
庁議種別 開催日 審議/報告 審議・報告事項 担当部 担当課 会議結果

審議 平成25年度補正予算の専決処分について 市長公室 行政経営課 決定
審議 土地開発基金保有財産の貸付について 市長公室 行政経営課 決定
審議 普通財産の貸付について 市民部 市民活動課 決定
審議 行政財産使用許可について 経済部 農業政策課 決定
審議 普通財産の貸付について 教育委員会 生涯学習課 決定
審議 市税条例及び都市計画税の条例の専決について 総務部 税務課 決定
審議 平成25年度不能欠損（滞納繰越分）について 総務部 収納課 再審議
審議 平成26年度6月補正の要求概要について 市長公室 行政経営課 決定

審議
牛久市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定につ
いて

市長公室 人材育成課 決定

審議 財産の取得について 市民部 市民活動課 決定
審議 普通財産の貸付について 市民部 市民活動課 決定
審議 財産の取得について 市民部 交通防災課 決定

審議
牛久市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関す
る条例の一部を改正する条例について

市民部 交通防災課 決定

審議
牛久市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条
例の一部を改正する条例について

市民部 交通防災課 決定

審議
牛久市災害対策本部条例の一部を改正する条例につい
て

市民部 交通防災課 決定

審議
牛久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ
いて

保健福祉部 医療年金課 決定

審議
牛久市医療福祉費支給に関する条例に一部を改正する
条例について

保健福祉部 医療年金課 決定

審議
平成26年度木質ペレット製造プラント購入の契約に伴う
議案の上程について

建設部 施設整備課 決定

審議 市道1196、1206号線道路用地寄附について 建設部 道路維持課 決定
審議 市道2426号線隅切り部分道路用地寄附について 建設部 道路維持課 決定
審議 行政財産の使用許可について 建設部 緑化推進課 決定
審議 平成25年度徴収金の債権消滅（滞納繰越分）について 総務部 収納課 決定
審議 平成27年度の県政に対する要望事項について 市長公室 行政経営課 決定
審議 平成26年度牛久市職員採用試験の実施について 市長公室 人材育成課 決定

審議
競売に付された土地及び建物の入札による取得につい
て

建設部 用地課 決定

審議 市道1439号線整備用地の先行取得について 建設部 用地課 決定
審議 中根小学校駐車場用地の取得のついて 教育委員会 教育総務課 決定
審議 つつじが丘普通財産の貸付について 市民部 市民活動課 決定
審議 ひたち野東普通財産の貸付について 市民部 市民活動課 決定
審議 行政財産使用許可について 経済部 商工観光課 決定
審議 平成25年度徴収金の債権消滅（現年度繰越分）について 総務部 収納課 決定
審議 平成26年度7月補正の要求概要について 市長公室 行政経営課 決定

審議
平成27年度以降における県からの権限移譲の受入につ
いて

市長公室 行政経営課 決定

審議
平成26年度牛久小学校保育園建設工事及び牛久小児
童クラブ改修工事の契約に伴う議案の上程について

保健福祉部 保育園課 決定

審議 ごみ集積所の寄附について 環境部 廃棄物対策
課

決定
審議 市道387号線道路用地寄附について 建設部 道路維持課 決定
審議 市道1433号線セットバック道路用地寄附について 建設部 道路維持課 決定
審議 市道221号線拡幅部道路用地寄附について 建設部 道路維持課 決定

