
国指定重要文化財　山本家住宅（神栖市奥野谷）

　山本家は鹿島灘に近い神之池畔
ほとり

にあって，網元

をしていた漁家で，名主を勤めたこともある旧家

です。

　寄
よせ

棟
むね

造
づくり

，茅
かや

葺
ぶき

で，間口19.6m（10間余），奥行き

10.6m（約５間半）の南正面東寄りに突出部を付

けた曲屋で，正面及び西側面が軒下の張り出した

せがい造りになっています。突出部のある部分が

土間で，奥の方には部屋が設けられています。
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議案番号 件　　　　　　　　名 議決結果

議案第１号 神栖市職員の公益法人等への職員の派遣等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 神栖市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 原案可決

議案第４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
原案可決

議案第５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６号 神栖市保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第７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８号 平成20年度神栖市一般会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第９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２号） 原案可決

議案第10号 平成20年度神栖市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第11号 平成20年度神栖市水道事業会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第12号
専決処分の承認を求めることについて

・平成20年度神栖市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）
原案可決

議案第13号
専決処分の承認を求めることについて
・平成20年度神栖市水道事業会計補正予算（第１号）

原案可決

議案第14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15号 鹿島南部地区消防事務組合の解散について 原案可決

議案第16号 鹿島南部地区消防事務組合の解散に伴う財産処分について 原案可決

議案第17号 神栖市議会会議規則の一部を改正する規則 原案可決

議案第18号
工事請負契約の締結について

・神栖市立須田小学校校舎改築工事
原案可決

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 同意

認定第１号 平成19年度神栖市歳入歳出決算の認定について 認定

認定第２号 平成19年度神栖市水道事業会計決算の認定について 認定

報告第１号
平成19年度神栖市一般会計継続費清算報告書

・神栖市総合計画策定事業
報告済

報告第２号 平成19年度決算に基づく神栖市健全化判断比率の報告について 報告済

報告第３号
平成19年度決算に基づく神栖市水道事業会計及び神栖市公共下水道

事業会計についての資金不足比率の報告について
報告済

請願第１号 教育予算の拡充を求める請願 採択

請願第２号 原油・食料など生活品の物価高騰に対する緊急対策を求める請願 採択

意見書案第５号 個人県民税の徴収率による茨城県単独補助金削減の再検討を求める意見書 原案可決

意見書案第６号 教育予算の拡充を求める意見書 原案可決

意見書案第７号 原油・食料など生活品の物価高騰に対する緊急対策を求める意見書 原案可決

決議案第１号 議員定数の削減に関する決議 継続審査

　神栖市議会は，平成20年第３回定例会を９月５日から22日までの会期18日間の日程で開き，条例に関

するもの７件，予算に関するもの４件，専決処分に関するもの２件，一部事務組合に関するもの３件，

諮問に関するもの１件，規則に関するもの１件，工事の請負に関するもの１件，決算に関するもの２件，

報告に関するもの３件，請願に関するもの２件，意見書に関するもの３件，決議案に関するもの１件，

計30件の審議を行いました。慎重なる審議を行い，決議案を除く29件が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３回定例会
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昭和47年に建設されたむつみ荘
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健全化判断比率 神栖市の数値 早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率 － 11.90％ 20％

連結実質赤字比率 － 16.90％ 40％

実質公債比率 8.5％ 25.0％ 35％

将来負担比率 41.3％ 350.0％

※平成20年度決算に基づく，健

全化判断比率（４指標）のうち

いずれかが早期健全化基準以上

の場合「財政健全化計画」を定

めなければならない。

※さらに，財政判断比率（３指

標）のうちいずれかが財政再生

基準以上の場合は「財政再生計

画」を定めなければならない。

平成19年度決算に基づく４指標（早期健全化計画基準及び財政基準）

「－」は赤字額がないため該当せず

比率名 水道事業会計 公共下水道事業特別会計 経営健全化基準

資金不足比率 － － 20％

平成19年度決算に基づく指標

「－」は赤字額がないため該当せず
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泉　純一郎 議員

柳 堀　 弘 議員

福 祉 パ ス
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長谷川治吉 議員
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-

-

-

-

-

-

遠藤 貴之 議員

ＩＣカード・リーダー
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飯田 耕造 議員

後藤潤一郎 議員
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藤田 昭泰 議員

伊藤　 大 議員
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佐藤 節子 議員
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傍聴に来られる市民の皆様へ

