
平成２８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 
企業・港湾振興課 

 

復興産業集積区域内において，新増設した家屋，償

却資産及び家屋の敷地である土地について，固定資産

税の課税免除を行う適用期限を延長するため所要の改

正を行うものであります。 

原案可決 

（平成 28年 6月 14日） 

議案第２号 
神栖市立学校給食共同調理場の設置，管理及び職員に

関する条例の一部を改正する条例 
学務課 

 

第二学校給食共同調理場及び若松学校給食共同調理

場を統合し，新たに学校給食共同調理場を設置するた

め，所要の改正を行うものであります。 

原案可決 

（平成 28年 6月 14日） 

議案第３号 平成２８年度神栖市一般会計補正予算（第２号） 財政課 

 

補正前の額   ４０,０５８,７００千円 

  補 正 額      ２２３,９９４千円 

    計     ４０,２８２,６９４千円 

補正の主な内容につきましては，庁舎改修事業にお

いて本庁舎の耐震補強工事の設計を行うこと，また，

庁舎整備事業において分庁舎の建設に関する設計及び

地質調査等を行うこと，さらに，消費税率引上げによ

る影響の緩和及び一億総活躍社会の実現に向け恩恵が

及びにくい低所得の障害・遺族基礎年金受給者を支援

するため臨時福祉給付金を支給することについて補正

予算を計上するものであります。 

財源といたしましては，国庫支出金及び財政調整基

金繰入金を充てるものであります。 

原案可決 

（平成 28年 6月 14日） 

議案第４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路線について，市

道として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 

（平成 28年 6月 14日） 

議案第５号 区域外市道路線の認定の承諾について 道路整備課 

 

鹿嶋市長から求めのあった区域外市道路線の認定を

承諾するに当たり，道路法第８条第４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 

（平成 28年 6月 14日） 



平成２８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６号 
専決処分の承認を求めることについて 

・平成２７年度神栖市一般会計補正予算（第１０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。 

補正前の額   ４５,７６０,００５千円 

補 正 額      △４１,９００千円 

    計     ４５,７１８,１０５千円 

補正の内容につきましては，歳入では，国からの通

知に基づき，地方交付税について１億４,４１９万７千

円，国庫支出金について地方創生加速化交付金を８９

３万４千円それぞれ増額補正し，また，県支出金につ

いて，農業振興事業の担い手確保・経営体育成支援事

業費補助金を５,６７０万円減額補正したものであり

ます。 

歳出では，国庫支出金を財源として，広域施策連携

事業を増額補正し，県支出金の減額に伴い農業振興事

業について減額補正し，３月２９日に専決処分したも

のであります。 

承認 

（平成 28年 6月 6日） 

議案第７号 

専決処分の承認を求めることについて 

・平成２７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 

 

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。 

補正前の額   １２,６６７,３２５千円 

補 正 額      ２１０,０００千円 

    計     １２,８７７,３２５千円 

補正の内容につきましては，歳入では，国県支出金

の減収が見込まれることから減額補正し，また，平成

２６年度繰越金及び基金繰入金について増額補正した

ものであります。 

歳出では，第４四半期の診療実績の大幅な伸びに伴

い保険給付費を増額補正し，３月２９日に専決処分し

たものであります。 

承認 

（平成 28年 6月 6日） 



平成２８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８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

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。 

改正の内容につきましては，地方税法の一部改正に

伴い，軽自動車税における環境性能割，種別割の導入

に伴う整備，法人市民税における法人税割の税率の変

更，個人市民税における医療費控除の特例の創設等に

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 

（平成 28年 6月 6日） 

議案第９号 

専決処分の承認を求めることについて 

・神栖市固定資産評価審査委員会条例及び行政不服審

査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一

部を改正する条例 

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

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。 

改正の内容につきましては，行政不服審査法の施行

に伴う関係する条例の規定の整備についてであり，３

月３１日に専決処分したものであります。 

承認 

（平成 28年 6月 6日） 

議案第 10号 
専決処分の承認を求めることについて 

・平成２８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。 

補正前の額   ４０,０５８,０００千円 

補 正 額          ７００千円 

    計     ４０,０５８,７００千円 

補正の内容につきましては，災害救助事業において,

熊本県熊本地方を震源とする地震の発生に対し,熊本

市への救援物資の搬送にかかる予算を措置し，４月１

８日に専決処分したものであります。 

承認 

（平成 28年 6月 6日） 



平成２８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 11号 

工事請負契約の締結について 

・神栖市立波崎小学校体育館耐震補強及び校舎トイレ

改修外工事 

教育総務課 

 

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 

（平成 28年 6月 14日） 

議案第 12号 
工事請負契約の締結について 

・２８国補神公下第１号工事 
下水道課 

 

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 

（平成 28年 6月 14日） 

議案第 13号 
工事請負契約の締結について 

・２８国補神公下第２号工事 
下水道課 

 

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 

（平成 28年 6月 14日） 

議案第 14号 
工事請負契約の締結について 

・２８国補北公共埠頭１号雨水幹線整備工事 
下水道課 

 

去る５月２４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 

（平成 28年 6月 14日） 

議案第 15号 教育委員会委員の任命について 職員課 

 

土岐 利勝 委員の任期が平成２８年６月２２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 安重 洋介 氏を委員

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 

（平成 28年 6月 6日） 



平成２８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） 

議案第 16号 監査委員の選任について 職員課 

 

草野 學 委員が平成２８年５月２日をもって辞職した

ことに伴い，人格が高潔で，財務管理，事業の経営管理

その他行政運営に関し優れた識見を有する 新谷 茂生 

氏を委員として選任したいので，地方自治法第１９６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 

（平成 28年 6月 6日） 

報告第１号 平成２７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 

（平成 28年 6月 14日） 

報告第２号 平成２７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 

（平成 28年 6月 14日） 

報告第３号 

公益財団法人神栖市文化・スポーツ振興公社の平成２

７年度事業報告及び決算並びに平成２８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平成

２７年度事業報告及び決算並びに平成２８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 

（平成 28年 6月 14日） 

 


