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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４年２月22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  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４年第１回定例会について 

…会期日程等について協議 

（２）議会委員会条例、会議規則の一部改正について 

…改正内容について協議 

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 皆さん、おはようございます。 

定例会前の議会運営委員会ご出席いただきまして、大変ご苦労さまです。 

本日は、会議事件は令和４年第１回定例会について、議会委員会条例、会議規則の

改正についてと、またその他、数があるというか、盛りだくさんなものですから、慎

重なりにもスムーズな協議をよろしくお願いしたいと思います。 

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。 

委員長から、今お話がありましたけど、令和４年の第１回定例会に向けての議会運
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営委員会ということで、大変ご苦労様でございます。 

また、新型コロナウイルス感染症が、本市でもちょっと横ばいの状態ということで、

なかなか収束に至らない。 

そういう面では執行部の担当部署の方も大変ご苦労があるかと思います。 

ひとつ、さらなるご尽力、我々議会としても惜しみないそういう支援をしていきた

いと、こういうふうに考えております。 

ひとつ、慎重なるご審議を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。 

ご苦労様です。 

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つきまして、特段のご配慮を賜り

厚くお礼申し上げます。 

ただいま議長のほうからありましたように、新型コロナウイルス感染症、まだまだ

ちょっと収まりません。 

特に子供たちの中で、感染がまだ収束しないということでご心配をかけております。 

過日の報道なんかで、全国の中で茨城県が学校休校の割合が多いという報道なんか

もありましたようですけども、県当局もやはり慎重の上に慎重をということで、そう

いうことになってきているんだと思うんですが、間もなく、卒業のシーズンを迎えま

すんで、学校教育現場で非常に今苦慮してますけども、何とか子供たちの記念の行事

がきちんとできるように頑張ってやってますんで、これからもご支援、ご協力をいた

だきたいと思います。 

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ご説明をさせていただきます。 

内訳としましては、報告が１件、専決処分が１件、条例の一部改正が３件、各種会

計補正予算並びに新年度当初予算に係る議案が11件、その他２件の計18件となってお

ります。 

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して、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。 

本委員会の会議日程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４年第１回定例会について、議案等の委員会付託について、事務局から説明願

います。 
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次長補佐 それでは、議案の委員会付託についてご説明しますが、その前に、今回の資料

に関しましては、全員協議会のフォルダ、タブレットのほうにも電子データとして入

っておりますので、そちらも後でご覧いただければと思います。 

では説明のほうに入っていきたいと思います。 

提出議案につきまして、資料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17件となってお

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１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。 

この後の全員協議会での協議、報告案件につきましては４件となっております。 

また、３月17日の協議、報告案件につきましては、今のところ４件を予定しており

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、表にありますとおり３月９日、総務生活常任委員会８件、10日、

産業建設常任委員会が５件、11日、教育厚生常任委員会が９件でございます。 

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。 

（「ありません」と呼ぶ声あり） 

委員長 では議案等の委員会付託については、委員会付託表（案）のとおり決定いたした

いと思います。 

続きまして、請願・陳情の取扱いについて事務局から説明願います。 

次長補佐 それでは資料の４ページをご覧ください。 

請願・陳情の取扱いでございますが、今回、締切り日まで提出されたものが、請願

が１件ございます。 

件名は、中華人民共和国新疆ウイグル自治区での人権侵害に関して、被収容者の釈

放や人権侵害を終わらせるための有効な手段を取るよう国連諸機関へ働きかけを求め

る意見書提出に関する請願でございます。 

請願者は、水戸市赤塚１丁目１９６９－９、公益社団法人アムネスティ・インター

ナショナル日本水戸グループ代表望月明様でございます。 

紹介議員は大和田議員でございます。 

所管する委員会は総務生活常任委員会でございます。 

請願の内容につきましては、５ページ以降をご覧いただきたいと思います。 

以上でございます。 
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委員長 これについてご意見等ございますか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 請願は請願・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 では８ページをお開き願います。 

