
　平成19年第１回臨時会において議案第１

号（仮称）神栖市立第三学校給食共同調理

場建設工事（建築）が審議されました。上記

イラストは共同調理場の完成予想図です。

鉄骨造２階建で，延床面積2,314.70㎡，

近隣の小中学校に対応する3,500食を供給

できる施設になります。
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（仮称）神栖市立第三学校給食共同調理場 完成予想図

建設予定地 現在は土合運動広場となっています



議案番号 件　　　　　　　　名 議決結果

議案第１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２号 神栖市地区計画及びまちづくり推進に関する条例 原案可決

議案第３号 平成19年度神栖市一般会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第４号
専決処分の承認を求めることについて

・神栖市税条例の一部を改正する条例
承　　認

議案第５号
専決処分の承認を求めることについて

・神栖市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
承　　認

議案第６号
専決処分の承認を求めることについて

・平成19年度神栖市一般会計補正予算（第１号）
承　　認

議案第７号 神栖市土地開発公社の解散について 原案可決

議案第８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

議案第９号
工事請負契約の締結について

・神栖市立神栖第四中学校校舎大規模改造工事
原案可決

報告第１号

平成18年度神栖市一般会計継続費繰越計算書

・神栖市総合計画策定業務

・公共交通システム導入計画等策定業務委託

報 告 済

報告第２号

平成18年度神栖市一般会計繰越明許費繰越計算書

・老人医療一般事業　　　　・国民健康保険事業

・介護保険事業　　　　　　・広域水産物供給基盤整備事業

報 告 済

報告第３号 神栖市土地開発公社の平成18年度決算及び平成19年度予算について 報 告 済

報告第４号
財団法人神栖市文化・スポーツ振興公社の平成18年度決算並びに

平成19年度事業計画及び予算について
報 告 済

決議案第１号 議長副議長辞職勧告決議案 原案可決

請願第１号 安全・安心の地域医療を実現するための医師・看護師の大幅増員を求める請願書 継続審査

　神栖市議会は，平成19年第２回定例会を６月18日から28日までの会期11日間の日程で開き，条例に

関するもの３件，予算に関するもの１件，専決処分に関するもの３件，公社の解散に関するもの１件，

契約に関するもの１件，報告に関するもの４件，動議による決議案１件，請願１件，計15件の審議を

行いました。慎重なる審議を行い,請願を除く14件が可決されました。

議案等議決結果一覧

平成19年神栖市議会・第２回定例会

(
)

－2－



(
)

－3－



　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，その職を続けている。

　また，平成18年第１回定例会から５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をするものです。

決議案第１号

議長副議長辞職勧告決議案

提出者　木内　敏之　議員

　神栖市行政組織条例が改正されたことに伴

い，神栖市議会の常任委員会の所管等につい

て，条文の整理を行うものです。

　「市長公室」がなくなり総務部のなかに

「秘書室」が新設されたため，神栖市議会委

員会条例第２条（常任委員会の名称，委員会

定数及びその所管）のなかの総務企画委員会

の所管事項を改正するものです。

議案第８号

神栖市議会委員会条例の一部を改正する条例

提出者　田中　三郎　議員

今定例会において２件の議員提案を可決

－4－



池田 夫二 議員

三好 　忠 議員

 

－5－



額賀 成一 議員 

市営住宅（旧波崎）跡地

神栖二中校舎

－6－



柳堀 　弘 議員

－7－



泉　純一郎 議員

－8－



衣鳩幸次郎 議員

鈴木 康弘 議員

－9－



長谷川治吉 議員

－10－



高安 猛夫 議員

－11－



関口 正司 議員

神栖消防署

－12－



伊藤 　大 議員

－13－



塚本 　茂 議員

－14－



佐藤 節子 議員

－15－



 
 

 
 

 

