
平成３０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 教育委員会委員の任命について 職員課 

 

伊藤 茂子 委員の任期が平成３０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同氏を引き続き委員として

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 30年 3月 8日） 

議案第２号 神栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 職員課 

 

平成３０年度行政組織機構において，地域医療体制の

整備を推進すべく医療対策監を設置するため，また，

神栖市認定こども園設置に伴い，保育教諭の職を設置

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 30年 3月 22日） 

議案第３号 

神栖市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための

固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する

条例 

企業・港湾振興課 

 

事業所等の新増設に係る家屋，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

適用期間を延長するため，所要の改正を行うものであ

ります。 

原案可決 

（平成 30年 3月 22日） 

議案第４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 

 

運動施設における市外の者の利用料について，運動施

設の利用促進及び利用者の利便性の向上を図るため，

所要の改正を行うものであります。 

原案可決 

（平成 30年 3月 22日） 

議案第５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

険税の賦課限度額の引き上げ及び軽減対象世帯の拡大

を図るため，また，国民健康保険税の目的等を改める

ため，所要の改正を行うものであります。 

原案可決 

（平成 30年 3月 22日） 



平成３０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 神栖市国民健康保険条例の一部を改正する条例 国保年金課 

 

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保

険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の

整備に関する政令の施行により，平成３０年度から都

道府県が国民健康保険の責任主体となるため，所要の

改正を行うものであります。 

原案可決 

（平成 30年 3月 22日） 

議案第７号 
神栖市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する

条例 
国保年金課 

 

高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い，

住所地特例を適用するため，所要の改正を行うもので

あります。 

原案可決 

（平成 30年 3月 22日） 

議案第８号 
神栖市保育所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 

 
神栖市立海浜保育所の廃止に伴い，同保育所に係る規

定を削除するため，所要の改正を行うものであります。 

原案可決 

（平成 30年 3月 22日） 

議案第９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 

（平成 30年 3月 22日） 

議案第 10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 

 

神栖市立矢田部小学校及び神栖市立土合小学校の統廃

合に伴い，両校で実施している放課後児童クラブの名

称及び位置を改め，併せて各放課後児童クラブの名称

について，実施場所ごとの名称に改めるため，所要の

改正を行うものであります。 

原案可決 

（平成 30年 3月 22日） 



平成３０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 
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

専門員の定義を改めるため，所要の改正を行うもので

あります。 

原案可決 

（平成 30年 3月 22日） 

議案第 12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 

 

平成３０年度から平成３２年度までの第７期介護保険

事業計画に基づき，当該期間中の介護保険料率等を定

めるため，併せて介護保険法等の一部改正に伴い，保

険料の段階の判定に関する基準等を改めるため，所要

の改正を行うものであります。 

原案可決 

（平成 30年 3月 22日） 

議案第 13号 

神栖市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

長寿介護課 

 

基準としております厚生労働省令等の一部改正に伴

い，障害福祉制度における相談支援専門員との密接な

連携，利用者に対する公正中立なケアマネジメント等

を確保するため，所要の改正を行うものであります。 

原案可決 

（平成 30年 3月 22日） 

議案第 14号 

神栖市指定地域密着型サービスの事業の人員，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 

長寿介護課 

 

基準としております厚生労働省令等の一部改正に伴

い，訪問系サービス等の指定基準を緩和し，共生型地

域密着型通所介護等に関する基準を設けるため，所要

の改正を行うものであります。 

原案可決 

（平成 30年 3月 22日） 

議案第 15号 

神栖市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

長寿介護課 



平成３０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） 

 

基準としております厚生労働省令等の一部改正に伴

い，共用型介護予防認知症対応型通所介護の利用定員

数の拡大及び身体的拘束の適正化を図るため，所要の

改正を行うものであります。 

原案可決 

（平成 30年 3月 22日） 

議案第 16号 
神栖市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例 
長寿介護課 

 

