
平成２９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 平成２９年度前期牛久市職員採用試験の実施について
平成２９年１０月１日と平成３０年４月１日の２種類の採用
日を設定した試験を実施

総務部 人事課 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

地方税法等が改正されたことに伴う市税条例及び都市
計画税条例の一部改正

総務部 税務課 決定

審議 平成２９年度６月補正の要求概要について
公共下水道事業特別会計
補正額 50,000千円(補正後予算額 2,338,000千円)

経営企画部 財政課 決定

審議
公用車接触事故の示談及び損害賠償に係る議会上程に
ついて

公用車（福祉センター巡回バス）接触事故の損害賠償に
ついて

総務部 管財課 決定

審議 平成２８年度　徴収金の欠損額(滞納繰越分)について
平成２８年度の徴収金（本税・料金等、督促手数料、延滞
金）の不納欠損（滞納繰越分）について（調整会議におい
て審議済）

総務部 収納課 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
て

地方税法施行令第５６条の８９第１項の規定により、国民
健康保険税（均等割額、平等割額）の軽減判定所得基準
を引き上げる改正内容について （保険税額の減額のう
ち、４分の３は県が負担する）

保健福祉部 医療年金課 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
て

国民健康保険運営協議会委員に、被用者保険等保険者
を代表する者を１名加え、被用者保険等保険者の意向が
反映されるよう改正することについて

保健福祉部 医療年金課 決定

審議 市道５１４号線道路用地の寄附について 所在地：上柏田 建設部 道路整備課 決定

審議 市道３８６号線道路用地の寄附について 所在地：上柏田 建設部 道路整備課 決定

審議
牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例
の一部改正について

社会教育法の改正に伴い、当該条例の引用条文を改正
することについて

教育委員会 生涯学習課 決定

審議 普通財産の貸付について 女化青年研修所敷地内の普通財産利用申請について 教育委員会 生涯学習課 決定

審議
牛久市特別職の職員で常勤のものの給料の特例に関す
る条例について

市長、副市長、教育長の給料を減額する条例制定につ
いて

総務部 人事課 決定

審議 ひたち野東３丁目地内行政財産使用許可について 電柱設置を目的とする行政財産の使用許可について 市民部 交通防災課 決定

審議
平成２９年度牛久南中学校校舎大規模改造工事（建築１
期工事）の契約に伴う議案の上程について

老朽化した施設の環境改善を図るため校舎を改修する
管理・普通教室棟及び給食室棟

教育委員会 教育総務課 決定

審議
平成２９年度牛久第一中学校体育館改築建築工事の契
約に伴う議案の上程について

教育環境の改善を図るため、老朽化した体育館を改築
する

教育委員会 教育総務課 決定

第３回
定例

6月13日 審議 平成２９年度牛久市職員採用後期試験の実施について

一般事務職（上級）（初級）（身体障がい者（初級））、保健
師（初級）、・幼稚園教諭（初級）、土木職（上級）（初級）
（職務経験者（初級））を対象とした試験を実施

総務部 人事課 決定

審議 未利用地の売却について
市道58号線の一部であり、余剰地となった部分の払下げ
について

建設部 都市計画課 決定

審議 市道１３３４号線道路用地の寄附について
道路用地寄附の受入れについて。現況はアスファルト舗
装された市道

建設部 道路整備課 決定

審議 法定外道路用地の寄附について
法定外道路用地の寄附の受入れについて。現況は通路
のように歩行者のみが通行している。所在地は神谷

建設部 道路整備課 決定

審議 普通財産の貸付について
本町区民会館、向台自治会館敷地内にボックス型公衆
電話を設置するため普通財産の貸付について

市民部 市民活動課 決定

審議 上町普通財産の貸付について
区民会館用地及び駐車場用地として、上町行政区への
普通財産の貸付について 市民部 市民活動課 決定

審議 牛久市立第一幼稚園の園舎移転について
第一幼稚園について現在地から新中学校用地内に移転
することについて

教育委員会 教育総務課 決定

審議 平成２９年度９月補正の要求概要について

一般会計　補正額405,067千円（補正後予算26,015,067
千円）
国民健康保険事業特別会計　補正額26,763千円（補正
後予算10,150,763千円）
◎公共下水道事業特別会計　補正額26,373千円（補正
後予算2,364,373千円）

