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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25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    

会議に付した事件 

（１）議案の追加について 

…執行部より議案２件の追加提出あり 

 （２）令和２年第３回定例会会期日程（案）について 

    …会期日程（案）について了承 

 （３）議員と語ろう会について 

    …開催保留としていた今年度の開催を決定。開催日時、内容について協議 

議事の経過（出席者の発言は以下のとおり） 

開会（午前９時30分） 

委員長 皆さんおはようございます。また御苦労さまです。 

今日と明日で第２回定例会も終わるわけですけども、議会運営委員会は議案の追加につ

いて、また令和２年第３回定例会の日程について、議員と語ろう会について御審議してい

ただきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

ただいまの出席委員は６名であります。 

欠席議員はございません。 

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。 
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議長 改めておはようございます。大変御苦労さまでございます。 

今定例会も残すところ今日と明日の２日間になりました。 

また、執行部におかれましては新型コロナウイルス対策で、東京なんかがちょっと増え

ている。そういう傾向がございます。 

引き続き、もう一踏ん張り、本市でも拡大防止に御尽力を賜りたいと思っておるところ

でございます。 

今日の議題ですが記載のとおりでございます。 

慎重、審議をよろしくお願いを申し上げまして、挨拶に代えさせていただきます。 

御苦労さまです。 

委員長 ありがとうございました。 

続きまして、市長より御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、一言御挨拶を申し上げます。 

議員各位におかれましては、連日、慎重なる御審議を賜っておりまして厚く御礼を申し

上げます。 

また、本委員会の皆様には、日頃より円滑なる議会運営のために、御尽力を賜っており

ますことに対しましても、改めて敬意を表する次第でございます。 

ただいま議長からお話がありましたように、新型コロナウイルスも収まっているとは言

いながらも、大分全国的には気になる動きが増えてきました。 

第２波、第３波という話がありますけれども、注意をしていかなければいけないかなと

思っております。 

那珂市でも定額給付金は、おかげさまで95％ぐらいを超えました。 

あとは、丁寧に申請漏れがないように対応していきたいと思ってます。 

また、次亜塩素酸水の配布についても、火曜日、木曜日、土曜日と週３日体制でやって

いまして、それぞれの場所にまだ市民の方がいらっしゃってます。 

これも７月も継続していきたいなということで考えております。 

御承知のように国会が終わりまして、新型コロナウイルス対策の第２次補正が終了しま

した。 

前回にも増してかなり大きな予算がつきました。 

まだ正式に通知は来てないんですけども、内々では５億円を切るような４億七、八千万

円の那珂市に対しては内容になるようであります。 

前回は１億七、八千万円でしたから、かなり大きな予算ということで、こういったもの

も有効に活用していきながら、市民の安心安全を守っていきたいと、そのように考えてお

りますので、引き続きまして、議会の皆様にも御理解と御協力を賜りたいと思っておりま

す。 
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さて本日は、追加案件としまして最終日に上程いたします、議案２件及び次回定例会の

日程につきまして、御審議をいただくことになっております。 

どうか今後とも、市政運営が円滑に推進できますよう御理解、御協力を賜りたくお願い

申し上げまして、委員会開催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 ありがとうございました。 

これより議事に入ります。 

議案等の追加について、資料を御覧のとおり、執行部から議案２件が追加提出されまし

た。 

内容については、お手元の議案書のとおりです。 

この追加議案については、この後の全員協議会で御説明いただきますが、総務部長から

簡単に概要の説明をお願いいたします。 

よろしくお願いします。 

総務部長 それでは、追加議案書１ページをお願いいたします。 

議案第51号になります。 

那珂市市長、副市長及び教育長の期末手当の特例に関する条例になります。 

市長等の期末手当を減額措置するための条例を制定するものでございます。 

議案書の３ページの次になるかと思いますけど、議案第52号、補正予算になります。 

議案第52号令和２年度那珂市一般会計補正予算（第３号）になります。 

那珂市一般会計補正予算（第３号）につきましては、歳入歳出それぞれ１億2,583万2,000

円を追加しまして、総額を271億894万1,000円とするものでございます。 

主なものは国の第２次補正予算の成立を受けまして、子育て支援に関する施策や、小中

学校の感染症対策を計上するとともに、商工業者への支援や避難所整備、給食センターに

関する予算を計上しております。 

説明は以上になります。 

委員長 ありがとうございました。 

追加議案については、明日の本会議に上程し、委員会付託を省略して採決を行うことで

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 それではそのように決定いたします。 

続きまして、議会提出の案件について事務局から説明願います。 

事務局長 はい、それでは御説明をさせていただきます。 

選挙第６号ということで、別紙のほうに配付してあります資料でございます。 

那珂市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙についてでございます。 

こちらは地方自治法により、議会において選挙するということになっておりますので、
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各地区の議員のほうから推薦をしていただいた委員が選任をされております。 