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、質問内容を記載してございます。 

では１番から読み上げていきたいと思います。 

１番、石川議員、ヤングケアラー支援について、時間は30分でございます。 

２番、冨山議員、18歳成人についてほか２件で、時間は30分でございます。 

３番、小池議員、新型コロナ第６波による学校でのタブレット活用の現状と課題に

ついてほか１件で、時間は30分でございます。 

４番、古川議員、不妊治療についてほか１件で、時間が50分と記載しておりますが、

こちらは30分に変更になりました。訂正のほうをお願いいたします。 

５番、木野議員、行政のワンストップサービスについてほか1件、時間は30分でご

ざいます。 

６番、小泉議員、学童保育事業の在り方について、時間は40分でございます。 

９ページをご覧ください。 

７番、原田議員、ＤＶ対策についてほか１件で、時間は30分でございます。 

８番、花島議員、市内の地形等の把握についてほか４件で、時間は50分でございま

す。 

９番、寺門議員、那珂市原子力防災訓練結果についてほか１件、時間は50分でござ

います。 

10ページをお開き願います。 

小池議員、古川議員より提出を求める資料が出ております。 

11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 ありがとうございました。 

一般質問通告に関して、何かご意見等ございますか。 

（「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。 

順番は抽選により行います。 

（くじによる抽せん） 
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次長補佐 抽せんの結果を、順番をお伝えいたします。 

１番が小池議員、２番が原田議員、３番が石川議員、４番が木野議員、５番が冨山

議員、６番が古川議員、７番が寺門議員、８番が小泉議員、９番が花島議員になりま

す。 

（１日目、２日目の振り分けを協議） 

委員長 一般質問の順番は決定いたしました。 

一般質問の日程については、３月４日、６人、３月７日、３人で、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。 

続いて、会期日程（案）について事務局から説明させます。 

次長補佐 資料の12ページになります。 

会議日程（案）でございます。 

第１回定例会の、開会日が３月１日火曜日、こちらが本会議、開会から議会構成ま

でとなっております。 

３月２日は、施政方針説明、議案の上程、説明となっており、またこの日の正午が、

議案質疑、通告締切りとなります。 

３月３日が休会で、４日が一般質問。 

５日、６日が休会、７日月曜日が一般質問と議案質疑、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。 

８日が休会となり、９日から11日までが総務生活、産業建設、教育厚生の各常任委

員会。 

12日、13日が休会。 

14日月曜日に原子力安全対策常任委員会。 

15日、16日が休会。 

17日議会運営委員会、全員協議会で、この日討論通告の締切りが正午、追加議案の

質疑、討論通告締切りが、午後５時までとなっております。 

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。 

この後、局長より補足説明があります。 

事務局長 会期日程のついでなんですけれども、執行部の出席の件についても併せてご審

議いただきたいなと思いまして、まず３月１日でございますけれども、この日は議会

構成ということで、慣例によりまして、正副議長、後は常任委員会の改選がございま

す。 

この日は執行部の案件がないということでございますので、冒頭、開会のときには、

執行部の方が全員がそろって出席して、市長の挨拶までやりますが、その後は休憩し

て、選挙であるとか、議会の常任委員会の選任であるとか、そういう議題になります
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ので、その後に本会議をまた開きますけれども、その際に、今想定しているのは、市

長、副市長、教育長とあと総務部長の４人が出席して、立会いをするという形ではど

うかということです。 

それから、もう１点、一般質問についてなんですけれども、今回新型コロナウイル

ス感染症の那珂市の人数がなかなか減少していないということでございまして、蔓延

防止対策も３月６日まで延長されておりますので、前回やったように、一般質問時の

出席者を、議場の中の人数を少し減らして実施してはどうかということで考えており

ますので、その辺もあわせてご意見をいただきたいと思います。 

委員長 今、事務局から説明ありましたけども、まず３月１日、本会議、これを最初は部

長を含めた全員、その後は市長を含めた４名が出席ということです。 

もう一つは一般質問はコロナ禍で、議員が本会議場に全員じゃなく、前回やったよ

うな形で、控室にという形の説明がありました。 

これについて皆さんのご意見を聞きたいと思います。 

事務局長の説明でいいのかどうかですけど。 

勝村委員 今、事務局長が言ったように、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のことも

あるんで半分にするというかね。それでもいいんじゃないかと思います。 

寺門委員 一般質問については半数で入替えということで想定をしているわけでよね。で

あれば、コロナ対策にもなりいいと私も思います。 

委員長 では局長の説明どおり決定でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ではそのように決定したいと思います。 

