
令和４年第１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 副市長の選任について 職員課 

 

石川 祐治 副市長の任期が令和４年３月３１日をもっ

て満了することに伴い，人格識見の高い同氏を引き続

き副市長として選任したいので，地方自治法第１６２条の

規定に基づき，議会の同意を求めるものであります。 

同 意 

（令和 4年 3月 24 日） 

議案第２号 教育委員会委員の任命について 職員課 

 

伊藤 茂子 委員の任期が令和４年３月２７日をもっ

て満了することに伴い，人格が高潔で，教育，学術及

び文化に関し識見を有する 井口 久惠 氏を教育委員

会委員として任命したいので，地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第４条第２項の規定に基づき，議

会の同意を求めるものであります。 

同 意 

（令和 4年 3月 24 日） 

議案第３号 教育委員会委員の任命について 職員課 

 

安重 洋介 委員が令和４年３月３１日をもって辞職

することに伴い，人格が高潔で，教育，学術及び文化

に関し識見を有する 鈴木 伸洋 氏を教育委員会委員

として任命したいので，地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第２項の規定に基づき，議会の同

意を求めるものであります。 

同 意 

（令和 4年 3月 24 日） 

議案第４号 農業委員会委員の任命について 農林課 

 

農業委員会委員の任期が令和４年３月３１日をもって

満了することに伴い，新たに委員を任命したいので，

農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基づ

き，議会の同意を求めるものであります。 

同 意 

（令和 4年 3月 24 日） 

議案第５号 神栖市行政組織条例の一部を改正する条例 行政経営課 

 

効果的な行政運営を目指すとともに行政課題に対応す

るため，行政組織を改編し新たな部及び室を設置する

ことに伴い，所要の改正を行うものであります。 

 

原案可決 

（令和 4年 3月 24 日） 



令和４年第１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６号 神栖市情報公開及び個人情報保護に関する条例及び神

栖市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に基づく個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条

例 

総務課 

行政経営課 

 

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及び行政機関の保有す

る個人情報の保護に関する法律の廃止に伴い，情報提

供等記録の訂正をした場合の通知先を変更するため，

また引用する条項等を整理するため，所要の改正を行

うものであります。 

原案可決 

（令和 4年 3月 24 日） 

議案第７号 神栖市附属機関に関する条例の一部を改正する条例 教育総務課 

 

神栖市教育振興基本計画策定委員会を設置し，教育振

興基本計画の策定に関し必要な事項を協議検討するた

め，所要の改正を行うものであります。 

原案可決 

（令和 4年 3月 24 日） 

議案第８号 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 
職員課 

 

令和３年人事院勧告等の趣旨に鑑み特別職の期末手当

を改定するため，また，介護認定審査会委員報酬額に

ついて県内他市と均衡を図るため，所要の改正を行う

ものであります。 

原案可決 

（令和 4年 3月 24 日） 

議案第９号 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 

職員課 

 

令和３年人事院勧告等の趣旨に鑑み市職員の期末手当

を改定するため，また，令和４年度行政組織改編に伴

い，新たに公室長の職務を規定するため，所要の改正

を行うものであります。 

 

 

原案可決 

（令和 4年 3月 24 日） 



令和４年第１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） 

議案第 10 号 神栖市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 国保年金課 

 

国民健康保険税の賦課方式を変更し，その税率等を見

直すとともに，高校生相当以下の被保険者に係る均等

割額を軽減等するため，また，賦課限度額を引き上げ

るため，所要の改正を行うものであります。 

原案可決 

（令和 4年 3月 24 日） 

議案第 11 号 神栖市積立基金条例の一部を改正する条例 学務課 

 

青少年の地域間交流や海外研修事業の経費の財源に充

当してきた飯田愛子青少年交流基金の残高が皆減とな

ることから，当該基金を廃止するため，所要の改正を

行うものであります。 

原案可決 

（令和 4年 3月 24 日） 

議案第 12 号 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 
子育て支援課 

 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正

に伴い，家庭的保育事業者等における諸記録等の作成，

保存等について電磁的記録により行うことができる規

定を設けるため，所要の改正を行うものであります。 

原案可決 

（令和 4年 3月 24 日） 

議案第 13 号 

 

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 
子育て支援課 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特

定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改

正に伴い，特定教育・保育施設等における諸記録等の

作成，保存等について電磁的記録により行うことがで

きる規定を設けるため，所要の改正を行うものであり

ます。 

 

 

 

 

 

原案可決 

（令和 4年 3月 24 日） 



令和４年第１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 14 号 
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 
地域医療推進課 

修学資金の貸与資格者に外国医学生を加えることによ

り，市内の医師不足の解消及び修学資金制度の利用を

促進するため，所要の改正を行うものであります。 

原案可決 

（令和 4年 3月 24 日） 

議案第 15 号 神栖市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基

準に関する条例の一部を改正する条例 
開発審査課 

 

