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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11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  大和田和男 

     委  員  寺門  厚   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４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） 

委員長 おはようございます。 

定例会前の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。 

本日は会議事件が４件とその他がありますので、時間的にちょっと厳しいかなと思

いますので、スムーズなご審議の程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。 

ここで議長にご挨拶をお願いいたします。 

議長 おはようございます。 

ご多用の中、議会運営委員会大変ご苦労様でございます。 

大分こう寒暖の差があるようになりました。 

ひとつ体調を崩さぬように、12月の定例会に向けて、ひとつよろしくお願いを申し

上げます。 



2 

 

また新型コロナウイルス感染症の方も大分落ちつきましたね。 

このまま拡大防止、また執行部におかれましても、ご尽力を賜りたいというふうに

思います。 

ひとつ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。 

委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

お礼を申し上げます。 

また、今議長からありましたように、寒暖の差も多くなってまして、体調管理に注

意をされて、それぞれのお立場でご活躍をお願いしたいと思っております。 

新型コロナウイルス感染症関係も、大分落ち着いてまいりました。 

ただ、第六波っていうお話もありますんで、まして年末年始、人が動くってことは

当然想定されるので、油断しないように市のほうでも取組を進めていきたい。 

経済社会活動の支援につきましても、この後の全員協議会で報告がありますけれど

も、また頑張って市民生活を応援していきたいと、そのように思っております。 

さて本日の議会運営委員会におかれましては、30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い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６件、条例の廃止が１件、条

例の制定が１件、各種会計補正予算に係る議案が６件、その他４件の計19件でござい

ます。 

また、本日の全員協議会の協議・報告案件につきましては、４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す。 

簡単でありますがご挨拶に替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今定例会についての連絡事項がございます。 

よろしくお願いします。 

総務部長 それでは、本日の全員協議会におきまして、事前に説明をさせていただきたい

ことが２点ございますので、少々お時間いただきたいと思います。 

これまで各常任委員会で協議あるいは報告をしておりました案件につきましては、

今回の定例会から全員協議会で協議・報告となりましたので、よろしくお願いいたし

ます。 

まず１点目でございますが、議案につきましては、従来どおり、常任委員会に付託

してご審議をいただくという流れは変わらないというふうに思いますけれども、今回、  
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こちらの全員協議会付議案件の議案第68号、76号、77号、こちらの３件につきまして

は、茨城県央地域連携中枢都市圏の関連議案でございまして、こちらは全ての委員会

に関連する内容であること。 

また、議案78号、79号の２件につきましては、茨城北農業共済事務組合の解散に係

る議案でございまして、那珂市がその構成市町村になっている一部事務組合の解散に

係る案件でございますので、産業建設常任委員会のみならず、全員協議会におきまし

てもご説明すべきというふうに考えて、付議案件に加えた次第でございます。 

続きまして、２点目でございますけれども、毎年、第４回定例会におきまして、人

事院勧告に伴う給与の改正条例に係る議案を提出をさせていただいているところでご

ざいまして、今年も、当初、第４回定例会に、人事院勧告に係る３議案を提出予定で

ございました。 

既に１週間ほど前にお送りしています、第４回定例会提出予定議案の概要にも記載

をしていたところでございます。 

しかしながら、今般の衆議院解散、そして総選挙が10月31日に行われましたことか

ら、例年11月に行われています臨時国会が、今年は12月上旬にずれ込むということで、

国家公務員の給与関連法案が11月中に審議されないということになる見込みでござい

ます。 

国の給与関連関係閣僚会議におきまして、経済対策など政府の取組との関係を考慮

して、来年６月のボーナスから減額をすることを含めて、調整を進めるという方向で

進められているという状況でございます。 

市といたしましても、国の法律改正の状況を見極めた上で、国に準拠して実施をし

たいというふうに考えておりますので、今回予定しておりました３議案につきまして

は、提出を見送ることとさせていただきました。 

何とぞご理解のほどよろしくお願いいたします。 

説明は以上です。 

委員長 ただいま総務部長よりお話がありました。 

県央地域連携中枢都市圏、茨城北農業共済組合の件につきましては、議案に関する

ことですが、全議員に説明すべき案件でありますので、この後、全員協議会で説明す

ることといたします。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは今回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、提出議案につきましては、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１件、議案が18件となってお
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ります。 

議案等の概要につきましては、別紙の概要書のとおりでございます。 

また、報告第12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。 

協議・報告案件につきましては、今回から全員協議会での報告となります。 

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、12月７日、総務生活常任委員会が４件、８日、産業建設常任委

員会が８件、９日、教育厚生常任委員会が８件です。 

以上でございます。 

委員長 ご意見ございますか。 

（「なし」と呼ぶ声あり。） 

委員長 議案の委員会付託先については、委員会付託表（案）のとおりでよろしいですか。 

（「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、締切り日までに、請願・陳情の

提出はありませんでした。 

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 それでは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、11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と予定時間、質問内容について記載してございます。 

