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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５月25日（火）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 副委員長  冨山  豪   委  員  寺門  厚 

    委  員  勝村 晃夫   委  員  小池 正夫 

    委  員  大和田和男         

欠席委員 委 員 長  萩谷 俊行 

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  川田 俊昭 

会議に付した事件 

（１）令和３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 

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） 

副委員長 おはようございます。 

議会運営委員会にお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

ただいま局長の説明にありましたとおり、萩谷委員長欠席のため、代わりに進行さ

せていただきます。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５名であり、欠席委員は萩谷委員長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。 

ここで議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 おはようございます。 

ただいま副委員長からお話があったように、委員長は欠席ということで、大変ご多

用の中、議会運営委員会、大変ご苦労さまでございます。 

大分報道を見るというと、県内の新型コロナウイルスの感染者も大分、こう少なく

はなってきてるようですが、まだ予断を許さない、そういう状況かと思います。 

また、本市では大分少なくなっております。 

ひとつ、引き続き、この新型コロナウイルス感染症拡大防止にご尽力を賜りたい、
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こういうふうに思います。 

また今日は、５件の会議事件が付託されております。 

ひとつ慎重なるご審議を賜りたい。 

さらには、こちら、手元に資料ありますか、こう個人的な議員活動というか、これ

に果たして当てはまるのか、どうなのかその辺もですね、慎重なるご審議を賜りたい

なとこういうふうに思っておるところでございます。 

いずれにしても、市議会として、横浜市の方ですか、それと武蔵野市、国分寺市の

２名からですね、当議会のほうにこのような文書が届いております。 

ひとつこの辺も、慎重にご審議を賜りたいなと、こういうふうに思いますので、ど

うぞよろしくお願いをいたします。以上です。 

副委員長 ありがとうございます。 

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特段のご配慮を賜りまして、厚く御

礼を申し上げます。 

今議長からご挨拶ありましたように、新型コロナウイルス感染症、おかげさまで、

那珂市内おいては、まだ若干こう出てる状況ありますけれども、比較的落ちついてい

る状況であります。 

ただ周辺の市町村は、感染拡大市町村に指定されたところも随分ありまして、那珂

市の周りも囲まれてるみたいな状況もあります。 

昨日から、新型コロナウイルスワクチンの接種がいよいよ始まりました。 

それに先行して医療関係者とか始まっていたんですが、65 歳以上の方々に対して始

まりまして、６月に入りますと、今度は市のほうでも集団接種の取組を行いますので、  

そういったものに向けて、市民の安心安全を守るために、鋭意努力をしていきたい、

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、来月に開催をお願いしております第２

回定例会への提出予定の議案等についてご説明をさせていただきます。 

報告案件につきましては５件、また議案につきましては専決処分が３件、条例の一

部改正が６件、補正予算が１件、その他が３件の合計 18件でございます。 

慎重なるご審議のほど、よろしくお願いを申し上げましてご挨拶とさせていただき

ます。 

副委員長 ありがとうございました。それでは、始めます。 

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３年第２回定例会について、議案等委員会付託について、事務局から説明をお
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願いいたします。 

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ご覧ください。 

第２回定例会に提出されます議案一覧でございます。 

提出議案につきましては、一覧のとおり先ほど市長からご説明ありましたとおり、

報告が５件、議案 13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・報告案件でございます。 

常任委員会協議・報告案件については、総務生活の案件が１件、教育厚生の案件が

４件、原子力安全対策の案件が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）をご覧くださ

い。 

付託されます議案は、表にありますとおり、６月８日、総務生活常任委員会が10件、

９日、産業建設常任委員会が３件、10日、教育厚生常任委員会が２件となっておりま

す。 

なお、報告第２号から第６号までの５件につきましては、本会議での報告をもって

終了となります。 

委員会の付託はございません。以上でございます。 

副委員長 ご意見ございますか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

副委員長 議案等委員会付託については、委員会付託表案の（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） 

