
　土合本町３丁目にある子どもセンター

は，誰でも自由に遊べる児童館です。どこ

からでも子どもの様子がわかるように総ガ

ラス張りとなっています。女性センターも

併設され，子育て支援の場として利用され

ています。
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議案番号 件　　　　　　　　名 議決結果

議案第１号
専決処分の承認を求めることについて

・平成19年度神栖市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）
承認

議案第２号
専決処分の承認を求めることについて

・平成19年度神栖市水道事業会計補正予算（第４号）
承認

報告第１号 神栖市土地開発公社の平成19年度決算について 報告済

　神栖市議会は，平成20年第１回臨時会を３月３日に会期１日間の日程で開き，専決処分に関するも

の２件，報告に関するもの１件，計３件の審議を行いました。慎重なる審議を行い，承認及び報告済

みとなりました。

議案等議決結果一覧

平成20年神栖市議会・第１回臨時会
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議案番号 件　　　　　　　　名 議決結果

議案第１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２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３号 神栖市職員の育児休業等に関する条の一部を改正する条例 原案可決

議案第４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５号 神栖市特別会計条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第６号 神栖市税条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第７号 神栖市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第８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９号 神栖市公共施設の暴力団等排除に関する条例 原案可決

議案第10号 神栖市スポーツ振興審議会条例 原案可決

議案第11号 神栖市保健・福祉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 原案可決

議案第12号 神栖市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第13号 神栖市後期高齢者医療に関する条例 原案可決

議案第14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15号 神栖市老人休養ホームの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第16号 神栖市国民健康保険条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第17号 神栖市介護保険条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第18号 神栖市居宅介護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 神栖市認可地縁団体印鑑条例 原案可決

議案第20号 平成19年度神栖市一般会計補正予算（第６号） 原案可決

議案第21号 平成19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22号 平成19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23号 平成19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24号 平成19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25号 平成19年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）補正予算（第４号） 原案可決

議案第26号 平成20年度神栖市一般会計予算 原案可決

議案第27号 平成20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

　神栖市議会は，平成20年第１回定例会を３月10日から25日までの会期16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，規約の変更に関するもの１件，神栖市道路線に関するもの

２件，意見書案１件，人事に関するもの２件，計39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20年神栖市議会・第１回定例会
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議案番号 件　　　　　　　　名 議決結果

議案第28号 平成20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29号 平成20年度神栖市公共下水道事業特別会計予算 原案可決

議案第30号 平成20年度神栖市老人保健特別会計予算 原案可決

議案第31号 平成20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32号 平成20年度神栖市後期高齢者医療特別会計予算 原案可決

議案第33号 平成20年度神栖市水道事業会計予算 原案可決

議案第34号 鹿島地方公平委員会共同設置規約の変更について 原案可決

議案第35号 神栖市道路線の認定について 原案可決

議案第36号 神栖市道路線の廃止について 原案可決

議案第37号 教育委員会委員の任命について 同意

議案第38号 監査委員の選任について 同意

意見書案第１号 道路特定財源の確保に関する意見書 原案可決
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　 氏　　名 所属委員会

委 員 長 山　中　正　一 健康福祉委員会

副委員長 木　内　敏　之 教育環境委員会

委　　員 梅　原　　　章 健康福祉委員会

委　　員 柳　堀　　　弘 副　　議　　長

委　　員 三　好　　　忠 都市産業委員会

委　　員 関　口　正　司 教育環境委員会

委　　員 伊　藤　　　大 総務企画委員会

委　　員 安　藤　昌　義 都市産業委員会

委　　員 遠　藤　貴　之 総務企画委員会

予算特別委員会名簿　（平成20年３月14日設置）

　かみす市議会だより11号の発刊（平成20年２月17日）にあたり，一部にページの重複

及び欠落がありました。

　市民の皆様にご迷惑をかけてしまい，大変申し訳ありませんでした。今後はこのような

ことがないよう十分に注意いたします。

お　詫　び



－9－

 