経営企画部 財政課 決定

審議 牛久市企業誘致条例の一部を改正する条例について

本条例の有効期限が平成29年9月30日をもって満了とな
ることから平成34年9月30日まで5年間延長する
奨励金の交付を受ける企業の条件を示す文言があいま
いのため改正するもの

環境経済部 商工観光課 決定

審議
牛久市企業立地の促進等による地域における産業集積
の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に
基づく準則を定める条例の一部を改正する条例について

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成
及び活性化に関する法律の改正に伴い、条例の題名、
引用条項及び文言について改正

環境経済部 商工観光課 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借地している土
地を取得することについて

建設部 都市計画課 決定

審議 牛久市空家等対策計画の策定について
本市の取り組むべき空家等対策の方向性や基本的な考
え方を示した「牛久市空家等対策計画」の策定について

建設部 空家対策課 決定

審議 行政財産の使用許可について
市営落合住宅用地の一部（法施行以前道路）にガス管を
埋設したい旨、行政財産使用許可申請がなされたことに
係る使用許可について

建設部 建築住宅課 決定

審議 桂町普通財産の払下げについて
市道58号線の一部であり、余剰地となった部分の払下げ
について

建設部 道路整備課 決定

審議
29社総交公下第1-2号下町第三雨水幹線管渠布設工事の契
約に伴う議案の上程について

29社総交公下第1-2号下町第三雨水幹線管渠布設工事の契
約に伴う議案の上程について

建設部 下水道課 決定

審議 牛久市立学校設置条例の一部を改正する条例について
牛久市立下根中学校から分離新設する中学校の名称及び位
置を定めるとともに、既存の小中学校の位置の表記を改正す
る条例について

教育委員会 教育総務課 決定

報告 平成28年度決算について
平成28年度決算状況と平成28年度健全化判断比率の状況に
ついて 経営企画部 財政課 -

第３回
臨時

8月17日 審議 平成２９年度９月補正の要求概要について

平成２９年度９月補正の要求概要について、前回の庁議で審
議されたがその後、追加案件があったため再度審議するもの
◎一般会計　補正額　456,452円　補正後予算額　26,066,452
円

経営企画部 財政課 決定

審議 平成２９年度保健師採用試験（再募集）の実施について
今年度において保健師職の募集を行ったが受験申込がな
かったため、募集要件を見直し再度募集をするもの

総務部 人事課 決定

審議 電算業務における基幹システムの契約更新について
現在利用している基幹システムが平成３０年９月３０日をもっ
て６年間の契約が満了するため契約を更新することについて

市民部 システム管理課 決定

第５回
定例

8月8日

4月18日
第１回
定例

第２回
定例

5月11日

7月10日
第４回
定例

第１回
臨時

5月30日

第２回
臨時

6月26日

第６回
定例

9月14日



平成２９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 平成２９年度９月専決について

衆議院解散に伴い、10月22日に執行される衆議院議員選挙
に係る経費について専決処分を行うことについて
◎一般会計　補正額　35,592千円　補正後予算額　26,102,044
千円

経営企画部 財政課 決定

審議 南普通財産の払下げについて
道路用地の残地であり、平成17年からは普通財産として管理
していたが、隣接する所有地と一体で利用する目的で購入し
たい旨の申請があったもの

建設部 都市計画課 決定

審議 未利用地の売却について

今年度5月と7月に入札期間を設け売却を進めたが入札参加
者がなかったため、10月より3ヶ月程度、茨城県宅地建物取引
業協会や市のホームページ等で広報し、先着順で随意契約を
進めていく
小坂町１９２９－２３ 宅地 146,21㎡ 最低価格312,000円