○神栖市議会傍聴規則８条（傍聴人の守るべき事項）

（１）議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

（２）談論し，放歌し，高笑し，その他騒ぎ立てないこと。

（３）鉢巻，腕章，たすき，リボン，ゼッケン，ヘルメットの類を着用し，又は張り

紙，旗，垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

（４）帽子，外とう，襟巻の類を着用しないこと。ただし，病気その他の理由により議

長の許可を得た場合は，この限りでない。

（５）飲食又は喫煙をしないこと。

（６）みだりに席を離れないこと。

（７）不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

（８）その他議場の秩序を乱し，又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

受理番号 受理年月日 件　　名 提 出 者 審議結果

請願１号 8月12日 教育予算の拡充を求める請願 須 田 正 憲 採択

請願２号 8月27日

原油・食料など生活品の物価

高騰に対する緊急対策を求め

る請願

日本労働組合総連合会

茨城県連合会鹿行地域協議会

議 長　宮 口 高 明

採択

皆さんから出された請願
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　地方自治法の一部改正に伴い，議会活動の範囲を明確にするため，所要の改正を行うもので

す。議員間での協議または調整を行うための会議を公式とするものであり，今までの議員協議

会は任意の会議という位置付けでしたが，今回の改正をもちまして，本会議同様の公務の位置

づけとなりました。

神栖市議会会議規則の一部を改正する規則

提出議員　泉　　　純一郎

議案第17号

今定例会において４件の議員提案を可決

　神栖市は，個人県民税の徴収率が，県下においても極めて低い状況であったことから，市税

滞納の解消を最重点課題として平成18年度に「神栖市税滞納に関する緊急事態宣言」を行い，

自主財源の確保及び税負担の公平性と市民の納税意識の向上のため，各種施策を推進してきた

ところである。

　特に本市で掲げた目標達成のため，滞納処分の強化，納税機会の拡大を図り滞納額の圧縮に

努めてきた結果，本市における平成19年度個人県民税徴収率は，87．5％と対前年度比6．7ポイン

トの上昇が図られ，着実に成果をあげている。

　しかしながら，茨城県より示されている平成19年度徴収率実績90％以上を条件とする平成21

年度茨城県単独補助金の削減要件には，僅かに達しない状況となった。

　このことから，今年度は，個人県民税の徴収率90％の達成を図るべく，市税滞納処分の更な

る徴収強化として「差押さえ物件のインターネット公売」，「タイヤロックによる自動車の差押

え」等の実施により，効率的・効果的な滞納整理に努めていくこととしている。

　今後とも各種施策を展開し，個人県民税徴収率の県平均達成を目標として更なる取り組みを

していくため，平成21年度茨城県単独補助金の削減について再検討を求めるものである。

個人県民税の徴収率による茨城県単独補助金削減の再検討を

求める意見書

提出議員　大　槻　邦　夫

意見書案第６号
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　子どもたちに豊かな教育を保障することは，社会の基盤作りにとってきわめて重要なことで