副委員長 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事務局から説明をお願いいたします。 

次長補佐 請願・陳情の取扱いでございますが、４ページの請願（陳情）文書表（案）を

ごらんください。 

今回、締切日までに提出されました請願が１件ございます。 

件名は、「安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための意見

書を国に提出することを求める請願」。 

請願者は、水戸市城南３の９の 20、茨城県医療労働組合連合会執行委員 後藤朋子 

様。 

紹介議員は花島議員でございます。 

所管する委員会は教育厚生常任委員会でございます。 

請願の内容につきましては、５ページ以降をご確認ください。以上でございます。 

副委員長 これにつきましてご意見ございますか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 
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副委員長 請願の取扱いについてはこれでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

副委員長 それでは、請願（陳情）文書表（案）のとおり取扱いを決定いたします。 

続いて、一般質問通告の検討について、事務局から説明をお願いいたします。 

次長補佐 ７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、８名の方から通告がございました。 

一覧のほうは、通告順とお名前と予定時間、質問内容を記載しております。 

初めに１番、冨山議員、公用車の管理についてほか３件でございます。 

２番、原田議員、子宮頸がんワクチンについてほか１件でございます。 

３番、小池議員、これからの那珂市の農業についてほか１件でございます。 

８ページをお開きください。 

４番、古川議員、新型コロナウイルスのワクチン接種についてほか２件でございま

す。 

５番、小泉議員、市街地における拠点施設等の整備についてでございます。 

６番、花島議員、東海第２原発関連問題についてほか４件でございます。 

９ページをお開きください。 

７番、寺門議員、地球温暖化防止活動推進状況についてほか２件でございます。 

８番、笹島議員、自治会と地域コミュニティーについてほか２件でございます。 

10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、花島議員、笹島議員より請求がございました。 

11ページをお開きください。 

重複していると思われる質問が３項目ほど出ております。 

ご検討をお願いいたします。以上でございます。 

副委員長 重複質問については質問者間で調整する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） 

副委員長 一般質問通告に関して何かご意見ありますか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

副委員長 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。 

（くじによる抽選） 

副委員長 それでは順番が決定いたしましたので、事務局より説明をお願いいたします。 

次長補佐 ただいまの抽せんによりまして１番が小池議員、２番が小泉議員、３番が古川

議員、４番が寺門議員、５番が冨山議員、６番が原田議員、７番が花島議員、８番が

笹島議員となりました。以上でございます。 

副委員長 一般質問は８名の議員から通告がありました。 

通告内容及び予定時間につきましては、資料の７ページから通告順に記載しており
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ます。何名にいたしましょうか。 

