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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11月20日（金）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  萩谷 俊行    副委員長  冨山  豪 

     委 員  大和田和男    委  員  寺門  厚 

    委 員  勝村 晃夫 

欠席委員 委 員  小池 正夫 

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）令和２年第４回定例会について 

…議案の委員会付託、会期日程等について協議 

 （２）議員派遣について 

    …茨城県市議会議長会第２回議員研修会への派遣者を協議 

 （３）その他 

    …コロナ禍での今後の定例会の進め方等について協議 

議事の経過（出席者の発言は以下のとおり） 

開会（午前９時28分） 

委員長 皆さんおはようございます。 

定例会前の議会運営委員会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

今日は会議事件として、第４回定例会について、また議員派遣について、その他の

コロナについての３つであります。 

どうぞ慎重なご審議よろしくお願いいたします。 

それでは座って進めたいと思います。 

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。 
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ここで議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 おはようございます。 

早朝からですが、議会運営委員会、大変ご苦労さまでございます。 

報道のとおり、茨城県においてもコロナウイルスの拡大が非常に報道されておりま

す。 

ひとつ本市においても市長をはじめ、拡大防止にさらなる努力をお願いしたいと、

こういうふうに思います。 

また、寒暖の差が非常に季節の変わり目というか、そういう時期ですので、体調を

崩さぬように、慎重なるご審議を賜りたいと思いますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

ご苦労さまです。 

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、議会運営委員会の開催に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

委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ご配慮を賜り、

重ねて御礼を申し上げます。 

ただいま議長からありましたように、コロナウイルス、第３波と言われております。 

那珂市内においては、７月のクラスター以降、発生しておりませんので、比較的落

ち着いた状況が続いているわけでありますけれども、県内、特に県南を見れば大変な

状況。 

土浦市で市役所の中までも大変な数が出てしまったと。 

市役所もクラスターになってるということですから、これは、対岸の火事ではなく

て、いつ那珂市にそういったことが飛び火するかもしれないという緊張を持って取組

んでいきたいと思いますんで、これからも議会の皆様にも、ご支援、ご協力をお願い

したいと思っております。 

さて、本日の議会運営委員会におきましては、27 日より開催をお願いしております、

第４回定例会への提出予定の議案等につきましてご説明をさせていただきます。 

議案につきましては、報告が１件、条例の一部改正が８件、条例の制定が２件、各

種会計補正予算に係る議案が６件、その他１件の計 18件でございます。 

また、常任委員会協議・報告案件につきましては、19件でございます。 

慎重なるご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

以上簡単でございますが、ご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。 

ここで総務部長より、人事院勧告関係の議案及び追加提出予定の議案について説明
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があります。どうぞよろしくお願いします。 

総務部長 それでは私のほうからご説明いたします。 

本定例会におきまして、開会初日の 11 月 27 日に、人事院勧告に伴う一時金の支給

の改正に関する議案、これを３本提出させていただきます。 

これらの議案につきましては、同日、採決をいただく予定になっておりますので、

重ねてお願いいたします。 

また現時点で、最終日の追加議案といたしまして、人権擁護委員の推薦について、

及び小・中学校 GIGA スクールタブレット購入の契約についてを提出する予定となっ

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

説明は以上になります。 

委員長 ありがとうございました。 

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４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 それでは資料の１ページをご覧ください。 

一覧のとおり報告が１件、議案が 17件となっております。 

議案等の概要につきましては、概要書のとおりでございます。 

このうち、人事院勧告に関する議案でございますが、第 70 号から第 72 号の３件に

つきましては、27日の定例会初日に上程し、その日のうちに採決まで行います。 

また、報告であります専決処分につきましては、委員会付託を行わず、本会議の報

告をもって終了となります。 

２ページをご覧ください。 

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９件、産業

建設常任委員会の案件が３件、教育厚生常任委員会の案件が４件、原子力安全対策常

任委員会の案件が３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をご覧ください。 

付託される議案は、表にありますとおり、12 月４日、総務生活常任委員会が５件、

７日、産業建設常任委員会が５件、８日、教育厚生常任委員会の６件です。 

以上でございます。 

委員長 これについてご意見ございませんか。 

（「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 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。 
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続きまして、請願・陳情の取扱いについてですが、今回は締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、一般質問の検討について、事務局から説明願います。 