介護保険法の一部改正により，平成３０年度から指定

居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から市区町

村に移譲されることに伴い，当該指定基準等を定める

ため，条例を制定するものであります。 

原案可決 

（平成 30年 3月 22日） 

議案第 17号 
市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部

を改正する条例 
農林課 

 
土地改良法の一部改正に伴い，引用する条項の整理を

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 30年 3月 22日） 

議案第 18号 神栖市都市公園条例の一部を改正する条例 施設管理課 

 

都市公園法及び同法施行令の一部改正に伴い，都市公

園内の運動施設の敷地面積の割合を定めるため，また，

公園使用料を入札等により定める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 

（平成 30年 3月 22日） 

議案第 19号 平成２９年度神栖市一般会計補正予算（第１０号） 財政課 

 

補正は歳入歳出それぞれ２４億４,０１２万８千円を

追加し，補正後の予算規模を４４２億５,９４５万３千

円とするものであります。 

補正前の額  ４１,８１９,３２５千円 

補 正 額   ２,４４０,１２８千円 

計    ４４,２５９,４５３千円 

補正の主な内容につきましては，歳出では，平成２８

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，事業費確定に伴う減額等により１

原案可決 

（平成 30年 3月 8日） 



平成３０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） 

９億円を公共施設整備基金に，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２８年度の剰余金２７

億１,３２３万円を, 地方交付税の確定等により１４

億２,７９５万８千円を，増額補正するものでありま

す。 

議案第 20号 
平成２９年度神栖市国民健康保険特別会計（事業勘定）

補正予算（第４号） 
財政課 

 

補正は歳入歳出それぞれ１億５,６５８万８千円を追

加し，補正後の予算規模を１２８億２,６２２万４千円

とするものであります。 

補正前の額  １２,６６９,６３６千円 

補 正 額     １５６,５８８千円 

  計    １２,８２６,２２４千円 

補正の主な内容につきましては，歳出では，平成２８

年度国庫補助金の精算による返還金額の増額につい

て，補正するものであります。歳入では，国民健康保

険被保険者の大幅な減少に伴う国民健康保険税の減額

について，補正するものであります。財源としまして

は，平成２８年度繰越金を充てるものであります。 

原案可決 

（平成 30年 3月 8日） 

議案第 21号 
平成２９年度神栖市公共下水道事業特別会計補正予算（第

３号） 
財政課 

 

補正の主な内容につきましては，公共下水道整備事業

（汚水）及び公共下水道改築整備事業（汚水）の事業

費確定に伴い，歳入において財源更正をするため，繰

入金，繰越金，諸収入及び市債を補正するものであり

ます。 

原案可決 

（平成 30年 3月 8日） 



平成３０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 22号 
平成２９年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）補正予

算（第４号） 
財政課 

 

補正は歳入歳出それぞれ５,１１６万８千円を追加し，

補正後の予算規模を５３億５,１８８万４千円とする

ものであります。 

補正前の額  ５,３００,７１６千円 

補 正 額     ５１,１６８千円 

    計    ５,３５１,８８４千円 

補正の主な内容につきましては，歳出では，平成２８

年度の保険給付費及び地域支援事業費の確定による基

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２８年度繰越金等の増額に

ついて，補正するものであります。 

原案可決 

（平成 30年 3月 8日） 

議案第 23号 
平成２９年度神栖市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号） 
財政課 

 

補正は歳入歳出それぞれ４７２万２千円を減額し，補

正後の予算規模を６億８,０６３万８千円とするもの

であります。 

補正前の額    ６８５,３６０千円 

補 正 額    △４,７２２千円 

    計     ６８０,６３８千円 

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

金の減額及び平成２８年度繰越金の増額について，補

正するものであります。 

原案可決 

（平成 30年 3月 8日） 



平成３０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 平成２９年度神栖市水道事業会計補正予算（第２号） 水道課 

