
平成２９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 
神栖市情報公開及び個人情報保護に関する条例等の一

部を改正する条例 
総務課 

 

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，引用する条項

の整理及び情報提供等記録に係る整備のため，所要の

改正を行うものであります。 

原案可決 

（平成 29年 3月 23日） 

議案第２号 
神栖市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例の一部を改正する条例 
総務課 

 

公職選挙法施行令の一部改正により，選挙運動用ビラ

及び選挙運動用ポスターの作成について，消費税増税

を踏まえ公費負担の限度額が引き上げられたことに伴

い，所要の改正を行うものであります。 

原案可決 

（平成 29年 3月 23日） 

議案第３号 
神栖市職員の勤務時間，休暇等に関する条例等の一部

を改正する条例 
職員課 

 

地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業，

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律の一部を改正する法律の施行に伴い，介護時

間の新設及び育児休業等の対象となる子の範囲の拡大

等による規定を整備するため，所要の改正を行うもの

であります。 

原案可決 

（平成 29年 3月 23日） 

議案第４号 
神栖市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正

する条例 
職員課 

 

特殊勤務手当について，支給する手当の種類を精査す

るとともに，職員の従事実績に基づいた支給とするた

め，所要の改正を行うものであります。 

原案可決 

（平成 29年 3月 23日） 

議案第５号 神栖市税条例等の一部を改正する条例 課税課 

 

国税，県税，市税等の公債権及び私債権の取扱いの整

合性を図り，督促手数料を廃止するため，また，社会

保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を

行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正す

る法律等の一部を改正する法律の施行に伴い，法人市

民税税割の税率変更，軽自動車税種別割・環境性能割

の導入の延期等をするため，所要の改正を行うもので

あります。 

原案可決 

（平成 29年 3月 23日） 



平成２９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 
神栖市の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正

する条例 
財政課 

 

国税，県税，市税等の公債権及び私債権の取扱いの整

合性を図り，督促手数料を廃止するため，所要の改正

を行うものであります。 

原案可決 

（平成 29年 3月 23日） 

議案第７号 
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 
こども課 

 

厚生労働省令の一部改正に伴い，放課後児童支援員の

資格要件に義務教育学校の教諭となる資格を有する者

を加えるため，所要の改正を行うものであります。 

原案可決 

（平成 29年 3月 23日） 

議案第８号 
神栖市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例 
こども課 

 
開所日等の拡大及び新たに放課後児童クラブを設置す

るため，所要の改正を行うものであります。 

原案可決 

（平成 29年 3月 23日） 

議案第９号 
神栖市地域包括支援センターの職員等に係る基準を定

める条例の一部を改正する条例 
地域包括支援課 

 

介護保険法施行規則の一部改正に伴い，主任介護支援

専門員に更新制度が導入されたため，所要の改正を行

うものであります。 

原案可決 

（平成 29年 3月 23日） 

議案第 10号 神栖市介護保険条例の一部を改正する条例 長寿介護課 

 

消費税率１０パーセントへの引上げが平成３１年１０

月に延期されたことを受け，平成２９年度においても

公費による第１段階の方への保険料軽減を現行のとお

り継続することに伴い，所要の改正を行うものであり

ます。 

原案可決 

（平成 29年 3月 23日） 

   



平成２９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 11号 平成２８年度神栖市一般会計補正予算（第９号） 財政課 

 

補正は歳入歳出それぞれ１１億２,６４７万円を追加

し，補正後の予算規模を４５０億２,０５５万１千円と

するものであります。 

補正前の額   ４３,８９４,０８１千円 

  補 正 額    １,１２６,４７０千円 

    計     ４５,０２０,５５１千円 

補正の主な内容につきましては，歳出では，平成２７年

度の剰余金において，繰越事業分を除く純繰越金のうち

地方財政法第７条に基づき１３億円を財政調整基金に，

事業費確定に伴う減額分のうち６億４,０００万円を公

共施設整備基金に，一般競争入札の執行に伴う入札差金

及び利子について９,３２２万５千円を協働のまちづく

り推進基金にそれぞれ積み立てるものであります。 

歳入では，繰越金について平成２７年度の剰余金１７

億７,９３８万５千円を, 介護保険特別会計繰入金につ

いて，市費負担金確定等による精算に伴い５,７９９万

１千円を増額補正し，また, 財政調整基金繰入金につ

いて，事業費確定等に伴う歳出減により３億４,６６１

万３千円を,市債について，庁舎整備事業債を１億６,０

５０万円減額補正するものであります。 

原案可決 

（平成 29年 3月 7日） 

議案第 12号 
平成２８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４億６,８４０万８千円を減

額し，補正後の予算規模を１２４億８４２万４千円と

するものであります。 

補正前の額   １２,８７６,８３２千円 

補 正 額     △４６８,４０８千円 

    計     １２,４０８,４２４千円 

補正の主な内容につきましては，歳出では，医療費の

伸びに対する保険給付費の増額について，また，後期

高齢者支援金等の確定に伴う減額について補正するも

のであります。 

歳入では，平成２７年度繰越金及び一般会計繰入金の

増額について，また国民健康保険税，国県支出金，共同

事業交付金の減額について補正するものであります。 

原案可決 

（平成 29年 3月 7日） 



平成２９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 13号 
平成２８年度神栖市公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号） 
財政課 

 