－16－



議案番号 件　　　　　　　　名 議決結果

議案第１号 工事請負契約の締結について・（仮称）神栖市立第三学校給食共同調理場建設工事（建築） 原案可決

議案第２号 工事請負契約の締結について・（仮称）神栖市立第三学校給食共同調理場建設工事（機械設備等） 原案可決

議案第３号
専決処分の承認を求めることについて

・神栖市地域活動支援センターの設置及び運営等に関する条例の一部を改正する条例
承　　認

報告第１号
鹿島港湾運送株式会社の平成18年度第37期営業報告及び平成19年度事

業計画について
報 告 済

報告第２号
株式会社はさきおさかなセンターの平成18年度決算及び平成19年度事

業計画について
報 告 済

　神栖市議会は，平成19年第１回臨時会を７月27日に開会し，契約に関するもの２件，専決処分に関

するもの１件，報告に関するもの２件，計５件の議案等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回臨時会

 
 
( 
(

)

　議員の寄附行為について、公職選挙法

により，議員からの寄附行為，または有

権者が寄附を求める行為は禁止されてお

ります。市民の皆様方のご理解、ご協力

の程をよろしくお願い致します。

市議会からのお知らせ

－17－



－18－

　総務企画委員会では，５月28日から30日の日程で，

北海道千歳市の「行政評価事務の概要」について及

び室蘭市の「白鳥大橋とまちづくり」についての調

査のため視察を行いました。千歳市では，効率的か

つ効果的な行財政運営を確保するため，平成15年度

から事務事業の定期的な自己点検及び改善を図る

「行政評価」を実施しています。室蘭市では昭和26

年，室蘭港港口への湾を横断した橋の建設構想があ

がり，昭和56年に建設に向けての測量試験等を経て，

昭和60年白鳥大橋建設工事着工となり，工事期間13

年間を経て，平成10年６月に開通。白鳥大橋を核と

して、道の駅「みたら室蘭」やパークゴルフ場，室

蘭海洋センター，水族館の開設など地域振興を図る

ためのまちづくりを推進しています。

行財政改革・地域振興について視察 ―― 総務企画委員会

　健康福祉委員会は，５月16日から18日の日程で，

鳥取県米子市の市民の健康づくりについて及び倉吉

市の「伯耆
ほうき

しあわせの郷
さと

」の概要等について調査の

ため視察を行いました。米子市では，市内各校区の

ウォーキングコースを紹介する「健康ウォーキング

マップ」と１年間の記録ができる「健康ウォーキン

グ手帳」を作成し，市民の健康づくりに役立ててい

ます。ウォーキングをより身近なものにし，生活習

慣病予防や健康増進，こころの健康，合わせて生活

環境の見直しと活性化を図っています。倉吉市で

は，国のモデル事業として指定を受け，生涯学習・

福祉・健康づくりの拠点施設として設立された「伯
ほう

耆
き

しあわせの郷
さと

」を視察し，管理運営及び高齢者虐

待防止条例の制定についての説明を受けました。

健康づくり，福祉行政について視察 ―― 健康福祉委員会

　教育環境委員会は，平成19年５月16日から18日の

日程で，滋賀県野洲（やす）市の図書館行政について，

京都府京都市の防災センターについての調査のため

視察を行いました。野洲市図書館では，貸出冊数に

制限を設けない，地域の貴重な歴史的資料をデジタ

ル化しインターネットで，また開館時間を午後８時

まで延長して地域住民の利用に供していました。京

都市では自主防災組織率１００％の地域力を活かし

た，防火防災施策の積極的な推進が図られています。

市民防災センターでは，センター内に疑似体験コー

ナーを設置し，３Ｄによる消火訓練，地震体験室，

疑似体験をとうして防災を学ぶことにより，「災害に

つよいまちづくり，ひとづくり，組織づくり」に向

けて事業を展開していました。

教育行政，防災行政について調査 ―― 教育環境委員会

委員会が先進地視察調査を実施



　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。また，最終日の開会が午後２時となる場合，受付は午後０