建設部 都市計画課 決定

審議 住井すゑ旧宅及び関連用地の寄附について 住井すゑ旧宅及び関連用地の寄附の受入れについて 教育委員会 文化芸術課 決定

審議 小坂城跡隣接地の寄附について 小坂城跡隣接地の寄附受入れについて 教育委員会 文化芸術課 決定

審議 市道９４８号線道路用地の寄附について

現状は当該申請地に側溝も設置されており、市道認定もされ
道路として供用されている。隣接地での平成６年の開発行為
で設置された側溝であり、当時分筆、所有権移転等の処理が
なされずにいたものが平成２９年６月の道路境界立会い時に
判明したもの

建設部 道路整備課 決定

審議 行政財産使用許可について
牛久第二小学校に電気通信線路設備設置の必要があるた
め、同校敷地に支線１条の新設の申し込みがあったもの

教育委員会 教育総務課 決定

審議 行政財産使用許可について
ひたち野うしく中学校建設予定に電気通信線路設備設置の必
要があるため、同校敷地に支線3条、本柱1本の新設の申し込
みがあったもの

教育委員会 教育総務課 決定

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」の議会承認について

平成３０年４月１日からの広域市町村圏計画策定を行わない
こととし、組合規約第３条第１号を削除する改正を行い、地方
自治法第２８６条第１項及び第２９０条の規定により、市議会
の議決を求めるもの

経営企画部 政策企画課 決定

審議 平成２９年度１２月補正の要求概要について
・補正前予算額 　２６,１０２,０４４　千円
・今回補正額　 　　　 　８２,１７７　千円
・補正後予算額 　２６,１８４,２２１　千円

経営企画部 財政課 決定

審議 公用バス購入の契約締結に伴う議案の上程について
特大バス（５４人乗り）の物品購入であり、車両各メーカーとも
一括して受注生産方式を採用していることから、発注から納車
まで期間が必要となり３０年度末までの契約とする

総務部 管財課 決定

審議 栄町４丁目普通財産の貸付について

当該用地は貸付しているが、平成２８年度に市へ返還され、現
在は普通財産として管理している。このたびの駐車場用地とし
て利用したい旨貸付申請書が提出された

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
地方税法が改正され、平成３１年度分の市民税から「配偶者
控除」及び「配偶者特別控除」の見直しが行われることに伴
い、市税条例において定義されている名称を変更する

総務部 税務課 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一部改正について

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関す
る法律第３条中、第６項の後に第７項、第９項の後に第１０項
が追加され、第９項が第１１項に変更となるため

保健福祉部 保育課 決定

審議 根古屋川緑地整備事業に伴う土地取得について
雨水排水対策を目的として、根古屋側緑地整備事業計画地の
内、調整池として計画されている用地を取得するもの

建設部 下水道課 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

市が行う放課後児童健全育成事業について、社会福祉法人
やその他事業の適切な運営が確保できると認められるものに
委託して実施することができることを追加する

教育委員会 放課後対策課 決定

報告 平成２８年度市民満足度調査結果について

調査期間：平成２９年２月２０日(月)発送～３月２４日(金)締切
調査対象：牛久市内に在住で１８歳以上の市民から無作為に
抽出し た３,０００人
回答件数：１,１１９件（回収率３７．３％）

経営企画部 政策企画課 -

審議 平成２９年度１２月補正の要求概要について
牛久南中学校で発生した賠償事由について、補正予算を行う
もの。賠償に伴う歳出補正額362千円に対し、全額、学校災害
賠償保険金が給付されることから、基金の増減はない

経営企画部 財政課 決定

審議 損害賠償の額を定めることについて

牛久南中学校敷地内において、強風のため桜の木が倒れ、
同校教諭の運転する自家用車の左扉等を損傷し、損害を与え
たことについて、当事者と示談し、同車両の損害に対する賠償
額を定めるもの