次長補佐 資料の４ページをお開きください。 

一般質問通告書でございます。 

今回、10名の方から通告がございました。 

一覧のほうは、通告順にお名前、予定時間、質問内容を記載しております。 

では順番に読み上げたいと思います。 

１番、關議員、道路問題について。 

２番、大和田議員、行財政改革についてほか１件です。 

３番、萩谷議員、額田城跡の整備についてほか１件です。 

４番、古川議員、空き家対策についてほか１件です。 

５番、小泉議員、ひまわり幼稚園について。 

５ページをお開きください。 

６番、冨山議員、公共施設における設備等の管理についてほか３件です。 

７番、君嶋議員、那珂市立地適正化計画についてほか１件でございます。 

６ページをお開きください。 

８番、花島議員、東海第２原発の問題についてほか４件でございます。 

９番、寺門議員、農業後継者確保についてほか２件でございます。 

７ページをお開きください。 

10番、原田議員、産婦人科の設立についてほか１件でございます。 

８ページをお開きください。 

大和田議員、古川議員より提出を求める資料が出ております。 

また、今回重複していると思われる質問が１項目出ておりますので、ご検討をお願

いいたします。 

重複内容につきましては、資料の 10ページでございます。 

以上でございます。 

委員長 ありがとうございました。 

重複議員が２名ほどいますけども、これについては今までどおり、質問者で調節す

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 では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。 

（くじによる抽せん） 

委員長 それでは順番が決定いたしましたので、事務局に報告させます。 

次長補佐 順番でございますが、まず１番目が萩谷議員でございます。 
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２番目が古川議員でございます。 

３番目が大和田議員でございます。 

４番目が原田議員でございます。 

５番目が花島議員でございます。 

６番目が冨山議員でございます。 

７番目が關議員でございます。 

８番目が寺門議員でございます。 

９番目が小泉議員でございます。 

10番目が君嶋議員でございます。 

以上でございます。 

委員長 一般質問の順番についてはただいまの報告のとおり決定いたします。 

続きまして一般質問の日程についてご審議をお願いいたします。 

10名ということですので、割り振りのほどよろしくお願います。 

次長 時間は、１番目から５番目の方まで足し上げて 225分。 

６番から 10番の方で 230分で、ちょうどピッタリぐらいです。 

委員長 では１日目が５人、２日目が５人でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 この結果は会期日程に質問議員名を掲載し公表いたします。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局長 一般質問なんですけども、前回、通告外の質問について、ご意見とか厳重注意

とか、６月にあったものですから、原則的にはその通告以外の質問については、質問

を控えていただきたいということで、全員協議会の場でも注意するような形でよろし

いでしょうか。 

通告していないと、執行部側においても、責任のある答弁ができないっていう部分

もありますので、そういう部分で、通告してその答弁書がない部分については、質問

しないようにっていうことでお願いをしていきたいと思いますのでよろしくお願いし

たいと思います。 

委員長 今、事務局長から話がありましたけども、前回、通告以外の質問をした議員がい

ました。 

今回も、それはなしということで、質問事項に対しての質問だけということでよ 

ろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 はい、それで決定いたします。 

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 それでは資料の９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。 
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11 月 27 日、金曜日、こちらが本会議から議案の上程・説明となり、人事院勧告案

関連の議案につきましては、質疑・討論・採決まで行います。 

そのため記載はありませんが、この案件の議案質疑・討論の通告締切りが、11 月

25日の正午となります。 

28 日から 30 日までが休会ですが、議案質疑通告締切りが 30 日の正午までとなって

おります。 

12月１日、火曜日が一般質問で、こちらが５名になります。 

２日の水曜日が、一般質問５名と、議案質疑、議案の委員会付託となり、請願・陳

情の委員会付託につきましては、先ほど委員長からご説明がありましたとおり、今定

例会の請願・陳情はございません。 

３日が休会。 

４日、金曜日が総務生活常任委員会、５日から６日までが休会。 

７日から９日までが産業建設、教育厚生、原子力安全対策の各常任委員会。 

10日から 14日までが休会。 

15日、火曜日が議会運営委員会、全員協議会。 

16 日、水曜日が最終日、本会議での委員会報告、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 これについてご意見等ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 なければ会期日程についてはこれで決定いたします。 

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、お疲れさまでした。 

ご退席お願いいたします。ご苦労さまでした。 

暫時休憩いたします。 

休憩（午前９時45分） 

再開（午前９時45分） 

委員長 それでは再開いたします。 

議員派遣について、事務局より説明をお願いします。 

次長補佐 では毎年 12月の定例会で、議員派遣の議決を行っている案件が２件ほどござ

います。 

１つ目は、茨城県市議会議長会主催の第２回議員研修会で、こちらは日程がまだ確

定していないため、今定例会中に通知が来たときに、各常任委員会で派遣する議員を

決めていただきたいと思います。 

ちなみに、現時点の情報としましては、開催日は２月５日。 

今回は県北地区の開催で、担当が常陸太田市となっているため、場所が常陸太田市
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内になると思われます。 