（人数の振り分けについて協議） 

副委員長 では、６月３日に５人、６月４日が３人。そのように決定いたします。 

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。 

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、事務局から説明をお願いいたします。 

次長補佐 それでは、12ページをお開きください。 

第２回定例会の会期日程案でございます。 

６月１日火曜日、こちらが本会議開会から議案の上程、説明がございます。 

２日、水曜日は休会ですが、議案質疑通告締切りが２日正午までとなっております。 

６月３日木曜日が一般質問、先ほど、決まりました５名です。 

４日金曜日が一般質問３名と、議案質疑、議案の委員会付託と請願・陳情の委員会

付託になります。 

５日から７日までが休会。 

８日から11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。 

12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ます。 

以上でございます。 

副委員長 ありがとうございます。 

この件に関して、日程についてご意見ございますか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

副委員長 これでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

副委員長 それではこの会期日程案で決定いたします。 

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、お疲れさまでございました。 

ご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46分） 

再開（午前９時47分） 

副委員長 再開いたします。 

全国市議会議長会、茨城県市議会議長会の表彰伝達について、事務局より説明をお

願いいたします。 
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次長補佐 別紙をお開き願います。 

今回、全国市議会議長会から、武藤議員と古川議員が議員在職10年以上の表彰を受

けられます。 

また、茨城県市議会議長会から君嶋議員が正副議長４年以上の表彰を受けられます。 

表彰伝達式は、第２回定例会初日の６月１日に議場にて行いたいと思います。 

なお、代表謝辞は、武藤議員にお願いする予定でございます。以上でございます。 

副委員長 ありがとうございます。 

ご意見ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

副委員長 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） 

副委員長 そのように決定いたします。 

その他といたしまして、局長より説明があります。 

事務局長 それでは後からお配りしました、資料のほうをお願いいたします。 

１番上に５月25日と書いてあるもので、那珂市ホームページということで四角の枠

組みで書いてあるものでございます。 

これは昨日と今日、多分日曜日にホームページのほうに投稿があった件。 

あと昨日、電話でも１件ございました。あと夕べ、ホームページのほうにもご意見

ということでございまして、内容につきましては、５月23日に原田議員が所沢市の駅

前のほうに行きまして、街頭宣伝活動をした件でございます。 

その街頭宣伝活動した内容について、ヘイトスピーチ的な発言をしているというこ

とでございます。 

これにつきまして、那珂市の議会としてはどう対応するのか、また、どういう処分

を考えているのかというようなお問合せがございました。 

あとは、この５月23日の街頭宣伝活動の概要なんですけれども、日本国民党という

ところが多分主催しておりまして、そこで移民反対っていうような内容の街頭宣伝の

活動、その政党としての活動に一緒に参加をしたというようなことと伺っております。 

これについて先ほど議長、副議長とも対応についてお話しましたが、原則論で言い

ますと議員の私的な政治活動については、議会としては、処分とか地方自治法に基づ

く停職とか出勤停止とか、そういうような、地方自治法に基づく処分という法的な処

分は一応できないということになってます。 

それから、あとはできることといたしましては議長のほうから注意をしていただく

ような形になろうかと思いますんで、その注意の内容としましては、今回のヘイトス

ピーチということについて、本人に事実を確認していないので、それがヘイトスピー

チなのかどうかっていうのはちょっと分からないんですけれども、その誤解を招くよ

うな発言とか言動とか、そういうものについて対しては十分に注意をしてほしいって
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いうような内容。あとは、現在コロナ禍の中でございますので、そういうときに県外

のほうに行きまして、人が集まるような街頭宣伝活動というのを、やってよろしいの

か、その辺も注意をすべきではないかという、この２点については注意をしたほうが

よろしいんでないかというふうに感じたものでございます。あと、議長のほうからお

話があったのは、やはりその議会として、皆さんのご意見も聞いて、那珂市議会とし

ての対応をどういうふうに考えるのかっていうのも皆さんから意見を聞くべきだろう

というようなお話がございました。 

これは、やはりその街頭宣伝活動する場合に那珂市議会議員の誰々ですって言うよ

うな名前で行くとなると、やはりその那珂市議会としての対応も必要ではないかとい

うような皆さんからのご意見もございましたので、この場でちょっと時間をお借りい

たしまして、議会運営委員会の皆様にちょっとご意見を聞きたい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。 

副委員長 ただいま、局長より説明ございましたが、この件に関して何かご意見ございま

すか。 

寺門委員 注意をする件については、このヘイトスピーチについて、これは事実確認をし

ないといけないと思います。 

どういうことを言ったのか、それが本当にヘイトスピーチになっているのか、これ

は確認をしないといけないと思います。 

一般聴衆が聞いてそうだよということですので、受け取り方は様々あろうかと思い

ますので。 

それとコロナ禍の中、緊急事態宣言が出ているところへ行くということも、当然自

重しなきゃいけないんで、我々が率先垂範していかなければならないので、これはも

う注意をしていただきたいなというふうに思います。 

それと議会としてということであれば、皆さんでこの件についてお話を聞くのもい

いと思います。 

前回も、原子力安全対策常任委員長の個人的な発言ということでありましたけれど

も、それぞれ個人は個人ですけれども、やはり那珂市議会の所属議員の一員ですから、

皆さんの意見を聞いておいていただいたほうがいいかと思います。 

あとは議長の判断で対応していただければというふうに思います。 

議長 今回の件については、これは定かではないんですが、あるいはその受け止め方と、

これの相違もあるかと思うんですが、いわゆるこれ街頭だったと思うんですよ。 

そこで例えば進行役、司会者ですか、そういう方が那珂市議会議員という紹介をし

てるのか、あるいは本人が、那珂市議会議員と名乗っているのか、そういうことも確

認はしたいなと思うんですよ。 

法的なこと、局長のほうで調べた結果、記載のとおりですけど、ただやはりその辺

に、いわゆる受け止め方の違いというのも皆さん持ってるのかな。 
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その辺をひとつ議会運営委員会で今後の対応、あるいは今回のこの件についての対