ある。現在，多くの都道府県で，児童生徒の実態に応じ，きめ細かな対応ができるようにする

ために，少人数教育が実施され，保護者や子どもたちから大変有益であるとされている。しか

し，厳しい地方財政の状況や地方交付税削減の影響などから，自治体独自の少人数教育を推進

することや学校施設整備などには限界がある。教育は未来への先行投資であり，子どもたちが

どこに生まれ育ったとしても，ひとしく良質な教育が受けられるようにする必要がある。よっ

て，政府においては，教育予算を国全体として，しっかりと確保・充実させるため，次の事項

を実現されるよう，強く要望する。

記

１　きめ細かい教育の実現のために，第８次公立義務教育諸学校教

　　職員定数改善計画を策定すること。

２　義務教育費国庫負担制度を堅持すること。

３　学校施設整備費，就学援助，奨学金など教育予算の充実のため，地方交付税を含む国の予

算を拡充すること。

４　教職員の人材確保のため，教職員給与の財源を確保・充実すること。

教育予算の拡充を求める意見書

提出議員　山　中　正　一

意見書案第７号

　原油や食料品の価格の高騰が続き，国民，勤労者の生活を直撃している。

　日本の景気はさらに減速傾向にあり，特に生活困窮層にあっては「健康で文化的な最低限度

の生活を営む権利」が保障されなくなるおそれがある。

　これまでの景気回復下において，国と地方の格差は拡大し，地域経済は疲弊している。賃金

が低下する中，物価高騰による購買力の低下は住民生活を圧迫させ，さらなる地域経済の悪化

や地方行政運営に深刻な影響を与えることが懸念される。よって，神栖市議会は，国会及び政

府に対し，次の事項を実現するよう強く要請する。

記

１．原油や食料の高騰に伴う実質所得低下を緩和するため，中低所得者層を中心とする所得税

減税や生活困窮者に対する補助金制度の創設，生活扶助基準に対する物価上昇分（３%程度）

の上乗せを行うこと。

原油・食料など生活品の物価高騰に対する緊急対策を求める

意見書

　　　　　　　　　　　　　　　　提出議員　山　中　正　一　

意見書案第８号
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　 氏　　名 所属常任委員会

委 員 長 山　中　正　一 健康福祉委員会

副委員長 安　藤　昌　義 都市産業委員会

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 木　内　敏　之 教育環境委員会

委　　員 伊　藤　　　大 総務企画委員会

委　　員 後　藤　潤一郎 教育環境委員会

委　　員 遠　藤　貴　之 総務企画委員会

決算特別委員会　（平成20年９月10日設置）
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カシマ・インフォメーション・サロン
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海 浜 住 宅
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　議会運営委員会は，平成20年７月10日から12日の

日程で，青森県五所川原市，秋田県大館市における

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。

　五所川原市は，政務調査費の財政削減策として現

在の議員の任期満了まで，交付の停止について申し

合わせ決定したとのことでした。

　大館市は，政務調査費として１人あたり，年額18

万円が交付されています。

　より円滑な議会運営を進めるうえで，会派制度が大きな役割を果たしているが，政務調査費の透明性の問題や財

政削減などの理由から非常に厳しい状況下にあるようでした。

　今回の視察では、会派制度や政務調査費関係の認識を深め，もって今後における議会活動の中で充分活かされる

ことと思います。

円滑なる議会運営を視察

 ＝ 議会運営委員会

議会運営委員会先進地視察調査

市民の皆様へ

市議会議員は，公職選挙法により，有権者に対す

る年末年始のご挨拶，年賀状などが禁止されてい

ますのでご了承ください。

公職選挙法147条の２



市議会のうごき
（平成20年９月～11月）
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次回の12月議会予定

お 知 ら せ

　左の予定表は平成20年第

４回定例会（12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，提案理由説明）

５日　第３回議会定例会開会

８日　
一般質問

９日

９日　議会運営委員会

10日　議案質疑

11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

12日　決算特別委員会

16日　決算特別委員会

18日　鹿行政経懇話会

22日　第３回議会定例会閉会

22日　議員協議会

９月

８日　鹿行政経懇話会

９日　議会運営委員会先進地視察（～10日）

　　　　　　　　　神奈川県厚木市

14日　鹿行広域事務組合議会視察

17日　県北・鹿行市議会議長会定例会

20日　鹿島地方事務組合議会

22日　茨城県市議会議長会議員研修会（～23日）

　　　　　　　　　　　　　日立市

23日　都市産業委員会先進地視察（～24日）

　　　　　　　　　福島県須賀川市

28日　教育環境委員会先進地視察（～29日）

　　　神奈川県横浜市・埼玉県八潮市

31日　議会だより編集委員会

10月
４日　鹿行議長協議会議員研修会

６日　総務企画委員会視察（～７日）

　　　長野県塩尻市

　　　健康福祉委員会視察（～７日）

　　　福島県会津若松市

12日　消防議会

14日　鹿行政経懇話会

17日　鹿行広域事務組合議会定例会

11月（予定）

６日 （土） 休　　日

７日 （日） 休　　日

８日 （月） 本 会 議（一般質問）

９日 （火） 本 会 議（一般質問）

10日 （水） 本 会 議（議案質疑）

11日 （木） 休　　会（各常任委員会）

12日 （金） 休　　会（議事整理）

13日 （土） 休　　日

14日 （日） 休　　日

15日 （月） 休　　会（議事整理）

16日 （火） 本 会 議（閉　　会）


