いただきました。 

内容につきましては、武藤委員長から説明をいただきます。 

武藤議員 皆さんおはようございます。 

本日追加案件といたしまして御説明の機会を賜りましてありがとうございます。 

５月21日に開催した原子力安全対策常任委員会におきまして、同じく委員である花島進

副委員長のほうから原発問題の学習会を議会全体の皆様でいたしましょうっていう提案が

ございました。 

これにつきまして当日議長と相談しました結果、議会運営委員会を通して、そしてまた

議会運営委員会の中におきまして議論をいただきまして、全員協議会のほうに諮っていた

だくというような方向性が決まりまして、本日ここに説明の機会を得させていただきまし

たので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

内容につきまして朗読をもって行わせていただきます。 

５月21日に開催した原子力安全対策常任委員会において、全議員を対象とした原発問題

に関する勉強会の実施について提案がございましたので、申し入れをさせていただきたい

と思います。 

勉強会の具体的な内容は、議員間での意見交換会の実施、原発容認派と反対派双方の有

識者から意見を聞く勉強会。 

福島第一原子力発電所周辺の状況の視察の３つです。 

現在の新型コロナウイルス感染症対策の状況下では、外部からの講師を招いての勉強会
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や県外への視察の実施については調整が困難なため、まずは議員それぞれの意見や疑問点、

今後の課題等について整理する。 

議員間での意見交換会を実施する計画をしたいとの意見が出されております。 

なお、有識者を招いての勉強会や視察については、議員間での意見交換会で出された意

見を参考に講師を選定するとともに、新型コロナウイルス感染症の状況を見て計画してい

くものといたします。 

以上勉強会についての御検討のほどよろしくお願い申し上げます。 

以上でございます。 

委員長 武藤委員長から今御説明ありました。 

何か御意見等ございますか。 

勝村委員 勉強会ということで、このやり方とか方法、これについては全員協議会で図ってい

くのかな。 

武藤委員長 議員の意見間交換会につきましては、まず、基本的には全協等の議会の形式をと

りまして、お互いの意見を出し合って、どのようなものが望ましいのかっていう方向性を

確認すると、そのような程度の内容だと思っております。 

小池委員 それに対しては今年度内の実施ということになるんですか。 

武藤議員 今年度、来年の３月までありますけども、その間に新型コロナウイルスの感染の状

況を鑑みながら、皆様でお集まりいただける機会がありましたら討論会を行いたいと、そ

のような内容でございます。 

委員長 そのほかございますか。 

寺門委員 私も今コロナ対策に全力投球ということで、これは執行部も議会も一緒だと思いま

すので、そちらのほうで会議できる状況になれば開催をするということでいいんじゃない

でしょうか。 

原子力安全対策常任委員会の主催で全議員が集まってということで、開催ということで

いいんじゃないかと思うんですけれども、あと勉強会については、もう少し市民の方も入

れて、最初はその議員間討議でいいと思うんですけれども、２回目としては市民の方も交

えた話し合いっていうか、どう考えてるんですかっていうところも、原子力安全対策常任

委員会の主催で進めていただきたいなというふうに思います。 

いずれにしてもコロナ対策が十分に目鼻がついたときにということでお願いしたいと思

います。 

委員長 そのほかございませんか。 

なければ以上で本日の審議案件は終了いたしました。 

以上で議会運営委員会を閉会いたします。 

御苦労さまでした。 

閉会（午前９時54分） 
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