まず、当選人といたしまして、最終的にはこれは選挙ということでございますが、選挙

っていうとなかなか難しいことになりますので、これは議員の皆様に、御了解をいただい

て、全員了承の上、全会一致ということで指名推選という形で実施させていただきたいと

思います。 

まず委員のほうにつきましては、額田地区と戸多地区と芳野地区、木崎地区のほうから

委員と補充員１名ずつ選任していただいております。 

事務局のほうでもこの方については、本人に連絡をいたしまして了承済みということで

ございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

委員が、額田地区の方が成田さん、戸多地区の方が佐藤さん、芳野地区の方が鈴木さん、

木崎地区の方が萩谷さんの４名でございます。 

それから、補充員が額田地区が片野さん、戸多地区が寺門さん、芳野地区が勝山さん、

木崎地区が髙村さんとなっております。 

補充員のところで番号がついておりますが、これは選挙管理委員の委員が欠員になった

場合に、この順番で繰り上げて委員に補充するという順番の番号でございます。 

全員協議会のほうでも、私のほうからこの選挙についてを御説明させていただきますが、

基本的に全会一致ということで指名推選ということでお願いをしたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。 

以上でございます。 

委員長 この件につきましても全員協議会で説明し、明日の本会議で上程し、採決を行うこと

といたしますので御了解お願いいたします。 

続きまして、令和２年第３回定例会会期日程（案）について事務局から説明させます。 

次長補佐 それでは別添につけております、令和２年第３回那珂市議会定例会会期日程（案）

を御覧ください。 

一番下に記載してありますが、開会前の議会運営委員会、全員協議会、議案説明会を８

月25日火曜日に予定しております。 

表の中に戻りまして、９月１日火曜日。 

こちらが本会議開会から議案の上程、説明となります。 

２日が休会ですが、議案質疑通告締め切りが正午までとなっております。 

３日木曜日が一般質問。 

４日金曜日が一般質問と議案質疑。議案の委員会付託。請願・陳情の委員会付託。 

５日から７日までが休会となり、８日から11日までが各常任委員会、10日から16日まで

が休会。 

17日木曜日が議会運営委員会、全員協議会。 

18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
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ます。 

以上でございます。 

委員長 これについて質疑、御意見ございませんか。 

ではこの会期日程（案）について決定してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 それではこの会期日程（案）を決定いたします。 

ここで執行部に関係する案件を終了いたしました。 

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40分） 

再開（午前９時40分） 

委員長 再開します。 

続きまして、その他といたしまして２点ほど議題がございます。 

はじめに、議員と語ろう会についてですが、４月22日に開催した議運において、新型コ

ロナウイルスの収束の状況を見ながら10月に開催するということでしたが、改めて議員と

語ろう会の開催についてお諮りしたいと思います。 

開催の有無についていかがでしょうか。 

御意見をもらいたいと思います。 

寺門委員 新型コロナウイルス対策も含めて、今後、第２波が来る可能性もありますけれども、

開催予定ということで、会場を押さえておかないと開きようがないですね。 

開催で会場を押さえておくということで、進めたほうがいいなというふうに思います。 

会場がなければ、例えば議会議場でやるとか、３密を考えて開催してもいいのかという

ふうに考えております。 

委員長 ただいまの寺門委員から開催の方向で進めたらいいんじゃないかという御意見が出ま

したけども、いかがでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは開催するという方向で決定いたします。 

続きまして場所と時間でございますが、場所につきましては、今年度は順番からいきま

すと、神崎地区と芳野地区になりますが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、ふれあいセンターよこぼりとふれあいセンターよしの２カ所で開催するこ

とといたします。 

よろしくお願いいたします。 

続いて開催日ですが、昨年は土日の２日間で議員を２班に分けて行っております。 
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ちなみに今現在で把握している市やまちづくり委員会の行事等は、別添の主な行事予定

