
　先の臨時会において，議員提案により議決され
ました意見書３件（※）を額賀財務大臣並びに冬
柴国土交通大臣に面談し提出を予定しておりまし
たが，内閣改造などの理由から，このほど（８月
７日）加納国土交通副大臣をはじめ，関係の国会
議員に対し，趣旨実現のため支援を要請いたしま
した。

（※）意見書の内容はP.19～20をご覧ください。
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議案番号 件　　　　　　　　名 議決結果

議案第１号 神栖市立学校設置条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第２号 神栖市立学校給食共同調理場の設置，管理及び職員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 はさきおさかなセンターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例 原案可決

議案第４号 平成20年度神栖市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第１号） 原案可決

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
・神栖市国民健康保険条例の一部を改正する条例

承認

議案第７号 損害賠償請求事件に係る和解について 原案可決

議案第８号 神栖市道路線の認定について 原案可決

議案第９号 神栖市道路線の廃止について 原案可決

議案第10号 教育委員会委員の任命について 同意

議案第11号
工事請負契約の締結について
・２０ゆ～ぽ～とはさき施設改修等工事

原案可決

議案第12号
工事請負契約の締結について

・（仮称）海浜第三住宅整備工事
原案可決

報告第１号

平成19年度神栖市一般会計継続費繰越計算書
・深芝浜橋架替え工事
・神栖市都市計画マスタープラン策定事業
・防災行政無線施設整備事業
・学校給食共同調理場建設事業

報告済

報告第２号

平成19年度神栖市一般会計繰越明許費繰越計算書
・社会福祉施設整備助成事業
・広域水産物供給基盤整備事業負担金
・漁業集落環境整備事業

報告済

報告第３号
平成19年度神栖市一般会計事故繰越し繰越計算書
・農業用　・用排水路整備事業

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19年度決算並びに平成20
年度事業計画及び予算について

報告済

報告第５号 株式会社はさきおさかなセンターの平成19年度決算について 報告済

　神栖市議会は，平成20年第２回定例会を６月10日から19日までの会期10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２件，和解に関するもの１件，神栖
市道路線に関するもの２件，人事に関するもの１件，契約に関するもの２件，報告に関するもの５
件，計17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２回定例会
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伊藤 　大 議員
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五十嵐清美 議員
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長谷川治吉 議員
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山本源一郎 議員



－9－

安藤 昌義 議員



－10－

柳堀 　弘 議員
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野口 文孝 議員

市内の防犯灯
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関口 正司 議員
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佐藤 節子 議員

現在建設中の（仮称）ぴよぴよ保育園
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藤田 昭泰 議員
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遠藤 貴之 議員
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第一保育園

第三学校給食共同調理場
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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

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

議案第３号
専決処分の承認を求めることについて

・平成２０年度神栖市一般会計補正予算（第１号）
承認

報告第１号
鹿島港湾運送株式会社の平成１９年度第３８期営業報告及び平成２０
年度事業計画について

報告済

意見書案第２号 土木研究所跡地払い下げに関する意見書 原案可決

意見書案第３号 利根川下流域（別所地区）の築堤の早期設置を求める意見書 原案可決

意見書案第４号
航路の維持浚渫に係る企業負担割合の軽減並びに北公共埠頭の機能拡

充に関する意見書
原案可決

　神栖市議会は，平成20年第２回臨時会を７月24日，会期１日間の日程で開き，条例に関するもの１
件，専決処分に関するもの２件，報告に関するもの１件，意見書に関するもの３件，計７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２回臨時会
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議席番号３番

氏　名　　　後藤　潤一郎

住　所　　　柳川4141番地33

職　業　　　会社員

党　派　　　無所属

当選回数　　２

所属常任委員会　教育環境委員会

議席番号 氏　　　　名

３番 後　藤　潤一郎　議員

５番 五十嵐　清　美　議員

６番 佐　藤　節　子　議員

７番 安　藤　昌　義　議員

８番 飯　田　耕　造　議員

９番 伊　藤　　　大　議員

10番 古　徳　　　等　議員

１ 須　田　光　一

２ 藤　田　眞　靖

３ 宮　本　正　弘

４ 菅　谷　昭　夫

大　槻　敏　彦

作　田　允
みつ

　子
こ

津久浦　寿　夫

石　毛　　　進

議席番号の指定と一部変更

【補充員】【選挙管理委員】

宮川　一郎 議員（右）
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　土木研究所跡地については，昭和36年に建設省土木研究所鹿島試験場として設置さ