応、この辺をご協議を願いたい、こういうふうに思うんです。 

副委員長 ただいま議長からありましたとおり、やはりどんなことを話したのかっていう

聞き取りは１度は多分必要になってくると思うので、その後の注意とか、その後の判

断になってくる部分というのはあるのかなとは思うんですがいかがでしょうか。 

大和田委員 私もその辺がいいのかな。 

どちらにしてもこちら那珂市ではないですけども、一般の方からそういったメール

なり電話なりがあったら、それに対応する必要もあると思うので、やはり事実の確認

をして、今後、本人の言葉からいろいろ、どんな活動をしているのかっていうことも

含めて聞き取りは必要じゃないのかなと思います。 

寺門委員 YouTubeなんかでありませんか、映像というか。 

多分、政党の場合ですと、公にこのぐらいの大きな都市でやる場合は、その政党で

撮っているはずなので、もしあれば、日本国民党でしたっけ、ＰＲ用で残してるはず

だと思いますので、あればそれは自由に公開されてるわけですから、念のため見てお

くのも、本人の一方的な話じゃなくて、それでも裏付けが取れるのかなという気がし

ますんで、なければいいですけど。 

副委員長 確かに、主義主張っていうのは、個人差がいろいろあってしかるべきだと思う

んですが、ただそれが結局、人を傷つけるような発言になっていたのかどうかってい

う部分が１番の焦点になるのかなと思うんですよね。 

また、先ほど寺門委員や議長からありましたとおり、不要不急の外出を控えてくれ

っていう中で所沢市でのスピーチっていうのも、この件は注意の部分に当てはまるか

なとは思いますけど、ただこれをどこで、議長のほうから聞き取りしていただけるの

か、議会運営委員会のほうで聞き取りするのかっていうのが、これがどの部分でやっ

たらいいのかなっていう部分は正直あります。 

事務局長 その辺を議会運営委員会中心でやるのか、正副議長中心でやるのかっていうの

もあるので。 

副委員長 ただ、全員で１人の人に意見を聞くよりも、まずは正副議長で聞いていただい

てのほうがいいのかなっていう部分は、本音で話してくれる部分もあるのかなとは思

うんですが。 

勝村委員 やはり大勢のところでやるよりも、正副議長と本人と３人で話したほうが、正

直なところ出るんじゃないかな。 

副委員長 議長いかがでしょうか。 

議長 それは正副議長でやるのも結構なんですが、いわゆるそうすると、この報告ってい

うのはどうするんですか。 

この話っていうのはこの議会運営委員会だけの報告、それとも全議員に対しての報

告、どうなんですかこの辺は。 
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これは市議会として、このヘイトスピーチまがいの発言をしたことをどう考えるの

かと、そして回答を願いたいと、こういう内容なんですよね。 

単なる正副議長、あるいは議会運営委員会だけで済ませるのがいいのか。 

その辺はどういうふうに思いますか。 

寺門委員 これもう市議会議員としての原田議員の振る舞いにありますけれども、我々も

まだ分からないんで、事実だけは確認して、そうであれば議会運営委員会のほうでお

話をいただくってのはいいと思います。 

それで、全員協議会のほうでまたやるかやらないか、決めたほうがいいんじゃない

かなというふうに思います。 

議長 これは今後のこともあるんだよね。 

寺門委員 議会運営委員会で中身を聞いて、中身を確認して、徹底したほうがいいんじゃ

ないですか。注意喚起するところはきちっとやる、議長名でやっていただくというこ

とで。 

副委員長 それでは、そのように、議会運営委員会のほうで一度聞き取りを行って、その

あと議会のほうでまた審議するというような形で進めたいと思いますが。 

事務局長 では、いつやりますか。 

今日は全員協議会終わって議案説明会が終わらないと、時間がないっていうことな

んですけども。今日中にやりますか、終わってから。 

議長 これは別にすぐに回答ということでもないんでしょう。 

事務局長 そうですね。一応議会として回答出すんで。 

副委員長 それでは、議会中に１度、議会運営委員会を開くというような形でよろしいで

しょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

副委員長 では局長そのようにお願いいたします。 

随分時間が遅れてしまいました。 

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、 

協室にお持ちください。 

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

閉会（午前10時03分） 

 

  令和３年８月24日 

   那珂市議会 議会運営委員会委員長 萩谷 俊行 

 


