
令和３年第２回神栖市議会定例会提出議案一覧 

ＮＯ．１ 

議案番号 
件  名 

（  概  要  ） 

所 管 課 

審議結果（議決年月日） 

議案第１号 
神栖市教育センターの設置，管理及び職員に関する

条例 
教育指導課 

 

教職員の研修及び児童生徒の支援等を目的とし，あ

わせて小中学校及び地域社会と連携を図るための施

設として神栖市教育センターを設置するため，条例

を制定するものであります。 

原案可決 

（令和 3年 6月 15 日） 

議案第２号 令和３年度神栖市一般会計補正予算（第３号） 財政課 

 

補正は歳入歳出それぞれ５,９３２万３千円を追加

し，補正後の予算規模を４６０億３,９３５万９千円

とするものであります。補正の主な内容につきまし

ては，新型コロナウイルスワクチン接種事業におい

て，市民への予防接種に協力いただいた医療機関に

対し，補助金を交付するため，補正予算を計上する

ものであります。財源としましては，繰入金等を充

てるものであります。 

原案可決 

（令和 3年 6月 15 日） 

議案第３号 

専決処分の承認を求めることについて 

・神栖市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改

正する条例 

職員課 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処

分したので，同条第３項の規定によりこれを報告し，

承認を求めるものであります。改正の内容につきま

しては，職員の服務の宣誓に関する政令の一部改正

に伴う国の行政手続の見直しに準じた市職員の服務

の宣誓に係る規定についてであり，３月３１日に専

決処分したものであります。 

承認 

（令和 3年 6月 7日） 



令和３年第２回神栖市議会定例会提出議案一覧 

ＮＯ．２ 

議案番号 
件  名 

（  概  要  ） 

所 管 課 

審議結果（議決年月日） 

議案第４号 
専決処分の承認を求めることについて 

・神栖市税条例等の一部を改正する条例 
課税課 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処

分したので，同条第３項の規定によりこれを報告し，

承認を求めるものであります。改正の内容につきま

しては，地方税法等の一部改正に伴う個人市民税に

おける住宅ローン控除に係る入居制限の延長，固定

資産税における土地に係る負担調整措置の継続等に

ついてであり，３月３１日に専決処分したものであ

ります。 

承認 

（令和 3年 6月 7日） 

議案第５号 
専決処分の承認を求めることについて 

・神栖市介護保険条例の一部を改正する条例 
長寿介護課 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処

分したので，同条第３項の規定によりこれを報告し，

承認を求めるものであります。改正の内容につきま

しては，新型コロナウイルス感染症の影響により一

定程度事業収入等が下がった被保険者等に対する令

和３年度の介護保険料の減額又は免除の措置につい

て，国の財政支援が継続されることから，３月３１

日に専決処分したものであります。 

承認 

（令和 3年 6月 7日） 

議案第６号 
専決処分の承認を求めることについて 

・令和３年度神栖市一般会計補正予算（第１号） 
財政課 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処

分したので，同条第３項の規定によりこれを報告し，

承認を求めるものであります。補正は歳入歳出それ

ぞれ９５４万円を追加し，補正後の予算規模を４５

９億５４万円とするものであります。補正の内容に

つきましては，新型コロナウイルスの感染拡大を防

ぐため，重症化リスクの高い高齢者等が本人の希望

により実施するＰＣＲ検査費用を助成するほか，市

承認 

（令和 3年 6月 7日） 



令和３年第２回神栖市議会定例会提出議案一覧 

ＮＯ．３ 

議案番号 
件  名 

（  概  要  ） 

所 管 課 

審議結果（議決年月日） 

民に対しワクチン接種事業などの新型コロナウイル

ス感染症対策について周知するため，補正予算を計

上し，４月１日に専決処分したものであります。 

議案第７号 
専決処分の承認を求めることについて 

・令和３年度神栖市一般会計補正予算（第２号） 
財政課 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処

分したので，同条第３項の規定によりこれを報告し，

承認を求めるものであります。補正は歳入歳出それ

ぞれ７９,４９６千円を追加し，補正後の予算規模を

４５９億８,００３万６千円とするものであります。

補正の内容につきましては，新型コロナウイルス感

染症の影響が長期化する中で，低所得のひとり親世

帯に対する生活支援を早期に実施するほか，感染症

で亡くなられた方の葬祭費の一部を助成するため，

補正予算を計上し，４月１９日に専決処分したもの

であります。 

承認 

（令和 3年 6月 7日） 

議案第８号 
専決処分の承認を求めることについて 

・鹿島地方公平委員会共同設置規約の変更について 
総務課 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処