のとおりとなっております。 

この中で、右側の候補日と書いたところが、この行事と調整ができるかなと思うんです

が、いつにいたしましょうか、御意見をいただきたいと思います。 

これから見ますと、10月の24日と25日、10月31日と11月１日、11月７日と８日が候補日

になっておりますが、この３つからどれが日取りがよいか御意見いただきたいと思います。 

勝村委員 10月のほうがいいんだよね。 

11月になるといろんな行事が入ってくると思うんで。 

10月の24日、25日。これがいいかなと思うんですが。 

委員長 ただいま勝村委員から10月24日、25日の２日間がいいんじゃないかなっていう意見が

出ました。 

それについて御意見いただきたいと思います。 

よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは10月24日、25日に決定いたします。 

そして時間についてですが、ここ２年間、午前中のほうが市民の方が参加しやすいだろ

うということで、午前中に開催してきたわけですけども。 

昨年は午前９時30分から行いましたが、一昨年は午前10時から午前中いっぱいというこ

とでしたが今回はいかがいたしましょう。 

勝村委員 ９時半でいいと思う。 

いままで10時でやってくると忙しいんですよ。 

途中の休憩が、なかなか取れなくて、９時半にすれば、少し落ち着くんじゃないかなと

思いますんで、９時半の出発がいいかなと思います。 

委員長 今は勝村委員より９時半でいいだろうという御意見出ましたけども、それについてい

かがでしょうか。 

寺門委員 私はやっぱり９時半の始まりで進めたほうがいいと思います。 

時間的余裕がないと思いますんで。 

委員長 お二人から９時半という形が出ましたので、それで皆さんよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 はい、それでは９時半で決定いたします。 

それでは、まとめますと10月24日土曜日の９時30分から場所は、ふれあいセンターよこ

ぼり。 

10月25日午前９時30分から場所は、ふれあいセンターよしので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） 
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委員長 それで決定いたします。 

次に各委員会のテーマについてですが、これまで２回の語ろう会では参加した市民の皆

さんから内容がテーマに沿ったものではなかったなどの御意見が出ておりました。 

今年は昨年同様、各委員会テーマを決めて行うか、あるいはテーマを決めずに各委員会

分けてフリーテーマのような方法をとるのかどのようにいたしましょう。 

勝村委員 テーマを決めれば委員会ごとにやる必要性も高まっていくんだよね。 

全然違う委員会のものも出てきたりする可能性もあるんで、やっぱりテーマ決めてもい

いんじゃないかなと思うんですが。 

委員長 今勝村委員から、各常任委員会ごとに分かれてやるということで、テーマを決めない

と全体で一緒にやるのと同じになっちゃううんじゃないかなという意見が出ました。 

それについて御意見があれば。 

寺門委員 やはりテーマは決めて、進めたほうがいいと思います。 

実際参加される市民の方も何を質問するか、ある程度の準備が必要だと思いますので、

テーマも決めるということでお願いしたいと思います。 

委員長 やっぱりテーマを決めたほうがいいだろうということですけども、それについてどう

でしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 はい、テーマを決めるということにしたいと思います。 

そうなりますと、市民への告知等のために、９月議会開会前の全協までに、総務生活、

産業建設、教育厚生の各委員会テーマを協議した上で、決定してもらうことでよろしいで

しょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 はい、それではこの後全員協議会で議員の皆さんにお伝えしたいと思います。 

また、市民への広報やポスターなど原案作成等のため、８月上旬に改めて議会運営委員

会を開いて内容を詰めていきたいと思いますけれどもよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは８月上旬あたりがいいかなと思うんですけども、お盆の月で少し早目に８月

のお盆前のあたりの日がいいのかなあと思うんですけど、それには、ちょうど８月３日か

ら７日くらいまでのこのあたりの週で日取りでいつがよろしいでしょうか。 

委員長 こちらで決めていいですか。 

それでは８月４日の火曜日はどうでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 では８月４日火曜日、午前10時から開催といたします。 

さらに、議員の役割分担などについても、９月の定例会の常任委員会で決めたいと思い

ますけども、よろしいでしょうか。 
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（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 よろしくお願いいたします。 

次に２点目になりますが、議会ＩＣＴ導入に向けた要望が５名の議員の連名により別添

のとおり提出されました。 

この件につきましては、この後の全員協議会において小泉議員より説明をいただくとい

うことでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 ではそのように説明をいただくことにいたします。 

最後に報告になりますが、早稲田マニフェスト研究所が毎年行っております議会改革度

ランキングの2019年度版が発表になり、別添資料としていたしまして、全国と県内の上位

ランキングを掲載しております。 

那珂市議会は全国で380位ということで、昨年の269位からダウンとなりました。 

また、茨城県内では８位という結果で、こちらも昨年の３位から後退となりました。 

順位は下がってしまいましたが･･･。資料がない。 

ちょっと暫時休憩いたします。 

休憩（午前９時50分） 

再開（午前９時52分） 

委員長 それでは再開いたします。 

今資料を配りました。 

もう一度、お話ししますけども、全国で380位ということで昨年の269位からダウンとな

りました。 

茨城県内では８位という結果で、こちらも昨年３位から後退することとなりました。 

順位が下がってしまいましたが、これからも開かれた議会を目指して、議会改革を進め

ていきたいと思いますので、委員の皆様の御協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

以上で本日の案件は終了いたしました。 

議会運営委員会を閉会いたします。 

お配りした資料は、全員協議会でも使いますのでお持ちください。 

お疲れさまでした。御苦労さまでした。 

閉会（午前９時54分） 

 

令和２年７月29日 

   那珂市議会 議会運営委員会委員長 萩谷 俊行 

 


