
月日 区分 担当部 担当課

決定事項 総務部 行政経営課

報告事項 総務部 総務課

－ －

教育委員会委員の任命について 総務部 職員課

神栖市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部を改正する条例

健康福祉部 こども福祉課

神栖市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 健康福祉部 国保年金課

神栖市国民健康保険条例の一部を改正する条例 健康福祉部 国保年金課

神栖市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 健康福祉部 国保年金課

神栖市印鑑条例の一部を改正する条例及び神栖市多機能磁気カー
ドの発行等に関する条例の一部を改正する条例

生活環境部 市民課

神栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改
正する条例

生活環境部 水道課

市道路線の認定について 都市整備部 道路整備課

市道路線の変更について 都市整備部 道路整備課

報告事項 総務部 職員課

－ －

神栖市介護保険条例の一部を改正する条例 健康福祉部 長寿介護課

総務部 総務課

総務部 職員課

決定事項 企画部 契約管財課

報告事項 健康福祉部 社会福祉課

決定事項 教育委員会 教育総務課

報告事項 総務部 職員課

7月20日 報告事項 企画部 財政課

令和２年度庁議　付議事項一覧

案件名

「特別定額給付金(仮称)の給付に関するプロジェクトチームの設置」について

「令和２年第２回神栖市議会臨時会議案」について

「令和２年第２回神栖市議会定例会提出予定案件」について

「神栖市障害者活躍推進計画」について  

「令和２年第２回神栖市議会定例会提出予定案件（追加）」について

「令和２年第２回神栖市議会定例会提出議案」について

「令和２年度第３回職員採用試験の実施」について

「神栖市役所庁舎長寿命化計画の策定」について

「神栖市避難所運営マニュアルの改訂」について

「体育施設整備事業基本計画の策定」について

「令和２年度第５回職員採用試験の実施」について

「令和２年度一般会計補正予算(第7号)の専決」について

4月30日

5月25日

決定事項

報告事項

6月24日

7月15日

5月13日

決定事項



月日 区分 担当部 担当課案件名

－ －

神栖市附属機関に関する条例の一部を改正する条例 総務部 総務課

神栖市手数料条例の一部を改正する条例 企画部 財政課

神栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す
る基準を定める条例の一部を改正する条例

健康福祉部 子育て支援課

決定事項 健康福祉部 社会福祉課

報告事項 総務部 総務課

総務部 総務課

総務部 職員課

決定事項 企画部 財政課

報告事項 総務部 行政経営課

－ －

神栖市延滞金徴収条例の一部を改正する条例(案)の概要 企画部 財政課

神栖市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 健康福祉部 国保年金課

神栖市医師及び看護師修学資金貸与条例の一部を改正する条例
について

健康福祉部
地域医療推進

課

総務部 総務課

健康福祉部 地域医療推進課

企画部 政策企画課

企画部 政策企画課

12月23日 報告事項 総務部 行政経営課

決定事項 総務部 行政経営課

報告事項 総務部 秘書課

「令和２年第３回神栖市議会定例会提出予定案件」について

「地域交流・保健福祉機能拠点整備事業基本計画の策定」について

「令和２年第３回神栖市議会定例会議案」について

「特別定額給付金の給付に関するプロジェクトチームの廃止」について

「時間外勤務の上限規制に伴う対応」について

「令和３年度予算編成方針(案)」について

「令和２年度職員提案の審査結果」について

「令和２年第４回神栖市議会定例会提出予定案件」について

「令和2年第4回神栖市議会定例会議案」について

「連携による地域医療体制づくりのための市民への情報提供及び普及啓
発」について

「神栖市まち・ひと・しごと創生総合戦略の達成状況及び第２次神栖市総
合計画の進捗状況」について

「東日本大震災復興交付金事業の実績に関する評価」について

「死亡届に伴う手続きのワンストップ窓口の開設」について

「新型コロナウイルスワクチン接種に関するプロジェクトチームの設置」に
ついて

「神栖市職員等表彰規程」及び「神栖市職員等表彰規程に基づく表彰候
補者内申基準」の一部改正について  

8月6日 決定事項

8月19日

9月16日 決定事項

10月28日

11月4日 決定事項

11月11日 報告事項

12月16日 報告事項

1月15日



月日 区分 担当部 担当課案件名

－ －

神栖市附属機関に関する条例の一部を改正する条例について 総務部 総務課

神栖市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例につ
いて

総務部 総務課

