
　写真は，平成18年６月１日に開所した神

栖市矢田部サッカー場です。日本サッカー

協会（ＪＦＡ）公認のロングパイル人工芝

ピッチを有しています。市内・市外，県

内・県外問わず，すべての皆様にご利用い

ただけます。平成19年４月より新たに２面

が稼動し，計４面になりました。
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議案番号 件　　　　　　　　名 議決結果

議案第１号 教育委員会委員の任命について 同意

議案第２号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 同意

議案第３号 神栖市表彰条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第４号 神栖市副市長定数条例 原案可決

議案第５号 神栖市行政組織条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第６号 神栖市監査委員条例の一部を改正する条例 原案可決

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 原案可決

議案第８号 神栖市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第９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 原案可決

議案第10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 原案可決

議案第11号 神栖市税条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第12号 神栖市手数料条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第13号 神栖市道路占用料徴収条例 原案可決

議案第14号 神栖市協働のまちづくり推進基金条例 原案可決

議案第15号 神栖市運動施設利用条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第16号 神栖市保育所設置条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第17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 原案可決

議案第18号 神栖市指定居宅支援事業所の設置及び運営等に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第19号 神栖市中小企業事業資金融資あっ旋条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第20号 神栖市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第21号 平成18年度神栖市一般会計補正予算（第６号） 原案可決

議案第22号 平成18年度神栖市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第３号） 原案可決

議案第23号 平成18年度神栖市老人休養ホーム特別会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第24号 平成18年度神栖市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 原案可決

議案第25号 平成18年度神栖市老人保健特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第26号 平成18年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）補正予算（第３号） 原案可決

議案第27号 平成18年度神栖市水道事業会計補正予算（第３号） 原案可決

議案第28号 平成19年度神栖市一般会計予算 原案可決

議案第29号 平成19年度神栖市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算 原案可決

議案第30号 平成19年度神栖市老人休養ホーム特別会計予算 原案可決

議案第31号 平成19年度神栖市公共下水道事業特別会計予算 原案可決

　神栖市議会は，平成19年第１回定例会を３月６日から23日までの会期18日間の日程で開き，条例に

関するもの19件，予算に関するもの14件，人事に関するもの４件，土地の取得に関するもの１件，規

約に関するもの４件，市道路線に関するもの２件，規則に関するもの１件，議員発議の決議案２件，

計47件の審議を行いました。慎重なる審議を行い，いずれも原案のとおり可決されました。

議案等議決結果一覧

平成19年神栖市議会・第１回定例会
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議案第32号 平成19年度神栖市老人保健特別会計予算 原案可決

議案第33号 平成19年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）予算 原案可決

議案第34号 平成19年度神栖市水道事業会計予算 原案可決

議案第35号 土地の取得について  ・神之池緑地公園再整備用地 原案可決

議案第36号 茨城県市町村総合事務組合規約の一部改正について 原案可決

議案第37号 鹿島地方事務組合規約の変更について 原案可決

議案第38号 鹿島南部地区消防事務組合規約の変更について 原案可決

議案第39号 茨城租税債権管理機構規約の変更について 原案可決

議案第40号 神栖市道路線の認定について 原案可決

議案第41号 神栖市道路線の廃止について 原案可決

議案第42号 神栖市議会会議規則の一部を改正する条例 原案可決

議案第43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

神栖市農業委員会委員の推薦について

茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙について

決議案第１号 議長辞職勧告決議案 原案可決

決議案第２号 副議長辞職勧告決議案 原案可決

(
)

(
)
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市税 ２２０億　 ２７０万２千円 議会費 　３億５,４８９万１千円
地方譲与税 　　８億４,２００万円 総務費 ３８億１,９２５万４千円
地方消費税交付金 　１０億円 民生費 ９７億３,４４３万５千円
地方特例交付金 　　１億８,２００万円 衛生費 ３２億５,９５６万７千円
地方交付税 　　２億７,０００万円 農林水産業費 １０億３,０５３万６千円
国・県支出金 　３８億７,５４４万３千円 商工費 　３億　 ６７７万９千円
繰入金 　　７億２,５１７万７千円 土木費 ３９億４,０３０万４千円
市債 　１６億５,８１２万８千円 消防費 ２６億１,１６２万５千円
その他 　２１億９,６５５万円 教育費 ５４億２,０１５万３千円

