
平成28年度庁議付議事項一覧

庁議種別 開催日 審議/報告 審議・報告事項 概要 担当部 担当課 会議結果

審議
行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する
条例の一部を改正する条例の専決処分について

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する
条例の一部を改正する条例の専決処分について審議

総務部 総務課 決定

審議
市税条例及び都市計画税条例の一部改正の専決処分
について

市税条例及び都市計画税条例の一部改正の専決処分
について審議

総務部 税務課 決定

審議 田宮町普通財産の払下げについて 田宮町普通財産の払下げについて審議 建設部 都市計画課 決定

審議

牛久市行政手続きにおける特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用
及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す
る条例について

牛久市行政手続きにおける特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用
及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す
る条例について審議

経営企画部 政策企画課 決定

審議 平成２８年度５月補正の要求概要について
５月補正予算の要求結果及び臨時議会へ議案として提
出することについて審議

経営企画部 財政課 決定

審議 平成２８年度６月補正の要求概要について
６月補正予算の要求結果及び議会へ議案として提出す
ることについて審議

経営企画部 財政課 決定

審議 土地開発基金条例の一部を改正する条例について 土地開発基金条例の一部改正について審議 経営企画部 財政課 決定

審議
栄町４丁目普通財産の返還合意書の締結及び一部払い
下げについて

市有地の返還及び払下げについて審議 総務部 管財課 決定

審議
平成２７年度徴収金の不納欠損額（滞納繰越分）につい
て

平成２７年度の徴収金の不納欠損（滞納繰越分）につい
て審議

総務部 収納課 決定

審議
牛久市家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部改正について

牛久市家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部改正について審議

保健福祉部 保育課 決定

審議
「認知症の人と家族の会茨城県支部」への建物及び物品
の貸付について

「認知症の人と家族の会茨城県支部」への建物及び物品
の貸付について審議

保健福祉部 高齢福祉課 決定

審議
稲敷地方広域市町村圏事務組合規約の変更及び財産
処分について

養護老人ホーム松風園について事業の廃止及び建物の
譲渡について審議

保健福祉部 高齢福祉課 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

牛久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ
いて審議

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の一部を改正する
条例について

牛久市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する
条例について審議

保健福祉部 医療年金課 決定

審議
牛久駅東口駅前広場改修工事の変更契約に伴う議案の
上程について

工事請負契約の変更に伴う議案の上程について審議 建設部 都市計画課 決定

審議 田宮西近隣公園用地の取得について 田宮西近隣公園用地を取得することについて審議 建設部 都市計画課 決定

審議
27社総交公下第1－2号田宮地区雨水管渠布設工事の
変更契約に伴う議案の上程について

工事請負契約の変更に伴う議案の上程について審議 建設部 下水道課 決定

審議 牛久市文化芸術振興基本計画の策定について 牛久市文化芸術振興基本計画の策定について審議 教育委員会 文化芸術課 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つい
て

牛久市国民健康保険税条例の一部改正について審議 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の一部を改正す
る条例について

牛久市医療福祉費支給に関する条例の一部改正につい
て審議

保健福祉部 医療年金課 決定

審議
市庁舎空調設備改修工事の契約締結に伴う議案の上程
について

市庁舎空調設備改修工事の契約締結に伴う議案の上程
について審議

総務部 管財課 決定

審議
牛久市立中央図書館空調設備改修工事の契約締結に
伴う議案の上程について

牛久市立中央図書館空調設備改修工事の契約締結に
伴う議案の上程について審議

教育委員会 中央図書館 決定

審議 平成２９年度の県政に対する要望事項について
茨城県市長会による県政要望について各部課等からの
意見を取りまとめ提出することについて審議

経営企画部 政策企画課 決定

審議
（仮称）ひたち野うしく中学校整備事業に伴う土地取得に
ついて

（仮称）ひたち野うしく中学校建設用地の取得について審
議

教育委員会 教育総務課 決定

審議 平成２８年度牛久市職員採用試験の実施について 平成２８年度職員採用試験の実施について審議 総務部 人事課 決定

審議 道路用地（歩道）の寄附について 歩道の道路用地寄付受入れについて審議 建設部 道路維持課 決定

審議 セットバック分の道路用地寄附について セットバック部分の道路用地寄付受入れについて審議 建設部 道路維持課 決定

審議 道路用地の寄附について 道路用地寄付受入れについて審議 建設部 道路維持課 決定

審議 水路用地の払下げについて 水路用地の払下げについて審議 建設部 道路維持課 決定

審議 牛久市役所行政財産の使用許可について
牛久消防署の訓練のため、市役所庁舎北側の使用許可
について審議

総務部 管財課 決定

審議 普通財産の貸付について
奥原婦人ホーム敷地内に電柱を新設するため、普通財
産の使用許可について審議

市民部 市民活動課 決定

報告 牛久市地域公共交通網形成計画の策定について
国の法改正に伴い、新たな「地域公共交通網形成計画」
の策定について報告

経営企画部 政策企画課 -

報告
運動公園体育館現金等盗難事件経緯及び改善策の実
施について

運動公園体育館現金等盗難事件経緯及び改善策の実
施について報告

教育委員会
スポーツ推進

課
-

審議 平成28年度9月補正の概要について 平成28年度9月補正の概要について審議 経営企画部 財政課 決定

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

地方公務員法の改正に伴う、条例の一部改正について
審議

総務部 人事課 決定

審議
市民税前納報奨金制度の廃止に係る牛久市税条例の一
部改正について

市民税前納報奨金制度の廃止に係る牛久市税条例の一
部改正について審議

総務部 収納課 決定

審議
「牛久市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環
境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例」の議案
上程について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の規定に
基づく条例の設置について審議

環境部
廃棄物対策

課
決定

審議 牛久運動公園借地の取得について
牛久運動公園を安定的に運営するため、敷地の取得に
ついて審議

建設部 都市計画課 決定

審議 行政財産使用許可（飲料水自動販売機の設置）について
飲料水自動販売機設置に伴う行政財産の使用許可につ
いて審議

教育委員会 文化芸術課 決定

審議 道路用地の寄附について 道路用地に寄附受入れについて審議 建設部 道路維持課 決定

審議 道路用地の寄附について 道路用地に寄附受入れについて審議 建設部 道路維持課 決定

審議 セットバック分の道路用地寄附について 道路用地（セットバック分）の寄附受入れについて審議 建設部 道路維持課 決定

報告 平成２７年度決算統計の特徴について 平成２７年度決算統計の特徴について報告 経営企画部 財政課 -

報告 平成２７年度決算に基づく健全化判断比率等について 平成２７年度健全化判断比率等について報告 経営企画部 財政課 -

第５回
臨時

9月7日 報告 平成２８年度９月追加補正の概要について 経営企画部 財政課

8月17日
第４回
臨時

第３回
臨時

6月6日

第３回
定例

6月16日

第５回
定例

8月9日

第４回
定例

7月12日

第２回
臨時

6月1日

第１回
定例

4月26日

5月10日
第２回
定例

第１回
臨時

5月17日


