
月日 区分 担当部 担当課

決定事項 生活環境部 廃棄物対策課

総務部 総務課

総務部 職員課

－ －

財産の取得について 総務部 行政改革推進課

神栖市診療所開業資金貸与条例 健康福祉部 地域医療推進課

市道路線の認定について 都市整備部 道路整備課

市道路線の廃止について 都市整備部 道路整備課

企画部 政策企画課

報告事項 総務部 職員課

－ －

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

報告事項 総務部 総務課

－ －

鹿島地方事務組合規約の変更について 生活環境部 廃棄物対策課

総務部 総務課

総務部 職員課

生活環境部 廃棄物対策課

令和元年度庁議　付議事項一覧

案件名

「可燃性一般廃棄物処理施設の神栖市側建設候補地」について

「平成３１年第１回神栖市議会臨時会議案」について

「第１回職員採用試験の実施」について

「令和元年第２回神栖市議会定例会提出予定案件」について

「神栖市総合計画実施計画（案）」について

「令和元年度第２回職員採用試験の実施」について  

「令和元年第２回神栖市議会定例会提出予定案件（追加）」について

「令和元年第２回神栖市議会定例会提出議案」について

「令和元年第２回神栖市議会定例会提出予定案件（追加）」について

「令和元年第２回神栖市議会定例会提出議案（追加）」について  

「夏季休暇と年次有給休暇の計画的な取得」について

「可燃性一般廃棄物処理施設の建設予定地」について

4月10日

報告事項

決定事項

5月20日

決定事項

5月24日

決定事項

報告事項

5月10日



月日 区分 担当部 担当課

7月5日 報告事項 総務部 職員課

－ －

神栖市職員の給与に関する条例及び神栖市職員の旅費に関する
条例の一部を改正する条例

総務部 職員課

神栖市会計年度任用職員の給与，報酬及び費用弁償に関する条
例

総務部 職員課

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴
う関係条例の整備に関する条例

総務部 職員課

神栖市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 健康福祉部 社会福祉課

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

神栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負
担額に関する条例の一部を改正する条例

健康福祉部 子育て支援課

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
を改正する条例

生活環境部 防災安全課

神栖市印鑑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

神栖市水道事業給水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

神栖市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例 教育委員会 学務課

健康福祉部 地域医療推進課

健康福祉部 地域医療推進課

健康福祉部 地域医療推進課

－ －

あらたに生じた土地の確認について 総務部 総務課

字の区域の変更について 総務部 総務課

監査委員の選任について 総務部 職員課

報告事項 総務部 総務課

案件名

「令和元年度第３回職員採用試験の実施」について

「令和元年第３回神栖市議会定例会提出予定案件」について

「救急医療対策行政に係る循環器疾患救急患者受入体制の整備」につ
いて

「神栖市地域医療体制検討委員会の設置」について

「神栖市若手医師きらっせプロジェクト事業」について

「令和元年第３回神栖市議会定例会提出予定案件（追加）」について

「令和元年第３回神栖市議会定例会提出議案」について

報告事項

8月20日

決定事項

8月1日

決定事項



月日 区分 担当部 担当課

決定事項 企画部 財政課

総務部 行政改革推進課

企画部 政策企画課

－ －

鹿行広域事務組合規約の変更について 企画部 政策企画課

鹿行広域事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分に
ついて

企画部 政策企画課

土地の取得について 健康福祉部 社会福祉課

神栖市高齢者ふれあいセンター「むつみ荘」の指定管理者の指定
について

健康福祉部 長寿介護課

神栖市火葬施設（かみす聖苑，はさき火葬場）の指定管理者の指定
について

生活環境部 環境課

神栖市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 生活環境部 水道課

神栖市水道事業給水条例の一部を改正する条例 生活環境部 水道課

神栖市下水道事業の設置等に関する条例 都市整備部 下水道課

神栖市営日川浜オートキャンプ場の指定管理者の指定について 産業経済部 観光振興課

神栖市矢田部サッカー場の指定管理者の指定について 産業経済部 観光振興課

神栖市ゆ～ぽ～とはさきの指定管理者の指定について 産業経済部 観光振興課

神栖市ふれあいセンター湯楽々の指定管理者の指定について 産業経済部 観光振興課

－ －

神栖市固定資産評価審査委員会委員の選任について 総務部 総務課

神栖市監査委員条例の一部を改正する条例 - 監査委員事務局

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

神栖市職員の給与に関する条例及び神栖市一般職の任期付職員
の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

総務部 職員課

都市整備部 都市計画課

総務部 総務課

総務部 職員課

総務部 職員課

生活環境部 環境課

案件名

「令和２年度予算編成方針（案）」について

「令和元年度職員提案の審査結果」について

「第２次神栖市総合計画に基づく進捗管理及び行政評価等」について

「令和元年第４回神栖市議会定例会提出予定案件」について

「令和元年第４回神栖市議会定例会提出予定案件（追加）」について

「神栖市公営住宅長寿命化計画」について

「令和元年第４回神栖市議会定例会議案」について

「令和元年度神栖市職員採用試験（第４回）」について

「会計年度任用職員の募集」について

「工事等現地調査」について

10月28日

報告事項

決定事項

報告事項

11月5日 決定事項

11月13日



月日 区分 担当部 担当課

企画部 政策企画課

企画部 財政課

－ －

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 総務部 総務課

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

教育委員会教育長の任命について 総務部 職員課

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 総務課

鹿島地方公正委員会共同設置規約の変更について - 監査委員事務局

神栖市福祉委員条例 健康福祉部 社会福祉課

神栖市子どもを虐待から守る条例 健康福祉部 こども福祉課

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

神栖市家庭的保育事業等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 子育て支援課

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

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

神栖市営住宅条例の一部を改正する条例 都市整備部 都市計画課

神栖市青少年センター設置条例の一部を改正する条例 教育委員会 文化スポーツ課

神栖市運動施設利用条例の一部を改正する条例 教育委員会 文化スポーツ課

決定事項 総務部 行政改革推進課

総務部 総務課

総務部 総務課

生活環境部 水道課

企画部 財政課

教育委員会 教育総務課

3月19日 報告事項 企画部 市民協働課

決定事項 教育委員会 教育総務課

企画部 政策企画課

教育委員会 文化スポーツ課

案件名

令和２年度重要政策（案）について

令和２年度予算（案）について

「令和２年第１回神栖市議会定例会提出予定案件」について

令和２年度の行政組織機構（案）について

令和２年第１回神栖市議会定例会議案について

令和２年第１回神栖市議会臨時会議案について

神栖市水道事業水道施設更新計画について

令和２年度当初予算　主な事業等について

神栖市学校プール管理基本構想について

令和２年度区長説明会について

神栖市学校施設等長寿命化計画（案）について

神栖市自転車活用推進計画について

第２期神栖市スポーツ振興基本計画について

1月27日 決定事項

2月17日

報告事項

2月28日 報告事項

3月27日

報告事項

2月7日 決定事項