公債費 ２２億２,４４５万６千円
その他 　　　５,０００万円

平成19年度 神栖市一般会計予算
歳入 歳出
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　地方自治法の一部改正に伴い，会議規則に

ついて所要の改正をするものです。

主な内容

　地方自治法109条に基づき，当市議会会議

規則にその手続きを規定しました。

　改正前規則では議案の提出は議員の定数の

12分１以上の賛成者によるものか，市長によ

るものしか認められていませんでした。

　これを議会の実質的な審査を行う委員会に

も議案を提出する権限を認めたものです。

議案第42号

神栖市議会会議規則の一部を改正する規則

議案提出者　伊藤　大　議員

　地方自治法の一部改正に伴い，委員会条例

について所要の改正をするものです。

主な内容

　改正前では，地方自治法第109条に基づき，

常任委員は会期の始めに選任する必要がある

ことから，閉会中において補欠選挙で当選し

た議員は直ちに委員として委員会活動に参加

することはできませんでした。

　今回の改正で，議長が閉会中に委員を選任

することができるようになりました。

議案第43号

神栖市議会委員会条例の一部を改正する条例

議案提出者　田中 三郎　議員

　地方自治法第103条２項により議長及び副

議長の任期は，議員の任期によることになっ

ているが，平成14年３月８日の議員協議会に

おいて正・副議長の任期を２年とする申し合

わせに十分理解したうえで同意したにもかか

わらず，議長の職を続けている。

　また，平成18年第１回定例会から４度の辞

職勧告決議案が可決しているが，納得のいく

説明がなされないまま，その職を続けている

ことに対し辞職勧告決議するものです。

決議案第１号

　議長辞職勧告決議案

　議案提出者　木内 敏之　議員

　地方自治法第103条２項により議長及び副

議長の任期は，議員の任期によることになっ

ているが，平成14年３月８日の議員協議会に

おいて正・副議長の任期を２年とする申し合

わせに十分理解したうえで同意したにもかか

わらず，副議長の職を続けている。

　また，平成18年第１回定例会から４度の辞

職勧告決議案が可決しているが，納得のいく

説明がなされないまま，その職を続けている

ことに対し辞職勧告決議するものです。

決議案第２号

　副議長辞職勧告決議案

　議案提出者　野口 一洋　議員

今定例会において４件の議員提案が可決



額賀 成一 議員

佐藤 節子 議員
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鈴木 康弘 議員 
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小川五十六 議員

－10－



飯田 耕造 議員

安藤 昌義 議員
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柳堀　 弘 議員

－12－



衣鳩幸次郎 議員

塚本　 茂 議員

－13－



高橋 治夫 議員

－14－



関口 正司 議員

－15－



長谷川治吉 議員

－16－
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旧砂丘荘
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第２保育所に新設された調理室
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(
)

 

 

 
 

袋の大きさ
市から商工会への

卸価格
小売価格の上限

20枚入りの場合の
小売価格の上限

３０ ㍑ ５円 50銭 ９円 50銭 200円以下

４５ ㍑ ８円 50銭 12円 50銭 263円以下

備　考 １枚当り，税抜き 税込み
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土木研究所跡地

　本特別委員会は，土研跡地（土木研究所跡地）の土地利用推進検討について調査研究の

ため，委員16名をもって構成し，平成18年６月16日に設置され，これまで本市の振興・活

性化に向けた「土研跡地の有効利用」の諸方策のあり方について，精力的に調査を進めて

きました。平成19年第１回定例会において，検討結果の報告をしました。

【検討結果報告】

Ⅰ　土研跡地の目指すべき姿
　早期に土地を取得し「首都圏の東の玄関口並びに鹿行地域の中心都市」を目指す。

Ⅱ　土研跡地を生かした地域振興方策のあり方
　①国・県等の出先機関を誘致すること。

　・税務署，裁判所，検察庁，法務局の新設を図ること。

　・県の総合事務所を誘致し，一箇所に集約すること。

　・治安の確保を図るため，警察署の新設を図ること。

　②地域づくり

　・防災拠点整備（防災公園）を図ること。

　・鹿島港と成田空港との連携を図るとともに，国際化の推進に取り組むこと。

　・地域の商工業，観光，農林水産業及び石油化学コンビナートの振興に積極的に取り組むこと。

Ⅲ 土研跡地の整備推進方策のあり方
　①交通アクセス

　　首都圏や県内からの高規格幹線道路等の整備や旅客鉄道，連絡バスなどの公共交通の

　　整備に取り組むこと。

　②推進体制の整備

　　土地を取得するために政・官・産・学を交えた推進組織を設置して，国・県等関係機

　　関に強く働きかけ，早期取得に取り組むこと。

　※なお，特別委員会での土研跡地土地利用に関する集約した意見は次のとおりです。
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土研跡地土地利用推進検討特別委員会
（山本　守 委員長）
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　市議会はどなたでも傍聴できます。議会では様々な重要問題が審議されています。是非

