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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８月24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 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  川田 俊昭 

会議に付した事件 

（１）令和３年第３回定例会について 

…議案の委員会付託、会期日程、請願・陳情の委員会付託について協議 

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 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。 

本日の議会運営委員会にご出席いただきありがとうございます。 

本日は、第３回定例会についてでございます。 

どうぞ慎重なるご審議のほどどうぞよろしくお願いします。 

ただいまの出席委員は６名であります。 

欠席委員はございません。 

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をしております。 

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。 

早朝からですけども、議会運営委員会、大変ご苦労さまでございます。 

委員長からお話があった、今定例会、いわゆる審議を賜りたいと、いうようなことで
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大変ご苦労さまでございます。 

大分こう、新型コロナウイルス感染症が拡大してる。 

本市においても、ちらほらと。 

市長、何か保健所が大変なんですか。 

でも、動員はかけてるわけでしょう。 

感染者の正確な数字、これを我々としても把握したいですね。 

昨日一昨日だったですかね。 

感染者３名ということが２名になった。 

これはいいことなんですけど、やはり正確な数字、そういうことを公開していただき

たいなというのが一つありますね。 

それと、やはりこの新型コロナウイルスというのは、私は災害の一つかなと、目に見

えない人道的な災害、こういうふうにも感じられる。 

そういう面では、執行部の担当部署の皆さんも大変ご苦労があると思います。 

また議会からも、今回の定例会については、市民の皆さんにこういう対応をしてると

いうことを発信したい、執行部も同じだろうと思います。 

そういうことで、委員長を初め、議員の皆さんの慎重なるご審議を賜りたいと思いま

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。 

続きまして市長に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つきまして特段のご配慮をいただき

まして、重ねて御礼を申し上げます。 

今、議長からありましたように、新型コロナウイルス感染症がなかなか収束をしない、

終災しないところがですね、国の緊急事態宣言も発令中でありますけれども、市内にお

いても感染者が引き続き発生をしていると。 

なおかつ、小さい子供にまで、少し感染者が出てきてしまったということで非常に憂

慮しております。 

市役所としましては、まず市役所から感染者を出さないということを第一に取り組ん

でおりますし、担当の健康推進課を中心に、ワクチン接種の推進、あるいはこれまで以

上に感染予防につきまして取り組んでいるところでございます。 

保健所の体制のことをちょっと議長からありましたけれども、大分混乱している様で

ありまして、なかなかその辺についても、支援できることが市であるのかどうか、 再
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度検討しながら対応していかなくちゃいけないかなと。 

いずれにしましても、先ほどおっしゃられたように正確な情報というのは、市民の中

でも大変重要なものでありますので、市としてこれまで以上にこの感染対策、感染予防

対策につきまして取り組んでいきたい。 

職員のほうでは、先日避難所の訓練、感染者あるいは濃厚接触者と疑われる人たちを

対象にした避難所開設の訓練なんかもしまして、何かあったときにはスムーズに対応で

きるようにということで一生懸命頑張っております。 

さて、本日の議会運営委員会におきましては、31日より開催をお願いしております第

３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、専決処分についてが１件、令和２年度決算に基づく地方公

共団体の財政の健全化に関する法律に関する報告が２件、令和２年度継続費、精算報告

が２件の計５件でございます。 

議案につきましては、条例の一部改正が５件、令和３年度各種会計補正予算が３件、

その他が１件、令和２年度各種会計歳入歳出決算の認定についてが１件、また、令和 

２年度地方公営企業会計決算の認定についてが２件の計12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10件ございます。 

慎重なるご審議のほど、よろしくお願い申し上げまして、ご挨拶とかえさせていただ

きます。 

委員長 ありがとうございました。 

ここで総務部長より、定例会初日に採決まで行う議案について説明があります。 

総務部長 それでは、ただいま委員長からお話がありましたとおり、定例会初日に採決までお

願いしたい議案がございますので、ご説明をさせていただきます。 

お手元の議案書９ページをお開きいただきたいと思います。 

議案第47号 那珂市手数料条例の一部を改正する条例でございます。 

改正の内容といたしましては、マイナンバーカードの再交付手数料、こちらの手数料

については、これまで市で設定していたものが、今後は地方公共団体情報システム機構、

こちらの機関で設定することになりましたので、この規定を削除するというものでござ

います。 

今回の改正は、その根拠となる法律、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律、こちらがこのほど成立したことによ

りまして、当該条例のほうも改正の必要が生じました。 

この法律の施行期日が令和３年９月１日ということで、議案書の10ページ、こちらを

見ていただきますと、中ほどのところに付則がございまして、そこにもございますとお

り、条例のほうも法律の施行期日に合わせて、令和３年９月１日から施行するとしたと
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ころでございます。 

通例ですと、定例会初日に議案を上程させていただいて、それで委員会の審議を経て

最終日に採決いただくという流れでございますけれども、この議案につきましては、た

だいまご説明しましたとおり、施行期日が９月１日ということから、施行期日以前に採

決をいただきたいということでございます。 

このような理由から、過日、議長、副議長それから委員長にご了解いただきまして、

本日の全員協議会におきまして、こちらの議案の説明をさせていただくこととしました。 

そして、本日この議案についてご審議をしていただいたその上で、定例会初日の８月

31日に採決をしていただきたいとこのように考えております。 

何とぞご理解のほどよろしくお願いいたします。 

説明は以上でございます。 

委員長 ありがとうございました。 

それでは会議事件に入ります。 

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３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。 