審議
市道8号線拡幅用地の一部と柏田町251番地先道路の交
換について

建設部 用地課 決定

審議
平成26年度中根小学校校舎増築工事の契約に伴う議案
の上程について

教育委員会 教育総務課 決定

報告 競売に付された土地及び建物の落札について 建設部 用地課 -
第２回
臨時

7月24日 審議 久野町普通財産の払い下げについて 経済部 農業政策課 決定

平成26年度庁議付議事項一覧

第３回
定例

6月23日

第１回
臨時

5月28日

第４回
定例

第１回
定例

4月21日

第２回
定例

5月12日

7月7日



庁議種別 開催日 審議/報告 審議・報告事項 担当部 担当課 会議結果

平成26年度庁議付議事項一覧

審議
稲敷地方広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する
規約について

市長公室 政策秘書課 決定

審議
牛久市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関す
る条例の改正について

市長公室 人材育成課 決定

審議 牛久市役所行政財産の使用許可について 総務部 管財課 決定

審議 牛久市税条例の一部改正に伴う議会上程について 総務部 税務課 決定

審議
牛久市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例につ
いて

保健福祉部 社会福祉課 決定

審議
牛久市こども発達支援センターのぞみ園の設置及び管
理に関する条例の一部改正について

保健福祉部 社会福祉課 決定

審議
牛久市保育園における保育に関する条例を廃止する条
例について

保健福祉部 保育園課 決定

審議
牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める条例の制定について

保健福祉部 保育園課 決定

審議
牛久市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
を定める条例の制定について

保健福祉部 保育園課 決定

審議 （仮称）地域医療連携センター建設について 保健福祉部 健康管理課 決定

審議
牛久市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する
条例について

保健福祉部 医療年金課 決定

審議
牛久市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の全
部を改正する条例について

建設部 都市計画課 決定

審議
牛久市駐車場の設置及び管理に関する条例の全部を改
正する条例について

建設部 都市計画課 決定

審議
牛久市放置自転車防止に関する条例の一部を改正する
条例について

建設部 都市計画課 決定

審議 市道１１８６号線整備事業用地の先行取得について 建設部 用地課 決定

審議
下町汚水ポンプ場建設工事の契約変更に伴う議案の上
程について

建設部 道路維持課 決定

審議 市道１１４８号線道路用地の取得について 建設部 道路維持課 決定

審議
牛久市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す
る基準を定める条例の制定について

教育委員会 児童クラブ課 決定

審議
牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁
償に関する条例及び牛久市放課後児童対策施設の設置
及び管理に関する条例の一部を改正する条例について

教育委員会 児童クラブ課 決定

審議 平成26年度9月補正の要求概要について 市長公室 行政経営課 決定
審議 開発業者設置防犯灯に係る寄附受け入れについて 市民部 交通防災課 決定
報告 平成25年度市民満足度調査結果の中間報告について 市長公室 政策秘書課 -
報告 牛久市の財政状況について 市長公室 行政経営課 -
報告 平成25年度決算に基づく健全化判断比率等について 市長公室 行政経営課 -
報告 平成25年度決算に基づく財務書類の作成について 市長公室 行政経営課 -
審議 財産の取得について 市長公室 行政経営課 決定
審議 行政財産使用許可について 教育委員会 社会体育課 決定
審議 土地の取得について 環境部 廃棄物対策 再審議
審議 平成26年度12月補正予算の概要について 市長公室 行政経営課 再審議

審議
牛久市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
について

市長公室 人材育成課 決定

審議 牛久市部等設置条例の一部を改正する条例について 市長公室 人材育成課 決定

審議
牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関
する条例の一部を改正する条例について

市長公室 人材育成課 決定

審議
牛久市教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件
に関する条例の一部を改正する条例について

市長公室 人材育成課 決定

審議 公用車の接触事故に係る示談及び損害賠償について 総務部 管財課 決定
審議 牛久市税条例の一部を改正する条例について 総務部 税務課 決定
審議 牛久市男女共同参画都市宣言について 市民部 市民活動課 決定
審議 牛久市情報公開条例の一部を改正する条例について 市民部 情報政策課 決定
審議 牛久市個人情報保護条例の一部を改正する条例につい 市民部 情報政策課 決定

審議
利根川水系県南水防事務組合規約の一部を改正する規
約に係る議会の議決について

市民部 交通防災課 決定

審議 牛久市営住宅条例の一部を改正する条例について 保健福祉部 社会福祉課 決定

審議
牛久市こども発達支援センターのぞみ園指定管理者候
補者の選定につて

保健福祉部 社会福祉課 決定

審議
牛久市神谷住宅で発生した漏水事故に関する専決処分
の議会報告について

保健福祉部 社会福祉課 決定

審議
牛久市地域包括支援センターの運営及び人員に関する
基準を定める条例について

保健福祉部 高齢福祉課 決定

審議
牛久市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並
びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果
的な支援の方法に関する基準等を定める条例について

保健福祉部 高齢福祉課 決定

審議

牛久市指定密着型介護サービスの事業の人員、設備及
び運営並びに指定に係る介護予防のための効果的な支
援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例の一部を改正する条例について

保健福祉部 高齢福祉課 決定

第７回
定例

第５回
定例

8月8日

第６回
定例

9月18日

第３回
臨時

8月18日

10月31日



庁議種別 開催日 審議/報告 審議・報告事項 担当部 担当課 会議結果

平成26年度庁議付議事項一覧

審議 下町緑地整備に伴う土地取得について 建設部 道路建設課 決定
審議 市道1426号線道路用地の取得について 建設部 道路維持課 決定

審議
牛久市障害児就学指導委員会条例の一部を改正する条
例及び市特別職の職員で非常勤のもの報酬及び費用弁
償に関する条例の一部改正について

教育委員会 教育総務課 決定

審議
平成26年度中根小学校校舎増築工事の契約に伴う議案
の上程について

教育委員会 教育総務課 決定

審議 中根小学校駐車場用地の取得のついて 教育委員会 教育総務課 決定

審議
牛久市放課後児童対策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について

教育委員会 児童クラブ課 決定

審議 土地の取得について 環境部 廃棄物対策 決定
審議 平成26年度12月補正予算の概要について 市長公室 行政経営課 決定
審議 牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例につい 保健福祉部 医療年金課 決定
審議 久野町普通財産の貸付について 経済部 商工観光課 決定

