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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５月26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  玉川  明 

総務部長  飛田 良則 

会議に付した事件 

（１）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 

（２）那珂市議会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27分） 

委員長 皆様おはようございます。 

本日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。 

ここ数日本当に暑くなってまいりました。 

クールビズっていうことですが、私６月からなのかなと思ってネクタイしましたけど

も、熱中症にならないようにそれぞれお気をつけいただき、それぞれの職務に頑張って

いただきたいというふうに思います。 

この後、全員協議会も含めていろいろございますので、ご挨拶は簡単にさせていただ

きまして、これより開催したいと思います。 

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。 



2 

 

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。 

今日、会議事件が（１）から（３）まであるということで少し時間かかりそうなので、

スムーズなご審議いただければと思います。 

それと、やはり新型コロナウイルス感染症が、少しづつ落ち着いてきているのかなあ

と思っておるんですけど、当市においても、なかなか本当の減少まで行かないという状

況だと思うんですけども、今定例会、事務局から進め方についてはお話があると思うん

ですけども、前回よりも議会のほうは少し緩んで、傍聴者は今までどおりという形で、

ご説明があると思います。 

定例会について、皆さんのご審議のほど、どうぞよろしく願います。 

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 皆さん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、厚く御礼申し上

げます。 

ただいま、お二人のお話がありましたけど新型コロナウイルスも、大分収まってきた

んですが、毎日皆さん数字見ていると思うんですが、残念ながらゼロにはなりません。 

ただ、そういう中でも注意をして、ふだんの生活、経済活動、社会活動に何とか戻ろ

うということで、今一生懸命努力をしていただいています。 

市中見ますと観光バスなんかも大分動くようになってきまして、やはり動きが出てき

たなっていうふうに感じています。 

市内の中学校も修学旅行、今のところ全部やろうということで、今、現場の先生方も

一生懸命頑張っていらっしゃいます。 

引き続き油断できませんけども、一生懸命、４回目の接種も６月早々にはご案内をす

る段取りになっています。 

そういったことも含めて、これからも皆様のご協力いただきながら頑張っていきたい

と思います。 

よろしくお願いします。 

さて、本日の議会運営委員会におきましては、６月に開催をお願いしております第２

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。 
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内訳としましては、報告が５件、専決処分が３件、条例の一部改正が３件、各種会計

補正予算が３件、その他３件の計 17 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５件ございます。 

ご審議のほう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。 

それでは本委員会の会議事件は別紙のとおりでございます。 

これより議事に入ります。 

１番、令和４年第２回定例会について初めに議案第34号、令和４年度那珂市一般会計

補正予算（第１号）につきまして、総務部長から説明をお願いいたします。 

総務部長 着座にて説明させていただきます。 

議案第34号、令和４年度那珂市一般会計補正予算（第１号）につきましては、子育て

世帯生活支援特別給付金事業に対しまして、4,895万7,000円の補正を行うものになりま

す。 

この事業につきましては、低所得者の子育て世帯に特別給付金を支給するものでござ

いまして、６月までに支給するよう国のほうから指示が出ております。 

通常であれば、６月21日の定例会最終日に採決をいただくという形でございますけれ

ども、それでは６月の支給が間に合わないということもございまして、本日開催をいた

します全員協議会において説明をさせていただいて、第２回定例会の初日に採決をお願

いするというものでございます。 

説明は以上になります。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございました。 

続きまして議案等の委員会付託について事務局から説明をお願いいたします。 

次長補佐 それでは本日の議会運営委員会、全員協議会の共通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、一覧のとおり報告が５件、議案12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２ページをお開きください。 

この後行われます全員協議会の協議・報告案件一覧でございます。 

議案等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９日、総務生活常任委員会が８件、10

日、産業建設常任委員会が２件、13日教育厚生常任委員会が３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、委員会への付託はございません。以上でございます。 
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委員長 ありがとうございます。 

常任委員会等の委員会付託も含めまして、何かご質問等ございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは議案等の委員会付託については委員会付託表（案）のとおりでよろしいでし

ょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 ありがとうございます。 

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。 

先ほど総務部長より説明がございました議案第34号につきましては、委員会付託を省

略し、今定例会初日６月２日に採決を行うということでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それではそのように決定いたします。 