ここで、執行部の案件は全部終了いたしました。 

執行部の皆さんお疲れ様でした。 

ご退席お願いします。 

暫時休憩いたします。 

休憩（午前９時50分） 

再開（午前９時51分） 

委員長 再開いたします。 

次、議会委員会条例、会議規則の一部改正についてですが、事務局から説明を願い

ます。 

次長補佐 すみませんが時間が押しているので、詳細のほうは全員協議会でご説明したい

と思いますので、ざっと内容のほうだけ説明させていただきたいと思います。 

概略のほうだけ説明いたします。 

今回、タブレットを導入したことによりまして、災害や感染等の蔓延、育児、介護

により、委員会の出席ができない場合において、委員長の判断により、オンラインで

委員会出席できるよう改正を行うものでございます。 
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こちら委員会条例と会議規則、どちらもそのオンラインに関しての変更ということ

になります。 

実際の新旧対照表、14ページになりますが、こちらは全員協議会のほうで、詳細に

つきましてはご説明したいと思います。 

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すか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは、本定例会最終日に議会運営委員会発議として上程することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 では、この後の全員協議会で全議員に説明し、定例会最終日に上程することとい

たします。 

次にその他について、事務局から説明願います。 

事務局長 私のほうからの新型コロナウイルス感染症対策についてご説明させていただき

ます。 

今回も、現在、まん延防止等重点措置が継続しているということで、議会としても

新型コロナウイルス感染症対策を実施していきたいと思います。 

本会議の出席者については、先ほど言ったとおりでございます。 

それ以外は今までと同様に、検温とか消毒を実施、後は途中で議場内のマイクの消

毒等を実施していきたいと思います。 

それから傍聴席のほうも半数っていうことで、制限をかけて実施していきたいと思

います。 

それから、会期中、議員の皆様には全員協議会でもお話ししますけれども、不要不

急な外出は避け感染しないように、もし感染してしまいますと、会議等が開けなるお

それがありますので、まずはその部分を十分注意していただければというふうに思い

ます。 

新型コロナウイルス感染症対策のほうは以上でございます。 

次長 時間もちょっとありませんので、21ページと22ページのほうに常任委員会関係の資

料をおつけしておりますが、詳しくはこの後の全員協議会のほうでご説明したいと思

います。 

22ページのほうで、委員会の希望調査を18日に締切りまして、今のところ、こうい

う状況になっておりますので、こちらをおつけしております。 

３月１日の議会構成の手順につきましては、後ほど説明させていただきます。 

あと、全員協議会の最後に、令和４年度の議会費の予算についてご説明をさせてい

ただきますので、資料は23ページになります。 

事務局長 あともう３点なんですけど、３月１日のライブ配信についてなんですけれども、
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３月１日は本会議をやって、全員協議会また、本会議をやって、全員協議会というこ

とになります。 

その際に、本会議は、生放送をユーチューブとかに配信をしてるんですけども、全

員協議会が限定配信ということで、ＵＲＬをもらった人だけしか見えない状況になり

ます。 

その切替えが、ちょっと時間と手間がかかりますので、３月１日については、本会

議のみの館内とか、ユーチューブでの配信とさせていただきたいと思います。 

全員協議会のほうは、放送は物理的にちょっと難しいんで、放送しないということ

で、ご了解のほうをお願いしたいと思います。 

それから、お手元にお配りしてあります議会のホームページのご意見ということで

ございまして、先週の18日に一応、議会のホームページにご意見という形でいただき

ましたんで、これについて回答については特に求めていらっしゃらないということで

ございますので、今回の議会運営委員会の皆様にご了解いただきまして、このような

ご意見がありましたということを、ほかの議員の皆様にも全員お伝えいたしまして、

ご意見をいただいた方につきましてはご意見ありがとうございましたということで、

議員の皆様には情報を共有いたしましたという返事をさせていただきたいと思います

のでよろしくお願いしたいと思います。 

それと議員研修についてでございますけども、前回お話ししてご了解いただきまし

た、議員のコンプライアンス研修の講座を申込みましたので、この後全員協議会のほ

うでも詳しくそれを説明しまして、タブレット上でできるような研修になりますので、

タブレット活用も含めて、研修のほうをお願いしたいと思います。 

よろしくお願いしたいと思います。 

以上です。 

委員長 本日の審議について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。 

ご苦労様でした。 

閉会（午前９時57分） 

 

令和４年２月28日 

   那珂市議会 議会運営委員会委員長 萩谷 俊行 

 