都市計画法施行令の一部改正に伴い，市街化調整区域

内の開発許可について，当該政令の規定による災害の

発生のおそれがある区域を原則除外するため，また，

文言の整理等をするため，所要の改正を行うものであ

ります。 

原案可決 

（令和 4年 3月 24 日） 

議案第 16 号 神栖市地区計画区域内における建築物の制限に関する

条例 
都市計画課 

建築基準法第６８条の２第１項の規定に基づき，地区

計画の区域内における建築物の用途，構造及び敷地に

関する制限の規定をより明確にすることで，当該区域

における適正な都市機能と健全な都市環境を確保する

ため，制定するものであります。 

原案可決 

（令和 4年 3月 24 日） 

議案第 17 号 令和３年度神栖市一般会計補正予算（第１２号） 財政課 

補正は歳入歳出それぞれ２４億３,４１８万１千円を

追加し，補正後の予算規模を５３３億５,７３７万円と

するものであります。補正の主な内容につきましては，

令和２年度繰越金のうち，地方財政法第７条に基づき

１６億円を財政調整基金に積み立てるほか，新型コロ

ナウイルスワクチン接種事業において，３回目の追加

接種及び小児への接種を実施するため，補正予算を計

上するものであります。財源としましては，繰越金，

国庫支出金等を充てるものであります。 

 

原案可決 

（令和 4年 3月 7日） 



令和４年第１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） 

議案第 18 号 
令和３年度神栖市国民健康保険特別会計（事業勘定）

補正予算（第２号） 
財政課 

補正は歳入歳出それぞれ２億５,５２９万円を追加し，

補正後の予算規模を９２億１,９５４万１千円とする

ものであります。補正の主な内容につきましては，国

民健康保険支払準備基金への積立金を増額するため，

補正予算を計上するものであります。財源としまして

は，繰越金を充てるものであります。 

原案可決 

（令和 4年 3月 7日） 

議案第 19 号 
令和３年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）補正

予算（第１号） 
財政課 

補正は歳入歳出それぞれ１億３,２３４万３千円を追

加し，補正後の予算規模を５７億４,１５０万４千円と

するものであります。補正の主な内容につきましては，

令和２年度の保険給付費及び地域支援事業費確定に伴

い基金積立金，諸支出金を増額するため，補正予算を

計上するものであります。財源としましては，繰越金

等を充てるものであります。 

原案可決 

（令和 4年 3月 7日） 

議案第 20 号 
令和３年度神栖市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号） 
財政課 

補正は歳入歳出それぞれ９０万８千円を減額し，補正

後の予算規模を９億４,０８５万９千円とするもので

あります。補正の主な内容につきましては，歳出では，

茨城県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金の確定

による減額について，補正するものであります。歳入

では，繰入金，繰越金について補正するものでありま

す。 

 

 

 

 

 

原案可決 

（令和 4年 3月 7日） 



令和４年第１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） 

議案第 21 号 令和３年度神栖市水道事業会計補正予算（第２号） 水道課 

補正は収益的収入の予定額から２５０万２千円を減額

し，水道事業収益を３０億６,３１４万円に，収益的支

出の予定額に２,２００万円を追加し，水道事業費用を

２８億６,９３０万４千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，収益的収入において，水

道の普及促進を目的として，水道加入金の一部につい

て減免を行うため，また，収益的支出においては，配

水管の老朽化による漏水事故や更新工事に係る使用水

量が増加したため，受水費の増額について補正するも

のであります。 

原案可決 

（令和 4年 3月 7日） 

議案第 22 号 令和３年度神栖市下水道事業会計補正予算（第２号） 下水道課 

補正は収益的収入の予定額に４２０万円を追加し，下

水道事業収益を２０億５,７６６万４千円に，また，資

本的収入の予定額から５４５万円を減額し，１６億 

３１２万１千円に，資本的支出の予定額から５５０万

円を減額し，２０億５,５９１万５千円とするものであ

ります。補正の主な内容につきましては，収益的収入

において，茨城県湖沼水質浄化下水道接続支援補助金

の配分額が変更されたことに伴い増額するものであり

ます。また，資本的収入においては，国庫補助金の増

額に伴い，企業債を減額するものであり，資本的支出

においては，北公共埠頭雨水幹線整備工事費について，

減額するものであります。 

原案可決 

（令和 4年 3月 7日） 

議案第 23 号 令和４年度神栖市一般会計予算 財政課 

歳入歳出予算の総額は，４５５億円であり，前年度と

比較しますと，３億９,１００万円の減額となっており

ます。 

 