 

補正は，資本的支出の予定額について３５９万円を増

額するものであります。 

（資本的支出） 

補正前の額    １,９９６,１８８千円 

補 正 額        ３,５９０千円 

    計      １,９９９,７７８千円 

補正の主な内容につきましては，平成２８年度生活基

盤施設耐震化等国庫補助金に係る消費税相当額の返還

金について増額補正するものであります。 

原案可決 

（平成 30年 3月 8日） 

議案第 25号 平成３０年度神栖市一般会計予算 財政課 

 

歳入歳出予算の総額は，４２９億３００万円であり，

前年度と比較しますと，１６億１,９００万円の増額と

なっております。 

歳入歳出の総額   ４２,９０３,０００千円 

   （前年度）    ４１,２８４,０００千円 

（比 較）    １,６１９,０００千円 

修正可決 

（平成 30年 3月 22日） 

議案第 26号 
平成３０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，１０１億８,７１９万３千円で

あり，前年度と比較しますと，２７億８,５０２万６千

円の減額となっております。 

歳入歳出の総額   １０,１８７,１９３千円 

   （前年度）    １２,９７２,２１９千円 

（比 較）   △２,７８５,０２６ 千円 

原案可決 

（平成 30年 3月 22日） 



平成３０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） 

議案第 27号 平成３０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，３３億９,９８３万８千円であ

り，前年度と比較しますと，７億６,１３６万円の増額

となっております。 

歳入歳出の総額    ３,３９９,８３８千円 

   （前年度）     ２,６３８,４７８千円 

（比 較）      ７６１,３６０千円 

原案可決 

（平成 30年 3月 22日） 

議案第 28号 
平成３０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，５２億５,２６０万１千円であ

り，前年度と比較しますと，２６０万３千円の減額と

なっております。 

歳入歳出の総額    ５,２５２,６０１千円 

   （前年度）     ５,２５５,２０４千円 

（比 較）       △２,６０３千円 

原案可決 

（平成 30年 3月 22日） 

議案第 29号 平成３０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，７億２,６５０万９千円であ

り，前年度と比較しますと，６,７００万円の増額とな

っております。 

歳入歳出の総額     ７２６,５０９千円 

   （前年度）      ６５９,５０９千円 

（比 較）      ６７,０００千円 

原案可決 

（平成 30年 3月 22日） 

議案第 30号 平成３０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３７億１,１７６万３千円で

あり，前年度と比較しますと８億４,４６６万７千円の

減額となっております。 

支出の総額     ３,７１１,７６３千円 

   （前年度）    ４,５５６,４３０千円 

（比 較）     △８４４,６６７千円 

原案可決 

（平成 30年 3月 22日） 



平成３０年第１回神栖市議会定例会提出議案一覧 

ＮＯ．９ 

議案番号 
件  名 

（  概  要  ） 

所 管 課 

審議結果（議決年月日） 

議案第 31号 
工事請負契約の締結について 

・（仮称）神栖市立認定こども園どあい建設工事 
教育総務課 

※追加提出

議案

H30.3.7 

去る２月９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 30年 3月 22日） 

議案第 32号 副市長の選任について 職員課 

※追加提出

議案

H30.3.13 

平成３０年４月１日付で，人格識見の高い石川祐治氏

を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 

（平成 30年 3月 22日） 

議案第 33号 
工事請負契約の締結について 

・２９国補北公共埠頭１号雨水幹線整備工事 
下水道課 

※追加提出

議案

H30.3.13 

去る３月１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 30年 3月 22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 

 

現任の堀江 巖 委員が平成３０年６月３０日をもって

退任することに伴い，人格識見ともに高い 池田 正男 

氏を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 

（平成 30年 3月 9日） 

 

※平成３０年３月７日に，議案第３１号が追加提出されました。 

※平成３０年３月１３日に，議案第３２号及び３３号が追加提出されました。 