先ほど市長よりご説明がありましたとおり、報告が５件、議案が12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、先ほど総務部長よりご説明がありました議案第47号につきましては、法律

が９月１日施行ということから、31日の定例会初日に上程し、その日のうち採決まで行

います。 

また、報告第７号から11号につきましては、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・報告案件については、総務生活の案件が２件、産業建設の案件が４

件、教育厚生の案件が２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。 

付託される議案は、表にありますとおり９月７日、総務生活常任委員会３件、８日、

産業建設常任委員会５件、９日、教育厚生常任委員会７件です。 

以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。ご意見ございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 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より説明させます。 

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）をご覧

ください。 

今回、締切日までに提出されました請願が１件、陳情が１件でございます。 

請願第２号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る

意見書採択を求める請願。 

こちらは、水戸市笠原町978の46 茨城県教職員組合代表者杉山繁様ほか256名、紹介

議員は笹島議員でございます。 

付託する委員会は教育厚生常任委員会でございます。 

続きまして、陳情第１号、辺野古新基地建設の中止と普天間基地の沖縄県外国外移転

について国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決すべきとする意見書の

採択を求める陳情。 

こちらは、沖縄県那覇市おもろまち４丁目17番11号、新しい提案実行委員会責任者安

里長積様と、東京都新宿区四谷２丁目８番地、全国青年司法書士協議会安倍健太郎様の

連名で出ております。 

こちらにつきましては、全議員に陳情書の写しを配布する予定でございます。 

請願内容につきましては５ページ以降、陳情の内容につきましては８ページ以降をご

覧ください。 

以上でございます。 

委員長 説明を終わりました。 

ご意見ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 請願・陳情の取り扱いについてはこれでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

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。 

続きまして、一般質問の検討について事務局から説明させます。 

次長補佐 13 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。 

一覧のほうは、通告順にお名前、予定時間、質問内容について記載しております。 
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１番、古川議員、コロナ禍における市内事業所の支援についてほか１件で、時間は 30

分でございます。 

２番、大和田議員、子どもの感染症拡大対策についてほか２件で、時間は 60 分でござ

います。 

３番、冨山議員、豪雨災害時の対応と地球温暖化への対策についてほか１件で、時間

は 30 分でございます。 

４番、原田議員、色覚異常についてで、時間は 40 分でございます。 

５番、關議員、不登校の現状と課題で、時間は 40 分でございます。 

14 ページをお開きください。 

６番、花島議員、新型コロナ感染症対策についてほか３件で、時間は 45 分でございま

す。 

７番、小泉議員、持続可能な街づくりにおける区域指定の在り方についてで、時間は

50 分でございます。 

15 ページをお開きください。 

８番、小池議員、那珂市の農業についてほか１件で、時間は 30 分でございます。 

９番、寺門議員、新型コロナウイルス感染症対策についてほか２件で、時間は 60 分で

ございます。 

資料 16 ページをお開きください。 

今回、重複していると思われる質問が２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。 

委員長 説明が終わりました。 

重複質問については質問者間の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意見ございますか。 

（「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 順番について説明いたします。 

１番目が冨山議員。 

２番目が原田議員。 

３番目が大和田議員。 

４番目が花島議員。 
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５番目が古川議員。 

６番目が關議員。 

７番目が小池議員。 

８番目が寺門議員。 

９番目が小泉議員になります。 

事務局長 執行部と議員が入替えをしますので、10分以上多分開けるようになると思うので、

少し余裕を持って、５人、４人ぐらいでどうでしょうかっていうところなんですけど、

時間的には６人、３人もできると思うんですけども。 

委員長 どうでしょうか。1 日目５人、２日目４人で。 

それで決定してよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 一般質問の日程と実施人数について今決めたように、初日が５人、２日目が４人とい

うこの結果を会期日程に掲載いたしまして公表いたします。 

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させます。 

次長補佐 それでは、資料の17ページをお開きください。 

第３回定例会会期日程（案）でございます。 

開会日が８月31日火曜日、こちらが本会議、開会から議案の上程説明までとなってお

りますが、先ほど説明したとおり、議案第47号につきましては、質疑、討論、採決まで

行います。 

９月１日が休会で、この日の正午が議案質疑通告締切りとなります。 

２日が一般質問で５名、３日が一般質問４名と議案質疑、議案の委員会付託、請願・

陳情の委員会付託となっております。 

４日から６日までが休会となり、７日から10日までが各常任委員会。 

11日から15日までが休会。 

16日木曜日が議会運営委員会、全員協議会。 

17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。 

以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

ご意見ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 なければ会議日程（案）についてはこれで決定いたします。 

本日の審議案件が終了いたしました。 
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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、この後の全員協議会で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。 

ご苦労様でした。 

閉会（午前９時 52 分） 

 

  令和３年 11 月 22 日 

   那珂市議会 議会運営委員会委員長 萩谷 俊行 

 


