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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３月17日（木）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  古川 洋一   副委員長  君嶋 寿男 

     委  員  小泉 周司   委  員  小池 正夫 

     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  萩谷 俊行   副議長  大和田 和男 

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）議案等の追加について 

…執行部より議案７件の追加提出あり 

（２）令和４年第２回定例会について 

…会期日程等について協議 

議事の経過（出席者の発言は以下のとおり） 

開会（午前９時26分） 

委員長 おはようございます。 

時間前ですけれども、おそろいのようでございますので、これより議会運営委員会

を開催したいと思います。 

執行部の方におかれましては我々も新しく、このたび議会運営委員会の委員も入れ

替わりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。 

我々はやる気満々でございますが、執行部の方におかれましては、退職を前に卒業

モードに入っていらっしゃる方もいるとするならば、任期中は一生懸命務めていただ

きたいなと心よりお願いを申し上げます。 

また、新型コロナウイルス感染症も少しずつ、終息のほうに向かっているのかなと

いう気はいたしますけれども、まだまだ気を許せない段階でございますので、今後と

も引き続き対策のほうよろしくお願い申し上げまして、ご挨拶にかえさせていただき

ます。 

本日はよろしくお願いいたします。 

それではただいまの出席委員は６名であります。 
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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 改めておはようございます。 

定例会最終日前の議会運営委員会、誠にご苦労さまです。 

そしてまた昨夜遅く、久しぶりというか強い地震がありまして、改めてこの災害に

対する気持ちをまた引き締めて、執行部の皆さんとまた議会もつくらなきゃならない

のかなと思っております。 

今後ともいろいろな面で、執行部の皆さんと協力しあいながら、議会もやっていき

たいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

以上で挨拶とさせていただきます。 

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。 

委員各位におかれましては、連日慎重なるご審議を賜っておりまして御礼を申し上

げます。 

議長からありましたように、昨日、大変大きな、11年前を思い起こすような地震が

ございました。 

議員におかれましても、それぞれ大変だと思うんですが、役所のほうも、12時過ぎ

に部長会議を緊急招集いたしまして、対策等を検討しました。 

先ほど防災無線でも市内に流しましたけれども、市内のインフラ、あるいは水道、

いろんなものについて、異常はございませんでしたので、市民の方々には、取りあえ

ず安心をして、ただ余震の可能性もあるんで、引き続き注意をしてくださいという趣

旨の防災無線を流しております。 

今後、そういったものに対して警戒を怠ることなく、市民の安心安全を守ることに

務めていきたいと考えております。 

新型コロナウイルス感染症のほうにつきましても、大変ご尽力いただいてるんです

が、まだまだ感染状況が続いています。 

21日で県は「まん延防止等重点措置」解除の予定でありますけども、引き続き注意

をもって、早期終息に向かって市役所一丸となって取り組んでまいりますので、今後

ともご指導、ご協力をいただければ、よろしくお願いをいたします。 

さて本日は、追加案件としまして、最終日に上程いたします議案７件につきまして、

説明をさせていただきます。 
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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。 

今後とも市政運営が円滑に推進できますようご理解、ご協力を賜りたくお願い申し

上げましてご挨拶とさせていただきます。 

よろしくお願いします。 

委員長 ありがとうございました。 

これより議事に入ります。 

（１）番、議案等の追加についてですが、資料をご覧のとおり、執行部から議案７

件が追加提出されました。 

内容については、お手元の議案書のとおりでございます。 

この追加議案につきましては、この後の全員協議会でご説明をいただきますけれど

も、総務部長から簡単に概要の説明をお願いいたします。 

総務部長 それでは明日最終日に追加で提出を予定しております議案の概要につきまして、

ご説明をさせていただきます。 

お手元の議案書をご覧ください。 

１枚おめくりいただきまして、議案一覧（追加）をご覧ください。 

ただいま委員長からお話がありましたとおり、明日、本会議、本定例会の最終日に

ご覧の条例の改正が２件、人事案件が５件の計７件の議案を市長から提出をさせてい

ただく予定でございます。 

まず条例改正ですが、議案第21号、那珂市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅

費に関する条例の一部を改正する条例、そして議案第22号、那珂市職員の給与に関す

る条例及び那珂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例で

ございます。 

こちらは、令和３年の人事院勧告、令和３年はマイナスの人事院勧告でございまし

たけれども、こちらの人事院勧告を受けまして、本市の条例を改正するものでござい

ます。 

例年、人事院勧告に伴う給与条例関係の議案につきましては、第４回定例会、12月

議会に提出させていただいているところでございます。今年度も準備はしておりまし

た。 

しかしながら、昨年は、衆議院議員解散総選挙が10月31日に行われましたことから、

その後、国会審議が大きくずれ込みまして、今回、ようやく衆議院において、国家公

務員の給与関連法案が提出されまして、先週の３月10日に可決、現在、参議院におい

て審議がされているという状況でございます。 

市といたしましても、国家公務員に準拠して実施したいというふうに考えておりま

して、今回提出をさせていただく運びとなりました。 

何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

詳細につきましては、全員協議会で説明をいたします。 
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続いて人事案件でございます。案件は５件あります。 