続きまして請願・陳情の取扱いについて事務局から説明させます。 

次長補佐 ４ページをお開き願います。 

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）のとおり、今

回締切り日までに提出されました陳情が３件ございます。 

まず、１件目でございますけども、女性トイレの維持及びその安心安全の確保につい

ての陳情。こちら提出者は、神奈川県大和市、女性スペースを守る会共同代表飯野香里

様ほか３名でございます。 

続きまして、２件目でございますが、国民の祝日海の日を７月20日に固定化する意見

書の提出を求める陳情ということで、東京都千代田区、こちらは海事振興連盟、会長衛

藤征士郎様からとなっております。 

３件目ですが、沖縄を捨て石にしない安全保障政策を求める意見書の提出を求める陳

情ということで、こちらは埼玉県さいたま市、辺野古を止める全国基地引取り緊急連絡

会、代表者大庭和雄様、以上３件から出ております。 

こちらは申合せ内規で、いずれも配付のみということでなっております。 

陳情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。 

委員長 ありがとうございます。 

何かご質問等ございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは郵送による送付ということで意見に対しましては配布のみでということでご

ざいます。 

陳情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） 
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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、一般質問通告の検討について事務局から説明させます。 

次長補佐 16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、通告順にお名前と予定時間、質問内容を記載してございます。 

まず１番、古川議員でございます。市民アンケートについて、時間は50分から60分と

いうことでございます。 

２番、石川議員でございます。老障介護について、時間は30分でございます。 

３番、原田議員、消費生活センターについてほか２件で、時間は40分でございます。 

４番、小泉議員、防犯灯の整備についてほか２件で、時間は60分でございます。 

５番、木野議員、指定ごみ袋についてほか３件で、時間は30分でございます。 

17ページをお開き願います。 

６番、冨山議員、買い物弱者への対策ほか１件、時間は30分でございます。 

７番、小池議員、子供家庭総合支援拠点についてほか２件で、時間は40分でございま

す。 

８番、花島議員、インボイス制度についてほか５件、時間は45分でございます。 

18ページをご覧ください。 

９番、寺門議員、新型コロナウイルス感染症に関する後遺症についてほか２件で、時

間は60分でございます。 

次に19ページをお開きください。 

一般質問に提出を求める資料でございますが、古川議員より請求がございました。 

以上でございます。 

委員長 ありがとうございました。 

今回は重複する質問はなかったということでございます。 

一般質問通告に関して何か皆様のほうからご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ありがとうございます。 

なければ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。 

よろしくお願いします。 

（くじのよる抽せん） 

委員長 順番が決定いたしましたので、事務局よりご報告をお願いいたします。 

次長補佐 では順番のほうお伝えいたします。 



6 

 

１番が寺門議員、２番が花島議員、３番が古川議員、４番が小泉議員、５番が木野議

員、６番が原田議員、７番が冨山議員、８番が小池議員、９番が石川議員、以上でござ

います。 

委員長 ありがとうございます。 

続きまして一般質問の日程について、何日に何人ずつやるかということですね、ご審

議をお願いしたいと思います。 

（複数の意見あり） 

委員長 ５人、４人というと、木野議員まで、２日目は、原田議員から、９番、石川議員まで。

時間的にはどうでしょう、何とかあれですか。 

次長 時間的に最初のほうに長い方が集まっていますので。 

（複数の意見あり） 

委員長 そうすると２日目は何時頃までかかりそうですかね。 

午後ちょっと入るぐらい。 

２日目に一般質問終了後の予定もありますけれども、何とかなりそうですか。 

大丈夫ですか、５人・４人で。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは６月６日は５名、６月７日は４名ということにしたいと思います。 

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。 

続いて会期日程（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 資料の20ページお開きください。 

第２回定例会の会期日程（案）でございます。 

６月２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。 

６月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日の正午までとなって

おります。 

６日月曜日が一般質問こちらが５人、７日、火曜日が一般質問４人と、議案質疑、議

案の委員会付託になります。 

８日は休会、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日教育厚生、14日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。 

委員長 ありがとうございます。 

何かご質問ご意見等ございますでしょうか。 
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よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 では会期日程案についてはこれで決定したいと思います。 