教育委員会 教育総務課 決定

審議 柏田町普通財産の払下げについて 払下げ申請のあった土地：柏田町 総務部 管財課 決定

審議 原子力災害時におけるいわき市民の広域避難に関する協定
締結について

いわき市より円滑な広域避難を実施するために、茨城県下３５
市町村との協定締結の申し出があり、広域避難に関する協定
の締結について

市民部 交通防災課 決定

審議 未利用地の売却について

1.田宮町６３５－５　雑種地　１５８㎡
　入札最低価格　８,６００,０００円
2.下根町１３１３－３１　山林　１３２㎡
　 下根町１３１４－２　 原野　２３５㎡
入札期間：平成２９年１２月１９日～平成３０年１月１６日

建設部 都市計画課 決定

審議 行政財産の処分(市営住宅の用途廃止)について
1.新町住宅１・３・５号
2.新山住宅９・１０・１２・１３号
3.猪子住宅５２・８４・８５号

建設部 建築住宅課 決定

審議 市道５１７号線道路用地の寄附にについて 所在地：上柏田 建設部 道路整備課 決定

審議 市道６３８号線道路用地の寄附について 所在地：田宮町 建設部 道路整備課 決定

審議 市道１６９６号線道路用地の寄附について 所在地：女化町 建設部 道路整備課 決定

審議 平成２９年度１月補正の要求概要について
補正前予算額：２６,１８４,５８３千円
今回　予算額： １９,４３３千円
補正後予算額：２６,２０４,０１６千円

経営企画部 財政課 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

人事院勧告に基づき、一般職の職員の勤務手当の改定に伴
い、１２月期の支給月数を０．０５月引き上げるもの。また、平
成３０年４月より６月期、１２月期の支給月数を改正するもの

総務部 人事課 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

人事院勧告に基づき、市職員の給与を決定するものであり、
給与月額については、平均０．２％を引き上げ、勤勉手当につ
いては、１２月期の支給月数を０．１月引き上げるものと、合わ
せて給与から控除できる項目を追加するもの

総務部 人事課 決定

審議 猪子行政区区民会館用地購入及び貸付について
猪子行政区では建設当初から猪子行政区区民会館用地購入
の要望があり、この度、所有者との交渉結果がまとまり、当該
土地の取得について

市民部 市民活動課 決定

審議
原子力災害時におけるひたちなか市民の県内広域避難に関
する協定締結について

ひたちなか市から円滑な広域避難を実施するための協定締結
について申し入れがあり、県南広域避難に関する協定の締結
について付議するもの

市民部 交通防災課 決定

審議 平成２９・３０年度牛久運動公園武道館新築工事(建築工事)の
契約に伴う議案の上程について

平成３１年に開催が決定している「いきいき茨城ゆめ国体」の
大会会場補完施設として、また、市の防災拠点(福祉避難所)
整備の一環として武道館を新築する

教育委員会 国体推進課 決定

10月11日
第７回
定例

第10回
定例

1月16日

第9回
定例

12月11日

第５回
臨時

11月30日

第８回
定例

11月10日

第４回
臨時

9月29日



平成２９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

第6回
臨時

1月24日 審議 未利用地の売却について

1.田宮町６３５－５　雑種地　１５８㎡
　入札最低価格　7、１６０,０００円
2.下根町１３１３－３１　山林　１３２㎡
　 下根町１３１４－２　 原野　２３５㎡
　入札最低価格　４,２６０,０００円
入札期間：平成３０年２月８日から２月２２日

建設部 都市計画課 決定

審議 平成２９年度３月補正の要求概要について
補正前予算額：２６,２０４,０１６千円
今回　予算額： △２８０,８６４千円
補正後予算額：２５,９２３,１５２千円