補正は歳入歳出それぞれ６,９２６万円を減額し，補正

後の予算規模を２７億７,２６４万７千円とするもの

であります。 

補正前の額   ２,８４１,９０７千円 

補 正 額     △６９,２６０千円 

  計     ２,７７２,６４７千円 

補正の主な内容につきましては，歳出では，事業費の

確定に伴う工事請負費及び委託料の減額について補正

するものであります。 

歳入では，平成２７年度繰越金，諸収入，市債につい

て補正するものであります。 

原案可決 

（平成 29年 3月 7日） 

議案第 14号 
平成２８年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）補

正予算（第３号） 
財政課 

 

補正は歳入歳出それぞれ１億２,４５１万１千円を追

加し，補正後の予算規模を５１億４,７１９万８千円と

するものであります。 

補正前の額   ５,０２２,６８７千円 

補 正 額     １２４,５１１千円 

  計     ５,１４７,１９８千円 

補正の主な内容につきましては，歳出では，平成２７

年度の保険給付費及び地域支援事業費確定により基金

積立金，諸支出金の増額について補正するものであり

ます。 

歳入では，平成２７年度繰越金及び被保険者の増加に

よる第１号被保険者保険料の増額について補正するも

のであります。 

原案可決 

（平成 29年 3月 7日） 

   



平成２９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 15号 平成２８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を１９７万６千円追加し，

２６億９,８６６万２千円に，収益的支出の予定額を３

００万円減額し，２５億４,２１５万６千円に，また，

資本的収入の予定額を６億１,１４０万４千円減額し，

１５億３,４１２万２千円に，資本的支出の予定額を３

億４,９５４万１千円減額し,２１億８,１００万１千円

とするものであります。 

（収益的収入） 

  補正前の額    ２,６９６,６８６千円 

補 正 額        １,９７６千円 

    計      ２,６９８,６６２千円 

（収益的支出） 

 補正前の額   ２,５４５,１５６千円 

補 正 額      △３,０００千円 

計      ２,５４２,１５６千円 

（資本的収入） 

  補正前の額    ２,１４５,５２６千円 

補 正 額    △６１１,４０４千円 

    計     １,５３４,１２２千円 

（資本的支出） 

  補正前の額    ２,５３０,５４２千円 

補 正 額    △３４９,５４１千円 

    計     ２,１８１,００１千円 

補正の主な内容につきましては，支出では，人件費及

び知手配水場更新事業等に係る工事請負費の減額につ

いて補正するものであります。収入では，消火栓に係

る設置に伴う負担金の減額及び修繕に伴う負担金の増

額，また，工事請負費の減額に伴い企業債，出資金及

び国庫補助金を減額するものであります。 

原案可決 

（平成 29年 3月 7日） 

   



平成２９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 16号 平成２９年度神栖市一般会計予算 財政課 

 

歳入歳出予算の総額は，４１２億８,４００万円であ

り，前年度と比較しますと，１２億２,６００万円の増

額となっております。 

歳入歳出の総額   ４１,２８４,０００千円 

   （前年度）    ４０,０５８,０００千円 

（比 較）    １,２２６,０００千円 

原案可決 

（平成 29年 3月 23日） 

議案第 17号 
平成２９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，１２９億７,２２１万９千円で

あり，前年度と比較しますと，１億６,２６７万９千円

の増額となっております。 

歳入歳出の総額   １２,９７２,２１９千円 

   （前年度）    １２,８０９,５４０千円 

（比 較）      １６２,６７９千円 

原案可決 

（平成 29年 3月 23日） 

議案第 18号 平成２９年度神栖市公共下水道事業特別会計予算 財政課 

 

歳入歳出予算の総額は，２６億３,８４７万８千円であ

り，前年度と比較しますと，２億３４２万９千円の減

額となっております。 

歳入歳出の総額    ２,６３８,４７８千円 

   （前年度）     ２,８４１,９０７千円 

（比 較）     △２０３,４２９千円 

原案可決 

（平成 29年 3月 23日） 

議案第 19号 
平成２９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，５２億５,５２０万４千円であ

り，前年度と比較しますと，２億３,３９３万６千円の

増額となっております。 

歳入歳出の総額    ５,２５５,２０４千円 

   （前年度）     ５,０２１,２６８千円 

（比 較）      ２３３,９３６千円 

原案可決 

（平成 29年 3月 23日） 

   



平成２９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 20号 平成２９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，６億５,９５０万９千円であ

り，前年度と比較しますと，６,２４０万９千円の増額

となっております。 

歳入歳出の総額     ６５９,５０９千円 

   （前年度）      ５９７,１００千円 

（比 較）      ６２,４０９千円 

原案可決 

（平成 29年 3月 23日） 

議案第 21号 平成２９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４５億５,６４３万円であ

り，前年度と比較しますと５億１,５０６万６千円の減

額となっております。 

支出の総額     ４,５５６,４３０千円 

   （前年度）    ５,０７１,４９６千円 

（比 較）     △５１５,０６６千円 

原案可決 

（平成 29年 3月 23日） 

議案第 22号 相互救済事業の委託について 契約管財課 

 

災害等により市有財産に生じた損害に対する相互救済

事業を公益社団法人全国市有物件災害共済会に委託す

るため，地方自治法第２６３条の２第１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 29年 3月 23日） 

議案第 23号 教育委員会教育長の任命について 職員課 

 

須田 順子 教育長の任期が平成２９年３月２２日をも

って満了することに伴い，人格が高潔で，教育行政に

関し識見の高い同氏を引き続き教育長として任命した

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 29年 3月 8日） 

議案第 24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 

 

国民健康保険法施行令の一部改正に伴い，国民健康保

険税の軽減対象世帯の拡大を図るため，所要の改正を

行うものであります。 

原案可決 

（平成 29年 3月 23日） 

 