まず、那珂市副市長、それから那珂市監査委員の選任についてでございますが、そ

れぞれご本人から退職の申出がありましたことから、新たに後任者を選任するに当た

り同意を求めるものです。 

また、那珂市教育委員会委員、那珂市農業委員会委員、那珂市固定資産評価審査委

員会委員につきましては、それぞれ、委員の任期満了に伴いまして、新たに委員の任

命又は選任するにあたり、議会の同意を求めるものです。 

こちらも全員協議会のほうで説明させていただきたいと思います。 

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。 

追加議案につきましては、明日の本会議に上程し、委員会付託を省略して採決を行

うこととしたいと思いますがよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ありがとうございます。 

それではそのように決定いたします。 

続きまして、（２）番、令和４年第２回定例会会期日程（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、お手元にお配りしております、令和４年第２回那珂市議会定例会会

期日程（案）をご覧ください。 

１番下に記載してあります、開会前の議会運営委員会、全員協議会を５月26日木曜

日に予定しております。 

表の中に戻りまして、６月２日、木曜日、こちらが本会議、開会から議案の上程、

説明となります。 

３日から５日までが休会ですが、議案質疑通告締切りが３日正午までとなっており

ます。 

６日月曜日が一般質問。 

７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。 

８日が休会。 

９日が総務生活、10日が産業建設の各常任委員会。 

11日から12日が休会。 

13日が教育厚生、14日が原子力安全対策の各常任委員会。 

15日から19日までが休会。 

20日月曜日が議会運営委員会、全員協議会。 

21日、火曜日が最終日、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。 
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委員長 ありがとうございました。 

何かご質疑、ご意見ございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ではないようですので、この会期日程案について決定して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。 

ここで執行部に関係する案件は終了でございます。 

執行部の皆様お疲れ様でした。 

ご退席をお願いします。 

暫時休憩します。 

休憩（午前９時36分） 

再開（午前９時36分） 

委員長 再開いたします。 

（３）その他について事務局から説明をお願いいたします。 

事務局長 それでは事務局のほうから３点ほどご連絡いたします。 

まず４月の全員協議会の日程なんですけれども、今のところ４月21日木曜日を予定

しておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

それからコンプライアンス研修、ｅ－ラーニングなんですけども、皆さんタブレッ

トからやってくださいと言った研修なんですけども、現在のところ２人しかまだ完了

してないということでございますので、期限が４月５日までということなので、皆さ

ん実施するようによろしくお願いしたいと思います。 

これも全員協議会のほうでお話をさせていただきたいと思います。 

あと、ウクライナへの義援金のことで、ちょっと議長のほうからお話があるという

ことなんですけども、よろしいですか。 

議長 局長からお話がありましたけども、ウクライナの義援金を議会としてですか、個人

で幾ら出すという話は別としても、寄附できたらいいかなという考えでちょっとお話

したんですけど、ここで皆さんのご意見を聞きたいと思いますので、委員長、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

委員長 今議長のほうからウクライナへの義援金。どこ宛なんですか、これは。 

次長 今新聞報道等で幾つか、県内の市議会のほうで義援金を送っているっていう記事が

載っているんですけれども、それぞれ送り先はいろいろでして、ウクライナの在日大使館

に寄附しているところ、それから茨城新聞文化福祉事業団に寄附をしているところ、それ

から日本赤十字社のほうに寄附をしているところ等があります。 

現在、那珂市役所のほうで職員に義援金を募っているんですけれども、そちら社会

福祉課のほうで取りまとめをして、日本赤十字社のほうに送るっていうことになって

おりますので、もしこちらで集めるっていうことであれば、そのまま社会福祉課のほ
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うにお願いして日本赤十字社に送ってもらうということは可能です。 

