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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３年２月22日（月）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  小池 正夫    委  員  寺門  厚 

     委 員  大和田和男    委  員  勝村 晃夫     

欠席委員 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）令和３年第１回定例会について 

…会期日程等について協議 

（２）執行部への要望書案（新型コロナウイルス感染症対策）の取りまとめについて 

…各議員から意見を取りまとめた要望書案について説明 

（３）茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員一般選挙について 

…選出議員の選挙について協議 

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 おはようございます。 

議会運営委員会にご参集いただきまして誠にありがとうございます。 

本日は会議事件として、第１回定例会、また執行部への要望書提案、茨城県後期高

齢者医療広域連合議会議員の選挙と、またその他でＩＣＴといろいろ多くの議案があ

りますので、慎重かつ、スムーズなご審議いただければと思いますのでどうぞよろし

くお願いいたします。 

それでは座って進行させていただきます。 

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。 
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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。 

早朝からの議会運営委員会、大変ご苦労さまでございます。 

また議員各位においては、大分こう、何かとお忙しい中でございますけど、慎重な

るご審議賜りたい、こういうふうに思っております。 

また執行部におかれましても、市長を先頭に、新型コロナウイルス感染症対策に対

しましては、大変ご苦労さまでございます。敬意を表したい。 

また、大分落ち着いてはきたようにも見えますけど、引き続いて慎重な対応をお願

いしたいなと、こういうふうにも思ってるところでございます。 

大分予定よりは報道関係では、ワクチンの接種状況が大分遅れてる。 

今日の報道、新聞では、高齢者ですか、４月頃から、ワクチン接種というようなこ

とが大分遅れて、５月以降というような、河野大臣の発表があったというようなこと

で、大分予定が変わってきているのが現状かな、そういう面では執行部におかれまし

ては、ひとつその対応に対しまして、さらなるご尽力を賜りたいなと思いますので、

どうぞよろしくお願いをいたします。 

大変ご苦労さまでございます。 

慎重なるご審議をお願いいたします。 

委員長 ありがとうございました。 

続きまして、市長よりご挨拶をお願いいたします。 

市長 皆さん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、一言ご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、特段のご配慮を賜り、

厚く御礼を申し上げます。 

今日は小池委員が、しばらくぶりで本当にうれしい限りです。 

よろしくお願いいたします。 

議長からも今、新型コロナウイルス感染症対策につきましてはお話がありました。 

２月８日にワクチン対策室を設置しました。 

10 名の体制でスタートしましたけれども、状況が、やはり、今お話あったように、

刻々と変わっております。 

早くなればいいんですけども、どうやら遅れるということで、心配してることもあ

りますけれども、いろんな情報を集めて、県とも連携を取りながら、住民の安心安全

のために頑張っていきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いをいたします。 

さて本日の議会運営委員会におきましては、３月に開催をお願いしております、第

１回定例会に提出予定の議案等について、執行部よりご説明をさせていただきます。 

議案としまして、専決処分が１件、条例や補正予算並びに新年度当初予算に係る議

案が 25件など、合計 26件となっております。 
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また、常任委員会協議・報告案件としまして、19 件を提出させていただきますので、

併せてご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 

以上簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。 

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とおりであります。 

これより議事に入ります。 

令和３年第１回定例会について、議案等の委員会付託について、事務局から説明を

お願いします。 

次長補佐 それでは資料の１ページをお開きください。 

提出議案につきましては、一覧のとおり、議案、先ほど市長からご説明ありました

とおり 26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。 

２ページをお開きください。 

常任委員会協議・報告案件、19 件については、総務生活の案件が７件、産業建設の

案件が４件、教育厚生の案件が５件、原子力安全対策の案件が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、４ページの委員会付託表（案）のとおり