審議
牛久市営駐車場及び自転車駐車場　指定管理者候補者
の選定について

建設部 都市計画課 決定

審議 市道１７９８号線道路用地寄付について 建設部 道路維持課 決定
第５回
臨時

11月26日 審議 平成２６年度１２月追加補正の要求概要について 市長公室 行政経営課 決定

審議
牛久市情報公開条例の一部を改正する条例の一部を改正す
る条例について

市民部 情報政策課 決定

審議
牛久市個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部を改
正する条例について

市民部 情報政策課 決定

第７回
臨時

1月16日 審議
防災資機材の購入と購入後の自主防災組織等への譲与につ
いて

市民部 交通防災課 決定

審議 久野町普通財産の貸付について 総務部 管財課 決定

審議
牛久市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定
める条例の制定について

保健福祉部 保育園課 決定

審議 牛久市保育園設置条例の一部を改正する条例について 保健福祉部 保育園課 決定

審議
牛久市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運
営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について

保健福祉部 高齢福祉課 決定

審議

牛久市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め
る条例の一部を改正する条例について

保健福祉部 高齢福祉課 決定

審議

牛久市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指
定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の
方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例につ
いて

保健福祉部 高齢福祉課 決定

審議
牛久市企業誘致事業等推進基金条例の一部を改正する条例
について

経済部 商工観光課 決定

審議 牛久市道路線の認定、廃止及び路線変更について 建設部 道路維持課 決定

審議 平成26年3月補正の要求概要について 市長公室 行政経営課 決定

審議 平成27年度牛久市予算（案）の概要について 市長公室 行政経営課 決定
審議 平成27年度牛久市組織機構について 市長公室 人材育成課 決定
審議 牛久市職員定数条例の一部を改正する条例について 市長公室 人材育成課 決定

審議
牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に
関する条例の一部を改正する条例について

市長公室 人材育成課 決定

審議
牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する
条例の一部を改正する条例について

市長公室 人材育成課 決定

審議
牛久市教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関
する条例を廃止する条例について

教育委員会 教育総務課 決定

審議
牛久市教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する
義務の特例に関する条例の制定について

教育委員会 教育総務課 決定

審議 牛久市行政手続条例の一部を改正する条例について 総務部 総務課 決定
審議 公用車接触事故に係る示談及び損害賠償について 総務部 管財課 決定
審議 牛久市介護保険条例の一部を改正する条例について 保健福祉部 高齢福祉課 決定

審議
公用車接触事故の示談及び損害賠償に係る専決処分及び議
会報告について

総務部 管財課 決定

審議

牛久市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指
定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の
方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例につ
いて

保健福祉部 高齢福祉課 決定

審議
牛久市地域包括支援センターの運営及び人員に関する基準
を定める条例の一部を改正する条例について

保健福祉部 高齢福祉課 決定

審議
牛久運動公園野球場メインスタンド改修工事の契約に伴う議
案の上程について

建設部 都市計画課 決定

第１０回
臨時

3月4日 審議 公用車の接触事故に係る示談及び損害賠償について 総務部 管財課 決定

2月12日
第８回
臨時

第９回
臨時

2月20日

第７回
定例

10月31日

第９回
定例

2月2日

第６回
臨時

第８回
定例

11月21日

12月3日

第４回
臨時

11月5日



庁議種別 開催日 審議/報告 審議・報告事項 担当部 担当課 会議結果

平成26年度庁議付議事項一覧

審議
ニジェール共和国ニアメ市からの友好都市依頼文書に関する
回答について

市長公室 政策秘書課 決定

審議 ふるさと納税（寄附）に対する牛久市特産物の返礼について 市長公室 行政経営課 決定
審議 まち・ひと・しごと創生本部の設立について 市長公室 行政経営課 決定

審議
平成27年度牛久市前期職員採用試験（7月1日付採用）の実施
について

市長公室 人材育成課 決定

審議 行政財産使用許可について 環境部 環境政策課 決定
審議 行政財産使用許可について 経済部 農業政策課 決定
審議 行政財産使用許可新規及び更新について 総務部 管財課 決定
審議 普通財産貸付更新について 総務部 管財課 決定

審議 上町ふれあい保育園貸借契約の締結について 保健福祉部 保育園課 決定

審議 牛久町普通財産の貸付について 保健福祉部 社会福祉課 決定
審議 競売に付された不動産の入札による取得について 建設部 都市計画課 決定
審議 市有地の払下げについて 建設部 用地課 決定

第１０回
定例

3月10日

第11回
臨時

3月30日