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。

なお，本庁の１階ロビーでモニター放映を行っていますので，お気軽にお越しください。

テレビ画面で一般質問や議案質疑の内容を御覧いただけます。

　受付場所：神栖市役所５階傍聴席入り口

　　　　　　日時等の詳細は議会事務局まで　TEL0299－90－1172

－19－

議会の傍聴のお知らせ

　都市産業委員会は，５月16日から18日の日程で熊

本県人吉市及び鹿児島県熊毛郡屋久町における「観

光行政」についての調査のため視察を行いました。

　人吉市では，自然公園都市の構想のもと，自然と

都市の調和を基調に快適な生活空間づくりを目指し

ており，年間80万人以上の観光客を呼び込んでいます。

　また，屋久町のある屋久島は，1,936ｍの宮之浦

岳の他1,000ｍ以上の山岳が30座あまり連座し，北

海道から沖縄までの気候や植物，また世界に例のな

い樹齢7,200年の縄文杉をはじめとする島固有の植

物が垂直に凝縮して分布しています。この豊かな自

然資源が評価され，平成５年に日本で初めて世界自

然遺産に登録されました。この登録により観光客は

２倍以上に増えております。観光資源への行政の取

り組みについて説明を受けました。

観光行政について ―― 都市産業委員会

　議会運営委員会は、平成19年５月22日から24日の日

程で、宮崎県都城市、鹿児島県霧島市における市議会

の概要と議会運営（会派制度・政務調査費など）につ

いて、視察調査を行いました。

  都城市は、宮崎県の南西部に位置し、平成18年１月

に１市４町が合併し、人口17万余人となり、市議会は、

特例により現在42人の議員をもって構成され、11の会

派からなっています。一方、霧島市は、鹿児島県のほ

ぼ中央部に位置し、平成17年11月に１市６町が合併し

て、霧島市が発足し、人口12万８千余人のところです。

市議会は、特例により現在47人の議員で構成され、ま

た、会派は５つからなっていました。

　両市議会とも、政務調査費として議員１人当たり年

額36万円が会派に交付されていますが、使途の明確化

や交付額について特別委員会などで調査検討がなされ

ています。この制度がより円滑な議会運営を進めて行

く上で、大きな役割を果たしているようでした。

円滑なる議会運営を視察 ―― 議会運営委員会



市議会のうごき
（平成１９年６月～８月）
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次回の９月議会予定

お 知 ら せ

　左の予定表は平成19年

第３回定例会（９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）

10日 （月） 本 会 議（開会，提案理由説明）

１日　鹿島地方事務組合議会臨時会

６日　議会運営委員会

18日　第２回定例会開会

　　　議員協議会

20日　
　　　一般質問
21日　

22日　議案質疑

25日　総務企画委員会・健康福祉委員会

　　　教育環境委員会・都市産業委員会

28日　議会運営委員会

　　　第２回定例会閉会

６月

９日　鹿島地方事務組合先進地視察調研修

　　（山口県岩国市・広島県福山市）

11日　県北・鹿行市議会議長会

　　　事務局長会議（水戸市）

19日　全国市議会議長会

　　　第113回地方財政委員会

24日　県北・鹿行市議会議長会

　　（那珂市役所）

26日　鹿行議長協議会（鹿嶋市役所）

27日　議会運営委員会

　　　第１回臨時会

　　　議会だより編集委員会

７月

31日　鹿島南部地区消防事務組合議会

８月（予定）

11～12日 （火）～（水） 本 会 議（一般質問）

13日 （木） 本 会 議（議案質疑）

14日 （金） 休　　会（常任委員会）

15～17日 （土）～（月） 休　　会（休日）

18～20日 （火）～（木） 休　　会（決算特別委員会）

21日 （金） 休　　会（議事整理）

25日 （火） 休　　会（議事整理）

26日 （水） 本 会 議（閉会）

22～24日 （土）～（月） 休　　会（休日）