経営企画部 財政課 決定

審議 平成３０年度牛久市予算(案)の概要について
一般会計２７７億７,０００円、前年度比８．４％増の過去最高の
予算規模

経営企画部 財政課 決定

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

「胃内視鏡検診運営委員会委員」、「在宅医療介護連携推進
協議会委員」、を設置し報酬を定めるもの
牛久市小坂城址土地購入事務処理調査委員会の報酬に関す
る規定の廃止を行うもの

総務部 人事課 決定

審議 牛久市地域福祉計画審議会設置条例の一部改正について
社会福祉法の改正により、引用条項の整理のため、地域福祉
計画審議会の設置の規定を改正するもの

保健福祉部 社会福祉課 決定

審議 牛久市障害者自立支援協議会条例の一部改正について
児童福祉法の改正により、牛久市障害者自立支援協議会の
所掌事務に障害児福祉計画に関する事項を加えるもの

保健福祉部 社会福祉課 決定

審議 牛久市介護保険条例の一部を改する条例について

介護保険事業計画について、牛久市介護保険運営協議会で
の審議結果を踏まえ、平成３０年度から３年間の介護保険料
の額を定めるとともに、介護保険法の改正により、、関連する
条文を改正する

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

介護保険法及び関係省令の一部改正により、医療と介護の連
携を強化する観点から関連する条項を改正するもの

保健福祉部 高齢福祉課 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

介護保険及び関係省令の一部改正により、看護小規模多機
能型居宅介護事業の指定基準の緩和、認知症対応型通所介
護における利用定員の見直し、認知症対応型共同生活介護
入居者の身体的拘束等の更なる適正化等の規定に伴い関連
する条項を改正するもの

保健福祉部 高齢福祉課 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

介護保険法及び関係省令の一部改正により、介護予防認知
症対応型通所介護における利用定員の見直し、介護予防認
知症対応型共同生活介護入居者の身体的拘束等の更なる適
正化等の規定に伴い関連する条項を改正するもの

保健福祉部 高齢福祉課 決定

審議
牛久市指定居住介護支援等の事業の人員及び運営に関する
基準を定める条例の制定について

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため
の関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、介護保険法
及び関係省令の一部が改正され、市町村が条例で指定居宅
介護支援等の事業の人員及び運営に関する指定基準を定め
る

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

地域包括支援センターの人員基準の中で、必須となっている
主任介護支援専門員の要件に関し、介護保険法施行規則が
一部改正されたことを踏まえ、本市においても、当該省令基準
を参酌して同様の措置を講じるため、関連する条文を改正す
るもの

保健福祉部 高齢福祉課 決定

審議
牛久市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
について

国民健康保険法第１１６条の２の規定により住所地特例の適
用を受けて、前住所地の市町村国保の被保険者とされている
対象者が７５歳到達等により後期高齢者医療に加入した場合
には、特例を引き継ぎ、前住所地の後期高齢者医療広域連合
の被保険者となるよう改正するもの

保健福祉部 医療年金課 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て

国民健康保険法の改正により、平成３０年度から都道府県が
市町村とともに国民健康保険の保険者となるあらたな制度へ
と移行することに伴い、国民健康保険法の条文において改め
られる文言に対応して牛久市国民健康保険条例中の文言を
改正するもの

保健福祉部 医療年金課 決定

審議 牛久市環境基本計画の改定について
平成３０年２月５日に牛久市環境審議会より答申のあった「牛
久市環境基本計画の改定」に基づき、牛久市環境基本計画を
改定したいので付議するもの

環境経済部 環境政策課 決定

審議
牛久市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基
盤強化に関する法律第９条第１項の規定に基づく準則を定め
る条例の一部を改正する条例について

上位法である企業立地促進法の改正に伴い、圏央道沿線地
域１３市町村及び茨城県が平成２０年３月に策定した、緑地率
を緩和する対象地域である「重点促進区域」を定めた基本計
画が改定され、改正法に基づく国の同意を得たことから、引用
条項及び文言について改正するとともに、本条例の有効期限
を５年間延長するもの