１番、大和田議員、農業施策について、時間は40分でございます。 

２番、古川議員、新型コロナウイルスワクチン接種について他２件、時間は50分で

ございます。 

３番、冨山議員、投票率の向上についてほか２件、時間は30分でございます。 

４番、石川議員、民生委員についてほか１件、時間は30分でございます。 

５ページをお開きください。 

５番、君嶋議員、災害時における地域と学校との連携についてほか1件、時間は40

分でございます。 

６ページをお開きください。 

６番、寺門議員、広域避難計画についてほか１件、時間は60分でございます。 

７番、小池議員、児童の虐待についてほか１件、時間は40分でございます。 

７ページをお開きください。 

８番、花島議員、新型コロナウイルス感染症についてほか３件、時間は50分でござ
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います。 

９番、小泉議員、農産物の価格下落に対する対応についてほか１件、時間は50分で

ございます。 

10番、武藤議員、学校教育についてほか２件、時間は40分でございます。 

８ページをお開きください。 

11番、原田議員、図書館の利用についてほか１件、時間は40分でございます。 

９ページをお開きください。 

寺門議員、古川議員より提出を求める資料が出ております。 

10ページをお開き願います。 

今回、重複していると思われる案件が３項目ほどございます。 

ご検討のほうをお願いいたします。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するということでよろしいしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 一般質問通告に関して何かご意見ございますか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 これより質問者の順番を決めたいと思います。 

順番は抽選によって行います。 

（くじによる抽せん） 

次長補佐 では、抽せん順の結果についてご説明します。 

１番は君嶋議員、２番が大和田議員、３番が冨山議員、４番が花島議員、５番が小

池議員、６番が武藤議員、７番が石川議員、８番が古川議員、９番が原田議員、10番

小泉議員、11番が寺門議員、以上でございます。 

委員長 1日目６人、２日目５人ということでよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは12月２日が６名、12月３日が５名。 

この結果を、会期日程に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します。 

次長補佐 それでは資料の 11ページをお開き願います。 

第４回定例会会期日程（案）でございます。 

開会日が11月30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。 

12月１日が休会で、この日正午が議案質疑通告締切りとなります。 

２日が一般質問、先ほど言った６名です。 

３日が一般質問５名と議案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まして、７日から10日までが各常任委員会。 
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11日から15日までが休会。 

16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、閉会予定でござ

います。以上でございます。 

委員長 皆さん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、会期日程（案）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） 

委員長 それではこの会期日程（案）に決定いたします。 

続きまして、その他についてですが、初めに、寺門委員から議会サポーター制度の

導入についてのお話がありました。 

本日は、時間の都合で審議できませんので、後日、議会運営委員会を開催し審議し

たいと思います。 

開催日は、11月30日火曜日の本会議終了後に開催いたしますので、よろしくお願い

いたします。 

そのほかの案件について、事務局から説明願います。 

事務局長 事務局から何点かご説明させていただきます。 

時間がないので手短にさせていただきます。 

まず県の議長会の研修会でございますが、例年11月に開催しておりますが、今回は

中止となりました。 

その代わりに、オンライン研修ということで、議員の皆さんが受講できるようなパ

ソコン、インターネットを使って、受講できるような研修会を予定しております。 

これは11月25日から閲覧ができるということで、資料がまだ届いておりませんので、

届き次第、議員の皆さんに提示、配布させていただきます。 

それからタブレットでございますけれども、いよいよ品物が確保できたということ

でございますので12月16日の全員協議会終了後に皆様にお配りをしたいと思います。 

その際に、取扱い等の説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

それから新型コロナウイルス感染症対策でございますが、今回は大分落ち着いてき

てるということもございまして、少し対応を見直しまして、９月の定例会よりもちょ

っと緩和するという形。 

一般質問のときの人数制限については、今まで削減をしていたところですが、今回

は、通常どおりということで、出席者の人数制限はいたしません。 

それから、傍聴者については９月の定例会のときは３分の１まで削減していたんで

すが、今回は今の状況を見ると、少しは緩和しても大丈夫だろうということで２分の

１にいたします。 

そのほかの基本的な感染対策事項は、今までどおりでございますので、手指の消毒、
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マスク着用等については十分配慮をお願いしたいと思います。 

それからもう１点、議会へのご意見ということで、10月ごろに、皆様のラインワー

クスのほうに、瓜連の海野様から来ました、東海第二原発の広報の内容が、再稼働に

まるめられている件ということでございますけれども、これについては、13ページに

資料がございます。 

これについては、メールをいただきまして、議員の皆様に配布をいたしましたとい

うことだけで一応回答をさせていただきます。 

それから、それから原子力防災訓練でございますが、明日原子力防災訓練がござい

ます。 

議会としての対応でございますが、議会としては特にいたしませんけれども、議員

に対してファクスが４回、８時から10時の間でファクスが４回流れます。 

ラインワークスも流しますし、あとはそのエリアメールであるとか、防災無線だと

か、いろいろ流れますので、それについてはまたこの後全員協議会でも皆様にお知ら

せしたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 

委員長 事務局より説明が終わりました。 

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

会室にお待ちいただきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

閉会（午前９時52分） 

 

令和４年１月 28日 

   那珂市議会 議会運営委員会委員長 萩谷 俊行 

 