原案可決 

（令和 4年 3月 24 日） 



令和４年第１回神栖市議会定例会提出議案一覧 

ＮＯ．７ 

議案番号 
件  名 

（  概  要  ） 

所 管 課 

審議結果（議決年月日） 

議案第 24 号 
令和４年度神栖市国民健康保険特別会計（事業勘定）

予算 
財政課 

歳入歳出予算の総額は，９０億６１万２千円であり，

前年度と比較しますと，３,７３４万円の増額となって

おります。 

原案可決 

（令和 4年 3月 24 日） 

議案第 25 号 令和４年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）予算 財政課 

歳入歳出予算の総額は，５７億８,３６６万４千円であ

り，前年度と比較しますと，１億７,４５０万３千円の

増額となっております。 

原案可決 

（令和 4年 3月 24 日） 

議案第 26 号 令和４年度神栖市後期高齢者医療特別会計予算 財政課 

歳入歳出予算の総額は，９億７,４４３万４千円であ

り，前年度と比較しますと，３,３２６万７千円の増額

となっております。 

原案可決 

（令和 4年 3月 24 日） 

議案第 27 号 令和４年度神栖市水道事業会計予算 水道課 

水道事業会計予算は，総額４５億８,７９９万９千円で

あり，前年度と比較しますと，３億３,０３６万３千円

の増額となっております。 

原案可決 

（令和 4年 3月 24 日） 

議案第 28 号 令和４年度神栖市下水道事業会計予算 下水道課 

下水道事業会計予算は，総額３５億７,９３５万７千円

であり，前年度と比較しますと，２億８,１８９万５千

円の減額となっております。 

原案可決 

（令和 4年 3月 24 日） 

議案第 29 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１１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

をしたので，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７,４５２万２千円を追加し，補正後の予算規模を

５０９億２,３１８万９千円としたものであります。 

 

 

承 認 

（令和 4年 3月 8日） 



令和４年第１回神栖市議会定例会提出議案一覧 

ＮＯ．８ 

議案番号 
件  名 

（  概  要  ） 

所 管 課 

審議結果（議決年月日） 

 

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，児童扶養手当を受給して

いるなどの低所得のひとり親世帯に対し，生活支援特

別給付金を早期に支給するため，補正予算を計上し，

１月３１日に専決処分したものであります。 

 

議案第 30 号 令和３年度神栖市一般会計補正予算（第１３号） 財政課 

補正は歳入歳出それぞれ７５８万６千円を追加し，補

正後の予算規模を５３３億６,４９５万６千円とする

ものであります。補正の内容につきましては，個人番

号カード関連事務等の実績見込み額の変動に伴い，

事務委任等に係る交付金を増額するため，補正するも

のであります。財源としましては，国庫支出金を充て

るものであります。 

原案可決 

（令和 4年 3月 24 日） 

議案第 31 号 損害賠償の額を定め，和解することについて 環境課 

公用車と相手方車両の接触により発生した交通事故に

ついて，地方自治法第９６条第１項第１２号及び第 

１３号の規定に基づき，議会の議決を求めるものであ

ります。 

原案可決 

（令和 4年 3月 24 日） 

議案第 32 号 神栖市議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例 
原案可決 

（令和 4年 3月 24 日） 

議案第 33 号 神栖市議会委員会条例の一部を改正する条例 
原案可決 

（令和 4年 3月 24 日） 

諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 社会福祉課 

林 万喜子 委員の任期が令和４年６月３０日をもっ

て満了することに伴い，人格識見ともに高い同氏を引

き続き人権擁護委員として推薦するため，人権擁護委

員法第６条第３項の規定に基づき，議会の意見を求め

るものであります。 

 

同 意 

（令和 4年 3月 8日） 
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議案番号 
件  名 

（  概  要  ） 

所 管 課 

審議結果（議決年月日） 

諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 社会福祉課 

石毛 和彦 委員の任期が令和４年６月３０日をもっ

て満了することに伴い，人格識見ともに高い同氏を引

き続き人権擁護委員として推薦するため，人権擁護委

員法第６条第３項の規定に基づき，議会の意見を求め

るものであります。 

同 意 

（令和 4年 3月 8日） 

諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 社会福祉課 

伊勢田 雅章 委員の任期が令和４年６月３０日をも

って満了することに伴い，人格識見ともに高い同氏を

引き続き人権擁護委員として推薦するため，人権擁護

委員法第６条第３項の規定に基づき，議会の意見を求

めるものであります。 

同 意 

（令和 4年 3月 8日） 

諮問第４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 社会福祉課 

田谷 和子 委員の任期が令和４年６月３０日をもっ

て満了することに伴い，人格識見ともに高い同氏を引

き続き人権擁護委員として推薦するため，人権擁護委

員法第６条第３項の規定に基づき，議会の意見を求め

るものであります。 

同 意 

（令和 4年 3月 8日） 

決議案 

第 1号 
ロシアによるウクライナ侵攻に断固抗議する決議 

原案可決 

（令和 4年 3月 4日） 

 