でございます。 

３月９日、総務生活常任委員会が７件。 

10日、産業建設常任委員会が８件。 

４ページに記載しております。 

11日、教育厚生常任委員会が 15件でございます。 

以上でございます。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

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。 

続きまして、請願・陳情の取扱いについてですが、今回は締切日までに提出がなか

ったため、協議する案件はございません。 

続きまして、一般質問通告の検討について、事務局から説明を願います。 

次長補佐 それでは、５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、９名の方から通告がございました。 

一覧表のほうは、通告順にお名前と予定時間、質問事項を記載してございます。 
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初めに５ページ、１番、石川議員でございます。 

老障介護についてほか１件でございます。 

２番、古川議員でございます。 

２月 13日に発生した地震についてほか２件でございます。 

３番、花島議員でございます。 

新型コロナウイルス感染症対策についてほか２件でございます。 

６ページをお開きください。 

４番、大和田議員でございます。 

安心安全な通学路の整備についてでございます。 

５番、武藤議員でございます。 

ハイウェイオアシス（道の駅を含む）の設置をほか２件でございます。 

６番、原田議員でございます。 

自殺防止対策についてでございます。 

７番、冨山議員でございます。 

新型コロナウイルスについて、ほか３件でございます。 

８番、小泉議員でございます。 

デジタル変革による行政サービスの向上と効率的な行政運営についてでございます。 

７ページをお開きください。 

９番、寺門議員でございます。 

公共下水道全体計画の見直しについてほか２件でございます。 

８ページをお開きください。 

一般質問に提出を求める資料は、武藤議員より請求がございました。 

９ページをお開き願います。 

重複していると思われる質問が今回３項目ほど出ております。 

ご検討のほうお願いいたします。以上でございます。 

委員長 重複質問については質問者間で調整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） 

委員長 一般質問通告に関しては、何かございませんか。 

（「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） 

次長補佐 それでは順番のほう読み上げたいと思います。 

１番が原田議員でございます。 

２番が武藤議員でございます。 

３番が冨山議員でございます。 
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４番が古川議員でございます。 

５番が花島議員でございます。 

６番が寺門議員でございます。 

７番が大和田議員でございます。 

８番が小泉議員でございます。 

９番が石川議員でございます。 

以上でございます。 

時間のほうを確認します…… 

時間でございますけども、１日目５人、２日目が４人ですと、180分と 170分。 

１日目６人、２日目３人にしますと、240分と 110分になります。 

委員長 今、事務局説明ありましたけども、５人と４人か、６人と３人か。 

どちらがよろしいでしょうか。 

（「６人と３人」と呼ぶ声あり） 

委員長 ６人と３人ということでよろしいですか。 

そのように決定いたします。 

この結果を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。 

続きまして、会期日程案について事務局から説明願います。 

次長補佐 では、10ページをお開きください。 

第１回定例会会期日程案でございます。 

３月２日火曜日、こちらが本会議、開会から議員の上程に加えまして、今回、茨城

県後期高齢者医療広域連合議会議員一般選挙がございます。 

３日水曜日は休会ですが、議案質疑通告締切りが正午までとなっております。 

３月４日木曜日が、一般質問でこちらが先ほど決まりました６名。 

５日金曜日が一般質問、こちらが３名と、あと議案質疑、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ありましたとおり、

今定例会での請願・陳情はございません。 

６日から８日までが休会。 

９日から 12 日までが総務生活、産業建設、教育厚生、原子力安全対策の各常任委

員会。 

13日から 17日までが休会。 

18日、木曜日が、議会運営委員会、全員協議会。 

19 日金曜日が最終日、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。 

なお、初日の後期高齢者医療広域連合議会議員一般選挙は、任期満了に伴うもので

ございます。 
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詳しくは後ほど、（３）の議題でご説明いたします。 