そこの確認は取れております。 

委員長 ちなみに社会福祉課の取りまとめは、いつが期限。 

次長 今ちょうど回っているところなんですが、日本赤十字社のほうでは、取りあえずは

５月31日までに受け取ったものに関しては、ウクライナの支援に目的を決めて使うっ

ていうことになっているということですので、それまでの間でしたらば送金可能とい

うことです。 

職員のほうは各階で箱を回しているので、それが回収でき次第っていう形になると

思うんですけれども。 

委員長 いつ、最終的に社会福祉課で取りまとめて送るって決まっているんですか。 

次長 そこはちょっと決まってないと思います。 

全部回り終わって、集約した時点で送るっていう形みたいです。 

委員長 分かりました。 

まずはそういう支援をするかしないか、それから方法、どういう形で集めるか、幾

ら集めるか、その辺について何か皆さんのほうからご意見等ございましたらお願いい

たします。 

勝村委員 これはね、私もやはり義援金を送るべきだと思うんですが、金額は別としても、

私はやったほうがいいんじゃないかなと思うんです。 

委員長 ありがとうございます。ほかにございますか。 

小池委員 これはあれですか、希望者っていうか変な話、希望者が金額は幾らでもいいの。 

次長 今までの経緯ですと、例えば横手市の雪害被害とか、熊本地震とか、そういうのに

送ったケースでは皆さんから一律5,000円を集めて、それを送っています。 

委員長 例えば5,000円だとすると17名で。 

次長 ８万５千円ですね。 

委員長 そのぐらいの金額になるんですね、5,000円であれば。 

それは一つ参考ということで、横手市での雪害とかにはそういう形でやっていた。 

何かありますか、そういう例があるということで。 

小池委員 いいと思います。 

委員長 いいというのは、ゴーサインいただいていいという、統一して。 

ほかにございますか。 

寺門委員 送り先ですけれども、直接送る場合はウクライナ大使館ですか。 

次長 下妻市議会はウクライナの大使館に送っているんですけれども、大使館の口座に振

り込んだっていうふうに記事には書いてあります。 

ほかのところは、例えば茨城新聞の事業団とか、日本赤十字社に一旦預けたものを

送ってもらっているっていう形です。 

委員長 日本赤十字社をとおしても何にしても最終的にはそこに行くんでしょうかね。 
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この間、何か報道でその義援金の受入れの口座があるらしいですよね、あのウクラ

イナ大使館に、そういう報道もありました。 

副委員長 昨日、茨城県議会にウクライナの大使館の領事官がいろいろ挨拶しながら、支

援のお願いにしに来たということもあるんで、多分、県議会なんかは直接大使館に直

接送るのかなと思うんですけど。 

以前に直接渡しに行って、お礼に昨日来たっていうね。 

直接行くわけにいかないんで、送るなら大使館でもよろしいかと思うし、社会福祉

課をとおして日本赤十字社に送るのがいいのか、下妻市が先ほど話が出ましたけど、

多分10万円ぐらいかな。 

次長 下妻市議会は１人5,000円で議員20人分で10万円を送っている。 

副委員長 ですからやはり、１人5,000円ぐらいが妥当で送ればいいのかなと私は思いま

す。以上です。 

委員長 ありがとうございます。 

勝村委員 １人5,000円で、ウクライナ大使館へ直接送るのがいいのかもしれないな。 

委員長 はい、今、まとめのようなご意見ですけど、１人5,000円でウクライナ大使館の

受け入れ口座に直接振り込む方法が今出ましたけど、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 議長それでよろしいでしょうか。 

議長 はい。 

委員長 じゃそのように、これはあれですか、ここで決定しちゃってよろしいんですか、

全員協議会で皆さんに諮って。 

事務局長 そういうふうにしましょうということで。 

委員長 議会運営委員会としてはこういう意見になりましたが、皆さんよろしいですかっ

ていうことをお諮りすればよろしいですか。わかりました。 

事務局からご説明はほかにないですか。 

寺門委員 次回の全員協議会は４月21日で、これ時間は午前10時から。 

次長 10時からです。 

副委員長 議会運営委員会は開かない。 

次長 はい。議会運営委員会は開かないで。 

委員長 それと先ほどご説明のｅ－ラーニング受講方法ですけど、４月５日までこれ何日

かかるんでしたっけ。 

次長補佐 時間的には100分ぐらいです。 

委員長 それはその１日でやらなきゃならないの。 

次長補佐 いくつかのセクションに分かれていて、そのセクションごとに受講というか、

最後にテストみたいなのがありまして、それが合格すれば、そのセクションが終了す

る、次のセクションに行くっていう流れで、多分、５個か６個ぐらいのセクションだ
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ったんですけども、それがトータルで大体100分ぐらいで終わる予定です。 

次長 途中で切って、次やることもできます。 

委員長 それぞれのやり方でしょうけども、１日100分ていう時間が取りづらいかと思う

んで、早めに始めていただかないと終了できないということになりますので、なるべ

く早めに取り組んでいただければなというお話で、では以上で本日の案件が終了しま

した。 

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も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。 

お疲れ様でした。 

閉会（午前９時46分） 

 

令和４年４月21日 

   那珂市議会 議会運営委員会委員長 古川 洋一 

 