ここで執行部に関する案件は終了でございます。 

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。 

暫時休憩します。 

休憩（午前９時45分） 

再開（午前９時45分） 

委員長 再開いたします。 

続きまして全国市議会議長会、茨城県市議会議長会の表彰伝達について、事務局より

ご説明をお願いいたします。 

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、福田議員が議員在職20年以上で、寺門議員が議員在職

10年以上で表彰、また、福田議員は、建設運輸委員会委員としての感謝状を受けられま

す。 

茨城県市議会議長会からは、福田議員が議員在職20年以上の表彰、また、議長会退会

による感謝状が贈呈されます。 

表彰伝達式は、第２回定例会の初日、６月２日、議場にて行いたいと思います。 

なお、代表謝辞は福田議員にお願いする予定でございます。 

以上でございます。 

委員長 ありがとうございました。 

何かご質問等ございますでしょうか。 

（「ないです」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは事務局案のとおり表彰につきましては、定例会初日の議場で行うということ

で実施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） 

委員長 それではそのように決定いたします。 

続きまして、那珂市議会会議規則の一部改正についてでございますが、５月12日の議

会運営委員会で協議した内容とは別に改正するものでございますので、事務局からご説

明をお願いいたします。 

次長補佐 資料の21ページをご覧ください。 

前回５月12日のときにお配りした資料の中で、23ページのところに括弧で追加という

ことで、記載しているものでございます。 
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今回、会議規則の第105条の第２項中に記載があります、地方自治法の条項の記載が平

成24年の法改正前の条文のままとなっていたことが判明しましたので、こちらを関連す

る申し合わせ内規とあわせまして修正するものでございます。 

新旧対照表を24ページ、申し合わせ内規の該当部分を27ページに掲載してございます。 

説明は以上でございます。 

委員長 ご説明がございました。 

分かりづらいかもしれせん。何かご質問等ございますか。 

内容というよりも文言の整理となりますけれども、よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 では、この改正につきましても前回協議していただいた内容と併せて、議会運営委員

会の発議として上程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） 

委員長 ではこの件につきましても、この後の全員協議会でご報告し、定例会の最終日に併せ

て上程したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

次にその他についてですが、議員と語ろう会についてなんですけれども、日程につき

ましては、10月あたりで土日で４会場を抑えられる日ということで、事務局のほうにお

願いをしましたが、10月１日土曜日が４会場の予約が可能だったというふうに確保でき

たということでございますので、そちらを事務局で仮予約をしていただいております。 

日程につきましては10月１日土曜日ということでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 では10月１日に決定いたします。 

事務局のほうから、午前２会場、午後２会場をご説明いただけますか。 

次長補佐 今、会場のほう抑えているものですけれども、10月１日、午前中２時間は全部押

さえてあるんですけども、中央公民館が10時から、らぽーるが同じく10時からというこ

とで、こちらは12時まで、片付けとかもありますから11時半ぐらいにある程度早めに閉

じる形になる可能性もあるかと思うんですけども。 

そちらで予約は取っております。 

また、午後になりますけども、こちら２時からふれあいセンターよこぼり、ふれあい

センターよしの２会場を押さえております。 

こちらのほうも４時半から夜間の貸出しっていうことでしたので、４時よりもちょっ

と早い時間帯に終了して、片づけまで含めてという形で、この時間になるかと思います

ので、よろしくお願いします。 

以上でございます。 

委員長 ありがとうございます。 
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中央公民館とらぽーるが午前中10時から、それからふれあいセンターよこぼりとふれ