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。 

事務局長 若干補足なんですけれども、今定例会の新型コロナウイルス感染症対応につい

てなんですが、今現在新型コロナウイルスも那珂市内は落ち着いている状況でござい

ますので、12月の定例会と同様な対応ということで、９月にあった一般質問の人数制

限とかそういうのをかけないでやりたいと思いますが、その辺も一応ご了承のほうお

願いしたいと思います。 

委員長 今、事務局長よりご説明ありましたけども、12月と同じ対応で行うということで

よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 そのように決定いたします。 

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。 

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 再開いたします。 

続きまして執行部への要望書の取りまとめについてを議題といたします。 

先日、執行部への要望書（案）を全議員にファクスした内容につきまして、事務局

より説明願います。 

事務局長 お手元に資料を配付してあると思うんですけれども、新型コロナウイルスワク

チン接種などに関する緊急要望ということで、こちらにつきましては、正副議長のほ

うから、緊急要望を実施したほうがよろしいんではないかということで、全議員のほ

うにご意見を伺ったところでございます。 

その後ろに４人の議員から、追加してほしいというご意見がございましたので、資

料として添付してございます。 

基本的にはそのワクチン接種、あとはコロナ禍において困窮している住民、事業者

等に対しての支援体制を強力的に進めてほしいという要望で、最初にお話ししたとこ

ろですが、ワクチンであるとか、その新型コロナウイルスの感染予防であるとかとい

うようなご意見もございました。 

これにつきましては、この後全員協議会のほうで、皆さんでご協議をいただいて、

どういうふうに取りまとめようかっていうご意見をいただきたいと思います。 

議会運営員会のほうでちょっと時間がございませんので、一応全議員のほうでまた
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ご説明をさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

委員長 説明が終わりました。 

この件については、この後の全員協議会において、全議員で審議し要望する内容を

決定しますのでよろしくお願いいたします。 

続きまして、茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員一般選挙についてを議題とい

たします。 

事務局より説明願います。 

次長補佐 それでは別添の資料になります。 

茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員一般選挙執行通知書というものをご覧くだ

さい。 

こちらにつきましては、任期は２年でございます。 

このたび、任期満了に伴いまして新たに選出する必要がございます。 

これまでの慣例では、教育厚生常任委員会の委員長を選出しておりますので、冨山

議員に引き続きお願いをするということになるかと思います。 

選挙を行う期間が３月 18 日までとなっておりまして、定例会の最終日では間に合

いませんので、その前、本会議初日に指名推選により、選出をいただくことで考えて

おりますが、そちらでよろしいかご協議をお願いいたします。以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

この件につきましては説明のとおりでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 そのように決定させていただきます。 

続きましてその他についてですが、先日、議会ＩＣＴ導入検討会を開催した内容に

つきまして、木野委員長より報告をお願いいたします。 

副議長 ＩＣＴ導入検討会の結果報告について、ＩＣＴ導入検討会を２月 17日に開催い

たしました。 

内容は現在の状況と情報連絡用アプリ、ＬＩＮＥＷＯＲＫＳの試験運用についてで

あります。 

初めにタブレット端末の導入につきましては、１月に入札を行いましたが、機材の

調達が難しいとの理由から、入札する業者がなく不調となりました。 

今年度中の調達が難しいことから、こちらにつきましては、３月の補正予算で予算

を繰り越し、令和３年度において、機材の供給状況などを見ながら、改めて入札を行

うことになります。 

そのため、議会でのタブレットの導入時期につきましては、機材の調達が出来次第、

改めて導入検討会で決めさせていただきたいと思っております。 

次に議場等への光回線、ＬＡＮ配線の設置につきましては、１月に入札を行い、業

者が決定し、現在作業が行われております。 
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３月上旬には完了する予定となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

委員長 説明が終わりました。 

この件につきまして、ご意見等ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 この件につきましては、この後の全員協議会において、木野委員長及び事務局よ

り改めて全議員に説明をお願いいたします。 

本日の審議案件は全部終了いたしました。 

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、

全協室へお持ちいただきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いします。 

ご苦労さまでした。 

閉会（午前９時 50分） 

 

令和３年４月６日 

   那珂市議会 議会運営委員会委員長 萩谷 俊行 

 