「神栖市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条
例の一部を改正する条例

総務部 職員課

国際観光ホテル整備法に基づく不均一課税について 総務部 課税課

神栖市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部を
改正する条例

健康福祉部 障がい福祉課

神栖市介護保険条例の一部を改正する条例について 健康福祉部 長寿介護課

神栖市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
等を定める条例の一部を改正する条例について

健康福祉部 長寿介護課

神栖市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関
する基準を定める条例の一部を改正する条例について

健康福祉部 長寿介護課

神栖市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介
護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関
する基準を定める条例の一部を改正する条例について

健康福祉部 長寿介護課

神栖市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び
運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた
めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正
する条例について

健康福祉部 長寿介護課

人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて 健康福祉部 社会福祉課

神栖市空家等の適正管理に関する条例の一部改正について 生活環境部 防災安全課

神栖市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部
改正について

生活環境部 防災安全課

神栖市動物の愛護及び管理に関する条例の制定について 生活環境部 環境課

神栖市営住宅条例改正(案)について 都市整備部 都市計画課

神栖市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関す
る条例の一部を改正する条例について

産業経済部 企業港湾商工課

神栖市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産
税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例について

産業経済部 企業港湾商工課

企画部 政策企画課

企画部 財政課

総務部 秘書課

都市整備部 下水道課

産業経済部 観光振興課

「令和３年第１回神栖市議会定例会提出予定案件」について

「令和３年度重要政策」について

「令和３年度予算(案)」について

「神栖市職員等表彰規程」及び「神栖市職員等表彰規程に基づく表彰候
補者内申基準」の一部改正について (再報告)

「神栖市下水道事業経営戦略の策定」について

「神栖市PR大使の委嘱」について

決定事項

報告事項

1月26日

決定事項



月日 区分 担当部 担当課案件名

－ －

神栖市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 健康福祉部 国保年金課

損害賠償の額を定め、和解することについて 生活環境部 防災安全課

決定事項 総務部 行政経営課

総務部 総務課

企画部 契約管財課

決定事項 生活環境部 環境課

報告事項 総務部 職員課

3月17日 報告事項 企画部 市民協働課

生活環境部 廃棄物対策課

健康福祉部 長寿介護課

健康福祉部 こども福祉課

健康福祉部 こども福祉課

健康福祉部 子育て支援課

健康福祉部 長寿介護課

生活環境部 環境課

生活環境部 廃棄物対策課

企画部 政策企画課

企画部 政策企画課

「令和３年第１回神栖市議会定例会提出予定案件(追加)」について

「令和３年度の行政組織機構」について

「令和３年第１回神栖市議会定例会議案」について

 「随意契約情報の公表」について

「墓地整備基本計画の策定」について

「神栖市の公務部門における障害者雇用活躍推進委員会設置要項」に
ついて  

「令和３年度区長説明会の開催」について  

「神栖市一般廃棄物処理基本計画」について

「神栖市障害福祉施設長寿命化計画」について

「神栖市放課後児童クラブ室長寿命化計画」について

「神栖市児童館長寿命化計画」について

「神栖市保育施設長寿命化計画」について

「神栖市はさき福祉センター長寿命化計画」について

「神栖市かみす聖苑等長寿命化計画」について

「神栖市第一リサイクルプラザ長寿命化計画」について

「まちのにぎわいづくりプラン」について  

「神栖市地域公共交通計画」について  

2月8日

決定事項

報告事項

2月17日

報告事項

3月24日

決定事項