あいセンターよしのが14時からということです。 

一応２時間ぐらいと考えておりますが、事務局からご説明あったように片づけの時間

を含みますので、大体正味１時間半ぐらいなのかなというふうに考えております。 

ということで、10月１日にそちらの４会場で行うということに決定したいと思います。 

前回ここまでちょっとお話をしなかったと思うんですが、この４会場は各委員会ごと

にやるということではなくて、各委員会の委員を４会場に配置するということでござい

ますので、特に委員会ごとのテーマというのは必要ないと思うんですけれども、その４

会場それぞれの、何かテーマを決めたほうがいいのかっていうことをちょっとご意見を

いただきたいんですけれども、いかがでしょうか。 

小泉委員 今回、趣旨として４会場に分けたというのは新型コロナウイルス感染症もあって、

ある程度人数が集まらないようにということだったと思います。 

なので、私はそのテーマを固定するよりは、フリートークでいろいろと意見をもらっ

たほうがいいんではないかと思います。 

委員長 ありがとうございます。 

ほかにございますか。 

寺門委員 小人数ということで４会場の場合ですね、なる可能性があるということなんですけ

れども、フリーテーマだとちょっと何を話していいかわからないということになるんで、

まあ当たり障りないっていうか、ポストコロナも含めて、これからの那珂市について、

忌憚のないご意見をくださいということでいいんじゃないでしょうかね。 

もうどれにも当てはまるっていうか皆さんが言いやすい。 

委員長 どういう内容であっても、今後の那珂市の将来じゃないけども…… 

寺門委員 そういったものについて広く、どうお考えでしょうかということでやっていったほ

うが、これテーマ限定しちゃうと、もう当然、いろいろとそこだけにという話になって

しまうんで、そういうことで、ある程度目安にもなりますし、そのほうが話しやすいの

かなあという気はいたします。 

もしくは、フリーの部分とこれからの那珂市についてと分けてやるか、分けなくても

これからの那珂市についてということであればいいんじゃないのかということで思いま

す。 

委員長 分かりました。 

ちなみに各会場を別なテーマにするっていうことではないですからね。 

それぞれテーマを決めちゃうと、ほんとに偏りができたり、いろいろしますので、広

く大きなテーマ設けるか、もしくは、もう何でも受けましょうというフリートークにす

るのかというような話になるかと思うんですけども。 
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どうでしょうか、今二つのご意見が出ましたけれども。 

勝村委員 やはりフリーでやったほうが、テーマを決めないでフリーのほうが、２年前、３年

前だっけ、あれも委員会毎に分けたけど、あのときは固定はしてなかったんだよね。テ

ーマは出せなかった。その中で、かえってその方がいろんな話をできたよね。  

だから、テーマを決めないでフリートークのほうがいいと思う。 

小池委員 私も時期的なものもありますけど、やはり３年前に一生懸命いろいろこうメモして

いたり、その頃のことを思い出したりするんですけど、やはり言いたいことがたくさん

あるかもしれないので、決めないでやったほうがいいと思います。 

委員長 仮に決めたとしても色々出てくるでしょうけれどもどうでしょう。 

副委員長 時間が短く決められているし、何人集まるかわからないので、一応フリートークと

いう形で持っていきながら、一つは、やはり市民は新型コロナウイルス感染症っていう

のが気になるから、何かそういう新型コロナウイルスに関して気になることがあればと

いうような形をちょっと振るくらいでいいのかな、あんまりこうこだわらないで、そう

いうことで進めていければいいのかなと私は思います。 

委員長 ありがとうございます。 

いずれにしても、寺門委員もテーマって言っても何かに固定したとか限定したテーマ

ではないので。 

寺門委員 出てれば話しやすいでしょうと。何もないと。 

言いたいことをお聞きするっていうこともまず大事だと思うんですけれども、やはり

その今後についてのほうが、どちらかというと、お聞きしたいねっていうとこです。 

現状から今後ですね、ということなんでいいですよ。 

委員長 どうでしょう。 

フリートークというようなご意見が多いですけれども、よろしいですか。 

寺門委員どうですか、やはり決めたほうがいいって。 

寺門委員 フリートークということで。 

委員長 よろしいですか。 

分かりました。特にテーマを決めずにフリートークで、ですから、当然皆さん方いろ

んな意見が出てくるということは想定していただいてやっていきたいと思います。 

それではそのように決定をしたいと思います。 

まず日にちと時間、場所が決まりましたし、テーマは特別設けないということですか

ら、以前７月ぐらいにもっと詳細を協議して、広報なかの９月号ぐらいに出すために、

７月ぐらいまでに詳細を決定しましょうというお話をしましたが、ここで日程、場所決

まりましたので、６月定例会終わった後の議会だよりにも間に合いそうなんですよ。 

特にその後お知らせることがなければ、なので、そういうことで議会だよりにもお知
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らせをしていただく、内容を掲載していただくようにしたいと思いますが、よろしいで