三好 　忠 議員
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長谷川治吉 議員
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佐藤 節子 議員

野口 文孝 議員
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関口 正司 議員
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柳掘 　弘 議員
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藤田 昭泰 議員
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　神栖市は，茨城県の南東部，東京から８５㎞・成田新東京国際空港から，３０㎞に

位置し，人口９万人の農・漁業及び鹿島港を中心とする臨海工業地帯を有する産業都

市であり，「市民とともにつくる『躍進する中核都市』かみす」を将来都市像として，

地域間の交流・連携による活力あるまちづくりや安心して安全に暮らせるまちづくり

を推進しているところである。

　しかし，本市の道路は，改良率が58.66％と低いうえ，災害時の緊急車両が通行でき

ない箇所，歩道のない箇所，幅員狭小箇所などの危険な箇所が多数残ったままとなっ

ている。また，市内を縦断・横断する幹線道路については，特に朝晩に著しい交通渋

滞が発生し，安全で快適な住環境に大きな支障をきたしており，これらを解消するた

めの早期整備が強く望まれているところである。さらに、道路の維持管理において

は，鹿島臨海工業地帯の立地企業への原材料・製品運搬用大型車両等が増加し，道路

の破損など，毎年，維持修繕費の増大が見込まれる。

　このような中，現行の道路特定財源の暫定税率が廃止された場合，本市では約３億

4,300万円の減収となり，本市における道路整備は深刻な事態に陥ることになる。

　さらには，本市の財政運営を直撃し，教育や福祉といった他の行政サービスの低下

など市民生活にも深刻な影響を及ぼしかねないことにもなる。

　よって，国においては，現行の道路特定財源の暫定税率を堅持されるよう，強く要

望するものである。

今定例会において１件の議員提案を可決

道路特定財源の確保に関する意見書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出者　三好　忠　議員

　平成20年第１回定例会において１件の議員提案がなされ，慎重なる審議を行い，原案のと

おり可決されました。可決された意見書は各公共機関，関係大臣宛等に提出しました。



市議会のうごき
（平成２０年３月～５月）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

〒
314

0192
編

集

後

記

次回の６月議会予定

お 知 ら せ

左の予定表は平成20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）

10日 （火） 本 会 議（開会，提案理由）

３日　第１回臨時会

10日　第１回議会定例会開会

12日　一般質問

13日　一般質問・議案質疑

14日　議案質疑

17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

18日～19日

　　　予算特別委員会

25日　第１回議会定例会閉会

３月
９日　議員協議会

10日　鹿島地方事務組合議会臨時会

11日　県北・鹿行市議会議長定例会

17日　茨城県市議会議長会定例会

18日　議員協議会

24日　関東市議会議長会定期総会

25日　平成20年度市町村長・市町村議会議長会議

30日　鹿島南部地区消防事務組合議会

　　　神栖市議会だより編集委員会

４月
12～14日　教育環境委員会視察

　　　　　　長崎県大村市・長崎市

13～15日　健康福祉委員会視察

　　　　　　　　　　愛知県高浜市

　　　　　　　　　　岐阜県高山市

15日　　　鹿行政経懇話会

21～23日　総務企画委員会視察

　　　　　　　　　　富山県富山市

　　　　　　　　　　石川県金沢市

21～23日　都市産業委員会視察

　　　　　北海道恵庭市・苫小牧市

28日　　　全国市議会議長会定期総会

５月（予定）

11日 （水） 本 会 議（一般質問）

12日 （木） 本 会 議（一般質問）

13日 （金） 本 会 議（議案質疑）

14日 （土） 休　　日

15日 （日） 休　　日

16日 （月） 休　　会（常任委員会）

18日 （水） 休　　会（議事整理）

19日 （木） 本 会 議（採決，閉会）

17日 （火） 休　　会（議事整理）


