
令和４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 鹿島地方公平委員会委員の選任について 総務課 

 

山口 哲男 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，人格が高潔で，地方自治の本

旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり，か

つ，人事行政に関し識見を有する同氏を引き続き鹿島

地方公平委員会委員として選任したいので，地方公務

員法第９条の２第２項及び鹿島地方公平委員会共同設

置規約第４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 6月 6日） 

議案第２号 鹿島地方公平委員会委員の選任について 総務課 

 

小田 照男 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，人格が高潔で，地方自治の本

旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり，か

つ，人事行政に関し識見を有する米川 治夫 氏を新た

に鹿島地方公平委員会委員として選任したいので，地

方公務員法第９条の２第２項及び鹿島地方公平委員会

共同設置規約第４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 6月 6日） 

議案第３号 鹿島地方公平委員会委員の選任について 総務課 

 

川 常隆 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，人格が高潔で，地方自治の本

旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり，か

つ，人事行政に関し識見を有する同氏を引き続き鹿島

地方公平委員会委員として選任したいので，地方公務

員法第９条の２第２項及び鹿島地方公平委員会共同設

置規約第４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 6月 6日） 



令和４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 
神栖市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例 
職員課 

 

国家公務員の育児休業に係る取り扱いが改正されたこ

とに伴い，国家公務員の育児休業制度との均衡を図る

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 6月 16 日） 

議案第５号 神栖市運動施設利用条例の一部を改正する条例 文化スポーツ課 

 

豊ヶ浜運動公園に屋内温水プールを設置することに伴

い，利用料金等を設定するため，所要の改正を行うも

のであります。 

原案可決 

（令和 4年 6月 16 日） 

議案第６号 
神栖市はさき保健・交流センターの設置及び管理に関

する条例 
社会福祉課 

 

地域住民の健康づくりを推進し，並びに子育て支援及

び地域交流の促進を図るための施設として神栖市はさ

き保健・交流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 4年 6月 16 日） 

議案第７号 
神栖市児童厚生施設の設置及び管理に関する条例の一 

部を改正する条例 
こども福祉課 

 
神栖市立うずも児童館の移設に伴い，同児童館の位置

を改めるため，所要の改正を行うものであります。 

原案可決 

（令和 4年 6月 16 日） 

議案第８号 令和４年度神栖市一般会計補正予算（第２号） 財政課 

 

補正は歳入歳出それぞれ８３０万円を追加し，補正後

の予算規模を４５６億６,１５１万９千円とするもの

であります。補正の内容につきましては，寄附金の受

入れに伴い図書購入費及び令和５年度の公園遊具整備

に充てるため，補正予算を計上するものであります。 

 

 

 

 

原案可決 

（令和 4年 6月 16 日） 



令和４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） 

議案第９号 
財産の取得について 

・４事務用パーソナルコンピュータ等購入 
行政経営課 

 

旧型の事務用パーソナルコンピュータを更新するた

め，新たに２０１台のパーソナルコンピュータ等を取

得することについて，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３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 4年 6月 16 日） 

議案第 10 号 神栖市道路線の認定について 道路整備課 

 

開発行為に伴う寄附によるもの２路線と県有地譲与に

よるもの５路線を一般の用に供するため，道路法第８

条第２項の規定に基づき，議会の議決を求めるもので

あります。 

原案可決 

（令和 4年 6月 16 日） 

議案第 11 号 神栖市道路線の廃止について 道路整備課 

 

土地改良事業に伴う区画整理により１１路線を廃止す

るため，道路法第１０条第３項の規定に基づき，議会

の議決を求めるものであります。 

原案可決 

（令和 4年 6月 16 日） 

議案第 12 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住民税における

住宅ローン控除の見直しに係る対応，固定資産税にお

ける商業地等の土地に係る負担調整措置等について規

定するため，３月３１日に専決処分したものでありま

す。 

 

 

 

承 認 

（令和 4年 6月 6日） 



令和４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 13 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４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 4年 6月 6日） 

議案第 14 号 
工事請負契約の締結について 

・４神栖市立神栖第三中学校体育館外壁改修工事 
教育総務課 

神栖市立神栖第三中学校体育館外壁改修工事に係る工

事請負契約の締結について，去る５月１３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 4年 6月 16 日） 

議案第 15 号 
工事請負契約の締結について 

・４神栖市立波崎第四中学校校舎外壁改修工事 
教育総務課 

 

神栖市立波崎第四中学校校舎外壁改修工事に係る工事

請負契約の締結について，去る５月１３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 4年 6月 16 日） 

議案第 16 号 工事請負契約の締結について 

・４神栖市立横瀬小学校校舎外壁改修工事 
教育総務課 

神栖市立横瀬小学校校舎外壁改修工事に係る工事請負

契約の締結について，去る５月１３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

原案可決 

（令和 4年 6月 16 日） 



令和４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） 

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。 

議案第 17 号 専決処分の承認を求めることについて 

・令和４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

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１億５,３２１万９千円を追加し，補正後の予算規

模を４５６億５,３２１万９千円としたものでありま

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，物価高騰等に直面す

る低所得の子育て世帯に対する生活支援策を早期に実

施するため，補正予算を計上し，５月２４日に専決処

分したものであります。 

承 認 

（令和 4年 6月 6日） 

議案第 18 号 損害賠償の額を定め，和解することについて 道路整備課 

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 6月 16 日） 

報告第１号 令和３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 4年 6月 16 日） 

報告第２号 令和３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 4年 6月 16 日） 

報告第３号 令和３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 4年 6月 16 日） 



令和４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） 

報告第４号 令和３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 4年 6月 16 日） 

報告第５号 令和３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 4年 6月 16 日） 

報告第６号 
公益財団法人神栖市文化・スポーツ振興公社の令和３

年度事業報告及び決算並びに令和４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３

年度事業報告及び決算並びに令和４年度事業計画及び

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。 

報告済 

（令和 4年 6月 16 日） 

 