分したので，同条第３項の規定によりこれを報告し，

承認を求めるものであります。変更の内容につきま

しては，令和３年４月１日から鉾田・大洗広域事務

組合が鹿島地方公平委員会に加入することに伴う関

係団体の規定についてであり，４月１日に専決処分

したものであります。 

 

 

 

承認 

（令和 3年 6月 7日） 



令和３年第２回神栖市議会定例会提出議案一覧 

ＮＯ．４ 

議案番号 
件  名 

（  概  要  ） 

所 管 課 

審議結果（議決年月日） 

議案第９号 神栖市手数料条例の一部を改正する条例 財政課 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律の一部改正に伴い，令和３年

９月１日から地方公共団体情報システム機構が個人

番号カードの発行及び手数料徴収の主体となること

により，市の手数料徴収に係る規定を削るため，所

要の改正を行うものであります。 

原案可決 

（令和 3年 6月 15 日） 

議案第 10 号 
工事請負契約の締結について 

・３・４うずも児童館新築工事 
こども福祉課 

 

うずも児童館新築工事に係る工事請負契約の締結に

ついて，去る５月１９日に入札を執行した結果，落

札者と仮契約を締結したので，議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定に基づき，議会の議決を求めるものでありま

す。 

原案可決 

（令和 3年 6月 15 日） 

議案第 11 号 
工事請負契約の締結について 

・３湯楽々施設改修工事 
観光振興課 

 

湯楽々施設改修工事に係る工事請負契約の締結につ

いて，去る５月１９日に入札を執行した結果，落札

者と仮契約を締結したので，議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の

規定に基づき，議会の議決を求めるものであります。 

原案可決 

（令和 3年 6月 15 日） 

議案第 12 号 

固定資産評価審査委委員会委員の地方税法違反及び

業務委託受注に関する調査特別委員会の設置につい

て 

 

 

原案可決 

（令和 3年 6月 15 日） 



令和３年第２回神栖市議会定例会提出議案一覧 

ＮＯ．５ 

議案番号 
件  名 

（  概  要  ） 

所 管 課 

審議結果（議決年月日） 

報告第１号 令和２年度神栖市一般会計継続費繰越計算書 財政課 

 

地方自治法施行令第１４５条第１項の規定に基づ

き，報告するものであります。 

報告済 

（令和 3年 6月 15 日） 

報告第２号 令和２年度神栖市一般会計繰越明許費繰越計算書 財政課 

 

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づ

き，報告するものであります。 

報告済 

（令和 3年 6月 15 日） 

報告第３号 令和２年度神栖市一般会計事故繰越し繰越計算書 財政課 

 

地方自治法施行令第１５０条第３項の規定に基づ

き，報告するものであります。 

報告済 

（令和 3年 6月 15 日） 

報告第４号 令和２年度神栖市水道事業会計予算繰越計算書 水道課 

 

地方公営企業法第２６条第３項の規定に基づき，報

告するものであります。 

報告済 

（令和 3年 6月 15 日） 

報告第５号 令和２年度神栖市下水道事業会計継続費繰越計算書 下水道課 

 

地方公営企業法施行令第１８条の２第１項の規定に

基づき，報告するものであります。 

報告済 

（令和 3年 6月 15 日） 

報告第６号 令和２年度神栖市下水道事業会計予算繰越計算書 下水道課 

 

地方公営企業法第２６条第３項の規定に基づき，報

告するものであります。 

報告済 

（令和 3年 6月 15 日） 

報告第７号 

公益財団法人神栖市文化・スポーツ振興公社の令和

２年度事業報告及び決算並びに令和３年度事業計画

及び収支予算について 

文化スポーツ課 

 
公益財団法人神栖市文化・スポーツ振興公社の令和

２年度事業報告及び決算並びに令和３年度事業計画

報告済 

（令和 3年 6月 15 日） 



令和３年第２回神栖市議会定例会提出議案一覧 

ＮＯ．６ 

議案番号 
件  名 

（  概  要  ） 

所 管 課 

審議結果（議決年月日） 

及び収支予算について，地方自治法第２４３条の３

第２項の規定に基づき，報告するものであります。 

請願第 1号 

「安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと

健康を守るための意見書」を国に提出することを求

める請願 

採択 

（令和 3年 6月 15 日） 

意見書案第 1号 
安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健

康を守るための意見書 

原案可決 

（令和 3年 6月 15 日） 

 