すか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは次に、事務局から説明がございます。 

事務局長 時間もないので、簡単に手短にお話しさせていただきます。 

私のほうから新型コロナウイルス感染症対策について今回の定例会のなんですけれど

も、新型コロナウイルスも比較的落ち着いておりますので、今まで３月のときにやった

一般質問のときに、人数を減員させるということは、やらなくても大丈夫かなと。 

ただし、傍聴者だけは半分に抑えたいと思います。 

傍聴者の方については、不特定多数で誰が来るかわかりませんので、隣に座った方が

ちょっと不快感を感じるかもしれませんので、傍聴者については一応人数は半分にして、

そのほかについては、人数は本会議とか常任委員会については、人数は制限しないとい

うことでやってい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。 

あとはラインワークスの件なんですけども、トークのところに常任委員会のフォルダ

をつくりましたので、ご活用いただければと思います。 

ちょっと簡単で話が分からなかったと思うんですが、よろしくお願いします。 

委員長 ありがとうございます。 

各常任委員会のフォルダをつくって、ご自由に活用していただきたいという、そのフ

ォルダをそこに作っただけですよね。 

その中で委員会内のメンバーの会話ができるとかそういうことじゃないですよね。 

事務局長 メンバーしかそこは見えないんです。 

メンバーの方がそこで使っていただいて。 

委員長 そこでトークができるわけ。 

事務局長 そうです。 

委員長 ただ資料はそこにありますよというだけじゃなくて。 

事務局長 そうです。 

委員長 分かりました。皆さん大丈夫ですか。 

事務局長 グループラインです。 

委員長 グループラインね、分かりました。 

ありがとうございます。 

それとちょっと飛ばしてしまったんですが、皆様のところお手元にこういったカラー

で資料がございます。 

私のほうで本当に特に意味なく、このように、議会運営委員会のメンバーと正副議長

につきましては、このように割り振らせていただきましたが、以前、その地区の中に同
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じ地区の議員がいないほうが、地区の要望ばかりなっちゃうんじゃないかとかっていう

懸念してましたけど、今回、私が勝手に振りましたけど、見られます。それについては

どうですか。 

やはり、その地区にその議員が行かないようにほうがよろしいですか。 

ちなみにこのコーディネーターは議会運営委員会の正副委員長で勤めたいと思います

ので、コーディネーターについては、住民の方との議論というか、やるには加わらない

という形になるかと思います。 

実質、書記の方を含めた、４名から５名の方が、語ろう会を議論していただくという

形になります。 

ちなみに私ども正副委員長もですけども、正副議長も午前中、午後もお二人で、２回

づつ割り振らせていただいた、ご挨拶も含めて、割り振らせていただいたんですが、い

かがでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

副委員長 私、総務生活に所属していて、ここでコーディネーターに入っていると、例でいう

とらぽーる、誰か入るんですけど、ですから、総務生活の立場で入るかコーディネータ

ーの立場で入るかによって、ちょっと、場所は、そうすると私、２会場、午前１回、午

後１回出ますから、どっかが振り分け出来なくなっちゃうと思うんで。 

委員長 コーディネーターの任命は、例えば今おっしゃった、１日の午前中の君嶋副委員長が

らぽーるでコーディネーターを務めていただきますが、意見交換会のところにその青い

ところ総務とあります。 

これはまた別の方でお願いしたいというふうな意味なんですよ。 

そうすれば、各コーディネーター別にしても、意見交換の中に必ずどこかの委員会の

方がいらっしゃるようにしてありますけど。 

副委員長 私はその委員会の中には入らない。 

委員長 ですから私も教育には入らないということで考えました。 

副委員長 分かりました。そういう感じでね。 

委員長 よろしいですか、特に問題なければ。 

次長 地区はどこにでも自分の地区だろうが、ほかの地区だろうが、自由に入るということで

よろしいでしょうか。 

委員長 特に今、ご意見もないので。 

では、各常任委員会で委員長にお願いしまして、それぞれの青は総務生活、黄色は産

業建設、赤は教育厚生常任委員会の中で、空欄になってるところに氏名を入れていただ

いて埋めていただくような形でお願いしたいと思います。 

よろしいでしょうか。 
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（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 では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時から全員協議会でもこの資料を使いますので、全員協議

会にお待ちください。 

以上でございます。 

閉会（午前10時04分） 

 

令和４年７月８日 

   那珂市議会 議会運営委員会委員長 古川 洋一 

 

 