一度，議会を傍聴してはいかがでしょうか。

　傍聴の受付は午前８時30分から午前９時30分までとし，希望者が定員の38名を超えた場

合には抽選となります。最終日の開会が午後２時となる場合，受付は午後零時30分から午

後１時30分とし，定員を超えた場合には，抽選となります。

　受付場所：神栖市役所５階傍聴席入り口

議会の傍聴

市税等の収納率向上について調査
　総務企画委員会は，平成19年１月29日から

30日の日程で，神奈川県小田原市における市

税等の収納率向上についての調査のため，視

察を行いました。

　小田原市は，市税等の悪質滞納者に対する

「行政サービスの停止」及び「氏名公表」な

ど厳しい措置を定めた全国初の条例「小田原

市市税滞納に対する特別措置に関する条例」

を平成12年３月議会において制定し，平成12

年７月１日より施行しました。

　議会において条例の可決に至った経過や平

成17年度の収納状況の説明を受け，収納率向

上について意見交換を行ってまいりました。

総務企画委員会が視察調査

①芝生や野外ステージを備えた公園。

②ショッピングモール，レストラン，映画館

等の商業的なゾーン。

③そのままの自然を残した土地利用。

④土地の一部を民間活用での商業施設や医療

モール，残りの土地を国，県の出先機関を

集めた土地利用。

⑤市役所，消防署，警察署，県の出先機関を

集めた官庁街としての土地利用。

⑥防災公園としての土地利用。

⑦行政機関，介護・福祉関連の施設を中心部

に集めたコンパクトな都市づくりのための

土地利用。

⑧市民公園としての土地利用。

⑨総合運動公園としての土地利用。

⑩臨海鉄道の引き込み等による交通アクセス

の整備。

土研跡地土地利用に関する集約化した意見一覧



市議会のうごき
（平成１９年３月～５月）
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次回の６月議会予定

お 知 ら せ

　左の予定表は平成19年

第２回定例会（６月）の議

会予定です。

　変更になる場合がありま

すので議会の傍聴を希望さ

れる方は事前に事務局にご

確認ください。

神栖市議会事務局

5０２９９－９０－１１７２（直通）

期　日 曜　日 議会日程（案）

18日 （月） 本 会 議（開会・提案理由の説明）

６日　第１回議会定例会開会

　　　議会運営委員会

　　　議員協議会

13日　総務企画委員会・健康福祉委員会

14日　教育環境委員会・都市産業委員会

15日　予算特別委員会

16日　

23日　第１回議会定例会閉会

３月

13日　茨城県市議会議長会事務局長会

16日　議会運営委員会

16日　各常任委員会（総務企画・健

　　　康福祉・教育環境・都市産業）

16日　議員協議会

27日　議会だより編集委員会

４月

16日　健康福祉委員会・教育環境委
　　　員会・都市産業委員会
18日　先進地視察調査

22日　議会運営委員会
　　　先進地視察調査24日

24日　県北鹿行市議会議長会
25日　市町村長・市町村議会議長会議

28日
　総務企画委員会

　　　先進地視察調査30日

29日　茨城県市議会議長会定例会
31日　鹿島南部地区消防事務組合議会
31日　鹿行広域事務組合議会

５月（予定）

19日 （火） 休　　会（議案整理）

20日 （水） 本 会 議（一般質問）

21日 （木） 本 会 議（一般質問）

22日 （金） 本 会 議（議案質疑）

23日 （土） 休　　会　休日

24日 （日） 休　　会　休日

25日 （月） 休　　会（常任委員会）

26日 （火） 休　　会（議事整理）

27日 （水） 休　　会（議事整理）

28日 （木） 本 会 議（委員長報告・採決・閉会）