環境経済部 商工観光課 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
公営住宅法の改正に伴い、認知症患者等である公営住宅入
居者の収入申告義務を緩和することができるよう、及び引用
条項を整理するため、改正するもの

建設部 建築住宅課 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
道路線の認定5路線(３４９３,３４９４,３４９５,３４９６,３４９７号線)
道路線の廃止２路線(９５５,９７０号線)
道路線の変更２路線(６８９号線,２２６７号線)

建設部 道路整備課 決定

審議 市道９５７号線道路用地の寄附について 所在地：牛久町 建設部 道路整備課 決定

審議 牛久市文化芸術振興条例の一部改正する条例について
「文化芸術振興基本法」が「文化芸術基本法」に改正されたこ
とに伴い、平成１５年に制定された「牛久市文化芸術振興条例
について、例規整備を行うもの

教育委員会 文化芸術課 決定

審議 牛久市立図書館基本計画の策定について
市民の多様な要望に対応するため、牛久市立図書館の今後
の方向性を整理し、計画的なサービスの充実を図ることを目
的として「牛久市立図書館基本計画」を策定するもの

教育委員会 中央図書館 決定

審議 牛久市子ども読書活動推進計画(第２次)の策定について

子どもの読書活動を促進するため、成長に応じた読書活動を
支援し、総合的に子どもの読書環境の整備を図ることを目的と
して、平成２５年３月策定の第１次計画を改訂し、新たに「牛久
市子ども読書活動推進計画(第２次)を策定するもの

教育委員会 中央図書館 決定

報告
牛久市男女共同参画推進基本計画・実施計画(第３次)につい
て

市民一人ひとりの個性と能力を生かし、充実した生き方を選択
できる男女共同のまちづくりを目指し、行政、市民、事業者な
どが一体となって男女共同参加を推進するため、それぞれが
取り組むべき具体的事業を明確にする

市民部 市民活動課 決定

第７回
臨時

2月19日 審議 平成２９年度３月補正の要求概要(修正)について
補正前予算額：２６,２０４,０１６千円
今回　予算額： １７８,３４８千円
補正後予算額：２６,３８２,３６４千円

経営企画部 財政課 決定

審議 行政財産使用許可新規及び更新について

市内行政施設において、現在行政財産の使用許可を受けて
いる者及び新たに許可を依頼する者より、平成３０年度の行
政財産の使用に係る申請書の提出があり同者各々に対し行
政財産の更新許並びに使用許可をしてよろしいか審議するも
の

総務部 管財課 決定

審議 普通財産貸付更新について
現在、普通財産を使用している者より、現在の契約満了に伴う
貸与申請書の提出があり、引き続き貸付けを更新してよろしい
いか審議するもの

総務部 管財課 決定

審議 未利用地の売却について

３ヶ月程度の期間で、茨城県宅地建物取引業協会や市のホー
ムページで広報し、先着順で随意契約を進めていくもの
下根町１３１３－３１　山林　１３２㎡
下根町１３１４－２　 原野　２３５㎡
入札最低価格　４,２６０,０００円

建設部 都市計画課 決定第１２回
定例

3月13日

第11回
定例

2月8日



平成２９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 行政財産使用許可について
ひたち野うしく中学校に電気通信線路設備設置の必要がある
ため、同校敷地に支線１条を新設の申し込みがあったもの

教育委員会 教育総務課 決定

審議 行政財産使用許可について

運動公園等の飲料自動販売機及び売店を目的とする行政財
産使用許可申請書が９社より提出された。平成３０年３月３１
日契約期間満了に伴い、売店として更新するもの２件と、国体
競技会の啓発活動として空手道ラッピング自動販売機１件を
継続更新するもの。その他の２０件は公募による抽選を実施
するもの。

教育委員会 スポーツ推進課 決定

第１２回
定例

3月13日
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