
「ゆ～ぽ～とはさき」

　若松緑地内の「ゆ～ぽ～とはさき」が１月

13日に天然温泉施設としてリニューアル・

オープンしました。駐車場も拡張し、より多

くの市民の皆さんに親しまれる施設となりま

した。
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議案番号 件　　　　　　　　名 議決結果

議案第１号 神栖市長期継続契約の締結に関する条例 原案可決

議案第２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３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４号 神栖市はさき漁村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５号 神栖市営住宅条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第６号 神栖市都市公園条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第７号 平成20年度神栖市一般会計補正予算（第３号） 原案可決

議案第８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３号） 原案可決

議案第９号 平成20年度神栖市老人休養ホーム特別会計補正予算（第１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３号） 原案可決

議案第11号 平成20年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）補正予算（第１号） 原案可決

議案第12号 平成20年度神栖市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第13号 指定管理者の指定について・神栖市文化センター 原案可決

議案第14号 指定管理者の指定について・神栖市運動施設 原案可決

議案第15号 指定管理者の指定について・神栖市ふれあいセンター湯楽々 原案可決

議案第16号 指定管理者の指定について・神栖市ゆ～ぽ～とはさき 原案可決

議案第17号 指定管理者の指定について・神栖市老人デイサービスセンター「やわらぎ」 原案可決

議案第18号 指定管理者の指定について・神栖市地域活動支援センター「のぞみ」 原案可決

議案第19号 指定管理者の指定について・神栖市福祉作業所　きぼうの家 原案可決

議案第20号 指定管理者の指定について・神栖市高齢者ふれあいセンター「むつみ荘」 原案可決

議案第21号 指定管理者の指定について・神栖市営日川浜オートキャンプ場 原案可決

議案第22号 神栖市の市民憲章，市の花，市の木及び市の鳥の制定について 原案可決

議案第23号 茨城県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 原案可決

議案第24号 鹿島地方公平委員会委員の選任について 同意

議案第25号 鹿島地方公平委員会委員の選任について 同意

議案第26号 友好都市関係の締結について 原案可決

意見書案第８号 神栖市に警察署の新設に関する意見書 原案可決

　神栖市議会は，平成20年第４回定例会を12月５日から16日までの会期12日間の日程で開き，条例に関

するもの６件，予算に関するもの６件，指定管理者に関するもの９件，規約の変更に関するもの１件，

人事に関するもの２件,その他２件，意見書案に関するもの１件，計27件の審議を行いました。

議案等議決結果一覧

平成20年神栖市議会・第４回定例会
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庭球場が廃止され、現在は駐車場に
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議案第13号　神栖市文化センター

議案第14号　神栖市運動施設

議案第15号　神栖市ふれあいセンター湯楽々

議案第16号　神栖市ゆ～ぽ～とはさき

議案第17号　神栖市老人デイサービスセンター「やわらぎ」

議案第18号　神栖市地域活動支援センター「のぞみ」

議案第19号　神栖市福祉作業所きぼうの家

議案第20号　神栖市高齢者ふれあいセンター「むつみ荘」

議案第21号　神栖市営日川浜オートキャンプ場
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　神栖市では，市及び市議会，市民の総意として，これまで再三にわたり，茨城県に対し，神

栖警察署設置要望を行ってきたが，県の財政事情等から茨城県警察施設再編整備第一期計画に

おいて，神栖警察署設置構想が一時凍結された。

　しかし，本市は，人口約９万３千人を抱える都市であるとともに，首都圏物流の重要拠点で

ある鹿島港を中核とした鹿島臨海工業地帯を擁し，しかも，県境という特異な地形から殺人や

けん銃使用事案等凶悪事件が未解決となっており，更には，実施されるコンビナートの定期修

理期間中は，毎年４ヵ月間におよび全国から延約40万人，搬入車両延約20万台が市内に流入

し，事故・事件等の誘発が懸念されている。

　また，本市を含む鹿島，行方地方には，鹿嶋市・鉾田市・行方市の三市に警察署があるもの

の，神栖市は，人口，面積，事業所数など他市に比較しても膨大となっており，その上，特異

な地形から凶悪事件，ひき逃げ事件等，緊急事件発生時には，所管である鹿嶋警察署からの刑

事，交通警察官の現場到着時間を要するため，市民の安全，安心が確保され難いところでもあ

る。

　こうした面から，警察署設置を最も必要とする地域であることに変わりはないと受け止めて

いる。

　よって，茨城県におかれましては，このような状況を鑑み，本市の警察体制強化のため，最

優先に警察署の新設を喫緊に実現されるよう強く求めるものであります。

神栖市に警察署の新設に関する意見書

提出者　五十嵐　清美　議員

意見書案第８号

今定例会において１件の議員提案を可決

　平成20年12月16日第４回定例会において意見書が提出され，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，茨城県知事，茨城県公安委員会委員長，茨城

県警察本部長へ提出しました。
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遠藤 貴之 議員

山本源一郎 議員
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安藤 昌義 議員
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中村 勇司 議員

松くい虫の侵食が進む保安林
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長谷川治吉 議員

神栖市立中央図書館
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佐藤 節子 議員

路線バス停留所
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柳 堀　 弘 議員
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藤田 昭泰 議員
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　都市産業委員会は，平成20年10月23日から24日の日程で，福島