２つ目は、横手市議会友好訪問ですが、こちらは新型コロナウイルスの影響で、来

年の梵天コンクールは神事のみということになりました。 

そのため、横手市の派遣につきましては来年は中止となります。 

以上でございます。 

委員長 それではそのように決定いたします。 

次にその他についてですが３件ほどございます。 

初めに、11 月 11 日の全員協議会の際、議員の皆様に書いていただきましたアンケ

ート結果につきまして、事務局より説明をさせます。 

次長 本日お配りしました１枚の資料で、集計結果といたしまして、先日の全員協議会で

お願いいたしましたコロナ禍での議会運営に関するアンケートの結果でございます。 

回答いただきましたのは、当日お休みでした小池議員と議長を除く 15 名というこ

とでございます。 

３つの質問をさせていただきましたが、まず１番目としまして、９月定例会で行っ

た一般質問時に、人を入替えて、モニターでの視聴の方と、会場内にいる方というこ

とで、分けて行う対応について、どのように感じましたかということで、よかったと

いう方が９名で、問題があったという方が６名いらっしゃいました。 

自由記述で書いていただきました意見としましては、特に問題なくそういう対応を

する必要性を感じないという方。 

それから別室での視聴は本来の形ではないので、やるべきではないという方。 

それから、議事進行に沿わない発言があった場合に正常な議事進行するように発言

ができないということで、正常な進行のために全員出席がよいと書いていただいた方。 

それから、効果があったのかどうか疑問であるというご意見がございました。 

２番目の質問といたしまして、12 月定例会以降も同様の対応が必要だと思いますか

ということに関しまして、そう思うという方が９名、必要ないという方が６名いらっ

しゃいました。 

意見としましては、議場は議席が離れているので、別室にまで行く必要はないとい

う方がお２人。 

それから、一応割り振りを原則として、実際にそのとおり動く方と、議場で聞く方

っていうところは弾力的に行ってほしいという方。 

それから、実施についてはコロナの状況を見て、柔軟に判断しながらやってほしい

というご意見がございました。 

最後、自由意見のところでほかに実施したほうが良いと思うということで、傍聴者

を減らせるようにインターネット中継を行っていくのは、対策として良いのではない

かというご意見がございました。 

以上です。 
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委員長 説明が終わりました。 

今回のアンケート結果を受けまして、今後の議会運営について、委員の皆様のご意

見をいただきたいと思います。 

前回のように、一般質問を間引きして行うのか。 

または、通常の状態に戻すのかをご意見を伺いたいと思います。 

寺門委員 私も通常の形に戻して開催したほうがいいと思います。 

ソーシャルディスタンスじゃないですけど、それぞれ議員間の席も空いております

し、執行部とも当然、空間も空いているし、あとは消毒もしているんで。 

あと議場もオープンでやっているということで。 

あと一つ心配な点は、第３波が襲来して、今後も感染が広がってしまうと、やはり

今、タブレット導入をやっていますけれども、そういったこともテレビ会議等でやら

なくちゃならないのかなというふうに思っております。 

今回は通常どおりということで、次回についてはコロナの状況に応じて、インター

ネット環境が整っているのであれば、ウェブ会議等も考えてもいいのかなというふう

に思ってます。 

以上です。 

委員長 他の意見ございませんか。 

今、寺門委員から通常どおりに行ったほうが良いというようなお話が出ましたけど

も、それについてその他のご意見。 

勝村委員 私も通常どおりでいいような気がするんだよね。 

別室でモニターを見ながらということになると、何か本当に動画を見てるような感

じになってしまう。 

席もそんなにぎゅうぎゅう詰まっているわけじゃないんで。 

全員出席のほうがいいかなと思います。 

ただ、ここのところ、コロナが大分、茨城県も増えてますんで、その辺は柔軟に対

応して、一般質問とかそういったものが、そのときにどうだっていうのがあるかもし

れないんで、今決めるって言ってもね。 

取りあえず全員出席にしておいて、この辺までコロナが蔓延してきたっていうこと

になれば、その時また対応することも必要じゃないかなと思います。 

大和田委員 私も正直、どちらでもいいっていうと失礼ですけども、でもそういう意見が

あるんであれば、今までどおりに戻すのもありなのかなと思いますし、また勝村委員

が言ったとおり、本当に直前までわからないっていうところもあるので、そういう体

制をできるっていうところは整えてもらえたらなと思います。 

以上です。 

副委員長 私もどちらでもいいっていうのが正直なところなんですけど、やはり、感染状

況とかこの那珂市にかかってくる。 
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あの時は確かに那珂市でもクラスターが発生して次の議会だったから、ああいうふ