れ，昭和55年４月に同試験場がつくば市に移転して以来，未利用地となっておりま

す。

　当地は，国道124号線に隣接した当市の中心市街地に位置し，21.5ヘクタールもの面

積を有しているにもかかわらず，30年近くも未利用地となっており，市民のこの土地

によせる期待は日増しに大きくなっており，本年４月からスタートしました「神栖市

総合計画」においても，新たな広域都市拠点として極めて重要な位置付けがされてお

り，当市の顔として相応しい都市機能の整備が是非とも必要であると考えておりま

す。

　よって，土木研究所跡地の早期払い下げに，特段のご配慮を賜りますよう強く要望

するものであります。

土木研究所跡地払い下げに関する意見書

　提出者　　大　槻　邦　夫　議員

意見書案第２号

　平成20年７月24日第２回臨時会において３件の議員提案が提出され、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。可決された意見書は各関係大臣に提出しました。

今臨時会において３件の議員提案を可決

土木研究所跡地

意見書案第２号
「土木研究所跡地払い下げに関す
る意見書」

利根川下流域（別所地区）

意見書案第３号
「利根川下流域（別所地区）の築
堤の早期設置を求める意見書」

北公共埠頭

意見書案第４号
「航路の維持浚渫に係る企業負担
割合の軽減並びに北公共埠頭の
機能拡充に関する意見書」
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　本市の別所地区は，利根川の河口部にありますが，築堤が未整備であることから台

風シーズンになりますと，利根川上流域での大量の雨による利根川の増水によって，

毎年，住宅冠水被害に遭遇し，安全・安心した生活を送れない状況であります。

　また，近年は爆弾低気圧の発生や自然環境の異常変動によって，日本各地に集中豪

雨をもたらし甚大な被害が発生しておりますが，このような被害が本市の別所地区に

いつ押し寄せるか市民は不安な日々を過ごしている状況です。

　そのため，長い間，市当局及び市民が築堤整備を要望してきましたが，未だ実現し

ておりません。

　つきましては，地区住民の長年の悲願であります，利根川下流域（別所地区）の築

堤の早期設置を求めるものであります。

利根川下流域（別所地区）の築堤の早期設置を求める意見書

提出者　　三好　忠　議員

意見書案第３号

　鹿島港は，鹿島臨海工業地帯の中核である工業港としての役割に加え，高速道路など

基幹道路網の整備により，茨城県内をはじめ千葉県や東京都といった首都圏からのアク

セス条件が整っており，専用貨物のほか，一般貨物も集積する商業港としての役割も

担っております。

　また，近年の海上輸送の形態は，改正省エネ法を受けて，二酸化炭素排出量削減の方

法として，船舶での海上輸送に注目が集まる中，輸送能力の向上，輸送コストの削減な

ど輸送の効率化も進められ，飼肥料や合板を取り扱う荷主からは，大型船舶に対応した

水深岸壁の早期整備が要請されております。

　さらに，世界的規模の競争社会において，企業の競争力を高めるためにも，航路浚渫

に係る企業負担割合の更なる軽減が要請されております。

　つきましては，航路の維持浚渫に係る企業負担割合の軽減並びに北公共埠頭－13ｍ岸

壁の早期事業化について，格別のご配慮を賜り，早期実現されるよう強く要望する。

航路の維持 浚
しゅん

渫
せつ

に係る企業負担割合の軽減
並びに北公共埠頭の機能拡充に関する意見書

提出者　　三好　忠　議員

意見書案第４号
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　都市産業委員会は，５月21日から23日の日程で，北海道恵庭市