県須賀川市の住みよいまちづくりについて「翠ヶ丘公園の概要及

び管理運営について」調査のため視察を行いました。須賀川市の

翠ヶ丘公園は，日本都市公園百選に選定されており，市の木であ

るアカマツを主体とした自然林の中に，老人憩いの家，わんぱく

広場，せせらぎ広場，博物館，石の彫刻の森などがあり，四季を

通して市民の憩いの場となっています。また，防災公園として，

災害時の避難や支援活動の場所としても欠かすことのできない施

設となっています。

「住みよいまちづくりについて視察」 ＝ 都市産業委員会

　総務企画委員会は，平成20年11月６日から７日の日程で，長野

県塩尻市における「市民協働のまちづくりの取組み」についての

調査のため，視察を行いました。

　塩尻市では，市内で公共的な利益（公益）のある活動を行う市

民活動団体などの事業を支援するために，市民，団体，企業の皆

さんからの寄付金で設置された基金を原資として，提案公募事業

を実施し，取り組み団体に助成しています。

　平成18年度は，10団体に，総額150万円を，また，平成19年度で

は，13団体に総額200万円を助成しております。

「市民協働のまちづくりの取組みについて」 ＝ 総務企画委員会

　健康福祉委員会は，平成20年11月６日から７日の日程で，福島

県会津若松市の子育て支援について調査のため視察を行いまし

た。会津若松市では，児童が病気治療中又は病気回復期にあり，

集団保育及び保護者による看護が困難な場合に，一時的に預かる

「病時保育」を実施しています。「病時保育」は，医療法人健静会

上田病院に委託し，市の「病時保育センター」で行っています。

市内に在住している生後６ヶ月から小学校就学前までの児童が対

象となっています。保護者の子育てと就労の両立を支援し，児童

の健全な育成を図ることを目的として実施していました。

「子育て支援について視察」 ＝ 健康福祉委員会

　教育環境委員会は，平成20年10月28日から29日の日程で，横浜

市保土ヶ谷区の「保土ヶ谷工場施設」，埼玉県八潮市の「市長部局

の生涯学習事業ついて」の調査のため視察を行いました。

　保土ヶ谷工場では様々なイベントを積極的に開催しゴミの削減

に取り組んでいます。ゴミ削減に対する市と，職員の意識の高さ

が伺えました。

　八潮市では市民が主体となって「生涯学習まちづくり出前講

座」が行われています。年々充実してきており今では年間300件を

超える申し込みを受けているそうです。生涯学習の面だけでな

く，ボランティア活動，市民協働といった部分が密接に関わって

いました。

「教育行政，環境行政について」 ＝ 教育環境委員会

委員会が先進地視察調査を実施
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茨城県市議会議長会議員研修会

鹿行議長協議会研修会

　議会運営委員会は，平成20年10月９日に，神奈川県厚木市にお

ける「議会運営について」の調査を行いました。

　市議会は，平成11年から議員定数を28人と条例で定め，４常任

委員会と議会運営委員会，市立病院に関する特別委員会が設置さ

れています。会派は，９つからなり円滑な議会運営が図られてい

る。政務調査費については，１人あたり月額６万円を限度に支給

されています。議会改革としては，各種審議会等の委員に法律や

他市との関連を除き，議員の参画見直しなどを図っていました。

「より円滑な議会運営を調査」 ＝ 議会運営委員会

茨城県市議会議長会議員研修会
　平成20年10月22日～23日，茨城県日立市において，山本守議長，梅原章議員，野口一洋議員，五十嵐清美議

員，遠藤貴之議員の５人が茨城県市議会議長会の議員研修会に参加し，「地方議員のための議会改革」などの研

修を受講しました。

鹿行議長協議会研修会
　平成20年11月４日，鹿島セントラルホテルにおいて，山本守議

長，柳堀弘副議長，山本源一郎議員，中村勇司議員，長谷川隆議

員，梅原章議員，長谷川治吉議員，三好忠議員，泉純一郎議員，野

口一洋議員，山中正一議員，大槻邦夫議員，木内敏之議員，神崎清

議員，伊藤大議員，飯田耕造議員，安藤昌義議員，佐藤節子議員，

五十嵐清美議員，後藤潤一郎議員，野口文孝議員，遠藤貴之議員の

22人が鹿行議長協議会研修会に参加し，「議会の改革と活性化につ

いて」の研修を受講しました。

市議会のうごき
（平成20年12月～平成21年２月）

５日　第４回議会定例会開会

８日　

　　　一般質問

９日

10日　議案質疑

11日　各常任委員会

16日　第４回議会定例会閉会

12月
７日　賀詞交歓会

10日　消防出初式

11日　成人式

14日　茨城県市議会議長会局長会議

19日　
鹿島臨海工業地帯開発協議会

　　　視察
20日　

21日　茨城県市議会議長会定例会

23日　栃木県那珂川町議会

　　　総務企画委員会視察

　　　（神栖市役所来庁）

30日　議会だより編集委員会

１月
５日　茨城県市議会議長会

　　　第２回議員研修会

９日　鹿行議長協議会定例会

　　　鹿島地方事務組合定例会

10日　市議会議員共済会代議員会

16日　
県北鹿行市議会議長会

　　　研修視察
17日

26日　鹿行広域事務組合議会定例会

２月（予定）
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次回の３月議会予定

お 知 ら せ

　左の予定表は平成21年第

１回定例会（３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）

４日 水 本会議（開会,提案理由説明）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

５日～６日 木～金 本会議（一般質問）

７日～８日 土～日 休　会（休　日）

９日～10日 月～火 本会議（議案質疑）

11日 水 休　会（各常任委員会）

12日～13日 木～金 休　会（予算特別委員会）

14日～15日 土～日 休　会（休　日）

16日～18日 月～水 休　会（議事整理）

19日 木 本会議
（委員長報告，質疑，討論，

　　　　採決，閉会）