うになったのかなっていう部分あるんですけど、今のところ、本市の発生はないって

いうような状況の中で、やっぱり柔軟に、勝村委員が言うように、最初はまずは通常

どおり行うっていう形を取って、柔軟に対応していくのがいいのかなと思っておりま

す。 

委員長 皆さん全員出席のもとで行うというご意見ですので、それで決定させてもらって

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 今回は一応、コロナの状況を見て、臨機応変に対応するということで、全員出席

のもと開催するということで決定いたします。 

続きまして、古川議員より原子力安全対策常任委員会での質問状が提出された件の

取扱いにつきまして、事務局から説明をお願いします。 

事務局長 お手元に資料として、古川議員から提出された質問状の資料がお配りしてます

けれども、これは 11月 11日の原子力問題の勉強会の際に、終わってから古川議員よ

り出されたものでございます。 

それで、原子力安全対策常任委員会委員長宛てになっていますが、これ実際は議員

の勉強会として、花島議員が任意に作成いたしました資料ですので、原子力安全対策 

常任委員会としての回答というのは、基本的にそれは筋が違うということでございま

すので、原子力安全対策常任委員会の委員長また正副議長と話合いまして、これは花

島議員のほうが対応していただけるっていう形になりましたので、古川議員の質問に

対しては、花島議員がそれに対して、回答を作るということでございますので、そう

いう形になりましたので一応、了解をお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

委員長 今事務局長から説明ありましたけども、古川議員から提出された質問状なんです

けども、花島議員のほうから、全部その回答をするということだそうですので、その

ように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 そのように決定したいと思います。 

次に、議員の携帯番号の取扱いにつきまして、事務局から説明させます。 

事務局長 現在の議員のほうから携帯の電話番号は一覧は事務局で取扱い注意という形で

保管をさせていただいております。 

それで今までは、ほかの職員とかにもその携帯の電話番号を教えるに当たりまして、

議員の本人の了承を得た上で電話番号を教えているっていうような形になっておりま

す。 

それを今後は、市役所の職員に限り、事務連絡とか業務上いろいろ連絡すること、

また、一般質問の打合せ等もあると思いますので、そういう職務上の場合には、職員
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に対しては携帯番号の公開を議員にお諮りしないで、職員のほうに携帯番号を教えて

いくっていう形に変更したいと思います。 

それから、議員同士も、議員にも配ってないので、議員全員の携帯番号が書いてあ

る一覧表があるんですけれども、それも、議員のみには全部配付しておいたほうがよ

ろしいでしょうかね。 

その辺もちょっとお伺いしたいと思いまして、今回、ご判断をお願いしたいと思い

ますのでよろしくお願いします。 

委員長 まず、私、議長にこれについてご意見伺いたいと思うんですが。 

議長 この件については皆さんで協議していただく。 

これはプライバシーということを兼ねて今までそういう配慮をしてきたわけなんで

しょう。事務局のほうとして。 

ですから、その辺は各議員に諮って、そして皆さんの意見を聞いた中で、結論を出

していいただいたほうが良いのかなと思うんですが。 

ここの議会運営員会で云々というよりは、全員協議会でお諮りいただいたほうが。 

いかがでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

事務局長 では、全員協議会で聞いて、配ったほうがいいのであれば、配付させていただ

きますので。 

委員長 この件については、事務局長からその話を全員協議会で出してもらって、皆さん

が了解すれば、そういう方向で皆さんに配布するということで、皆さんよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

議長 例えばその件で、全員が賛成ということであればいいんですよ。 

一部反対の者がいた場合どうするの。 

寺門委員 個人の自由ですし、公開できないですよね。 

事務局長 あとは、今度のＩＣＴの話になるんですけれども、連絡ツールが今度、全員に

行きますので、全員と連絡が取れる体制には今後はなっていきます。 

議長 １人でもいれば、プライバシーの問題だから尊重しなければならない。 

その辺は慎重に行くしか。 

事務局長 学校でもやはり学校のクラス内の名簿を配らないとか、そういう状況もあって

なかなか難しい問題なんですけども。 

一応、全員協議会のほうでお話しをして了解得られれば配布するということで。 

委員長 いずれにしてもね、ＩＣＴだったら了解してますからね。 

これ、今議長から意見があったように、こういうことで事務局長から全員協議会で

話を出していただくということでよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 
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委員長 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。 

なお、委員の方はこの後、10 時からの全員協議会でもこの資料を使いますので、全

員協議会室にお持ちください。 

よろしくお願いいたします。 

ご苦労さまでした。 

閉会（午前 10時 00分） 

 

令和３年２月22日 

   那珂市議会 議会運営委員会委員長 萩谷 俊行 

 

 