の地籍調査事業について及び道と川の駅の概要について，苫小牧

市の緑のまちづくりについて調査のため視察を行いました。恵庭

市の地籍調査事業は，国の国土調査事業十箇年計画に乗って取り

組んでおり，事業の内容及び進め方，問題点，課題点などの現状

について，お話をお伺いしました。また，水辺プラザ機能を持た

せた道と川の駅「花ロードえにわ」を現地視察しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

苫小牧市では，緑の基本計画「新グリーンフルプラン21」を策定

し，緑地の保全と緑化の推進を総合的に実施しており，生活の豊

かさを実感できる緑にあふれた都市の形成に向けて取り組んでい

ました。

地籍調査，住みよいまちづくりについて視察 ＝ 都市産業委員会

　総務企画委員会では，５月21日から23日の日程で，富山県富山市の

「地縁団体事務の概要」及び金沢市の「指定管理者制度」についての

調査のため，視察を行いました。

　富山市では，町内会の名義で登記できるように，町内の相談に応じ

ている。古くから町内会の区民館等土地建物は，相続等で町内会の名

義にできないなどの問題となっていたが，法律の改正により，町内会

が地縁団体として法人格を取得することによって，町内会名義にでき

ることとなり，地縁による団体として253件が法人格を取得しました。

　金沢市では，指定管理者制度３年目を迎え，より透明性・公平性を

高めるため第三者評価を試行しました。第三者評価は事業の必要性や

事業の成果を客観的に確認し，費用対効果を見極めながら，評価の内

容を公表し，市民へ説明責任を果たすためのものです。

地縁団体事務の概要・指定管理者制度について視察  ＝ 総務企画委員会

　健康福祉委員会は，５月13日から15日の日程で，愛知県高浜市，岐

阜県高山市の福祉行政についての調査のため視察を行いました。高浜

市シルバー人材センターでは，シルバーの力を借りての子育て支援の

ための児童クラブの運営や年末にはシルバーフェスタ「シルバー市民

感謝の日」を催しシルバー活動の紹介，藁工芸作品などの販売コー

ナーなどを開き高齢者が生き生きとした社会生活を続けている姿を次

の世代に伝えています。高山市では子育てについて「０歳から１８歳

までのトータルケアの実現」を目指して関係機関の連携（ネットワー

ク）の強化に努め，少子化対策に目標人数を定め手厚い保護政策を取

りながら，市民の人口は減少しているのに，子どもの数は増えている

ことについての説明を受けました。

子育て支援センター，シルバー人材センターについて ＝ 健康福祉委員会

　教育環境委員会は，平成20年５月12日から14日の日程で，長崎

県大村市の「学校２学期制について」，長崎県長崎市の「不法投

棄110番について」の調査のため視察を行いました。　

　大村市では，18年４月１日より学校２学期制を取り入れ，１学

期ごとの期間が長くなるメリットを生かし，子ども達と教職員の

更なるふれあいを目指して事業を展開していました。

　長崎市では，フリーダイヤルやインターネット上から，24時間

体制で不法投棄の情報を受け付けており，また，現役警察官を登

用するなどしているため，不法投棄の情報を受けてからの警察・

司法との連絡が非常に円滑に行われていました。

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



市議会のうごき
（平成20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20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）

５日 （金） 本 会 議（開会，提案理由）

３日　議会運営委員会

10日　議員協議会

10日　第２回議会定例会開会

11日　一般質問

12日　一般質問

13日　議案質疑

16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

19日　議会運営委員会

19日　第２回議会定例会閉会

25日　鹿行市議会議長協議会

６月

１日　　　茨城県市議会議長会視察研修会

10～12日　議会運営委員会先進地視察

　　　　　　青森県五所川原市議会

　　　　　　秋田県大館市議会

13日　　　水防訓練

14日　　　鹿島地方事務組合議会視察

18日　　　鹿行広域事務組合臨時会

24日　　　議員協議会

　　　　　議会運営委員会

　　　　　第２回議会臨時会

29日　　　消防組合議会視察

７月

４日　議会だより編集委員会

６日　鹿嶋臨海工業地帯開発協議会

７日　意見書提出　東京永田町

23日　第３学校共同調理場竣工式

８月（予定）

６～７日 （土）～（日） 休　　会（休　　日）

８～９日 （月）～（火） 本 会 議（一般質問）

10日 （水） 本 会 議（議案質疑）

11日 （木） 休　　会（常任委員会）

12日 （金） 休　　会（決算特別委員会）

13～15日 （土）～（月） 休　　会（休　　日）

16日 （火） 休　　会（決算特別委員会）

17～19日 （水）～（金） 休　　会（議事整理）

20～21日 （土）～（日） 休　　会（休　　日）

22日 （月） 本 会 議（閉　　会）


