
平成３０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

牛久市広報・広聴戦略プランの策定について
シティプロモーションを総合的に推進するための
戦略プラン策定。期間：2018年4月～2021年3月

市長公室 広報政策課 決定

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

「国民健康保険税条例の一部を改正する条例」
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国民健康保
険税条例の一部改正

保健福祉部 医療年金課 決定

牛久市立地適正化計画の策定について
「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の都市構
造へと緩やかに転換していくための計画策定

建設部 都市計画課 決定

平成29年9月9日発生　公用車の交通事故に伴う
損害賠償額を定めることについて

公用車の事故に伴う損害賠償額について、地方
自治法第96条第1項第13号の規定に基づき議会
へ上程するもの（賠償額：1,337,981円）

総務部 管財課 決定

平成29年11月6日発生　公用車の交通事故に伴
う損害賠償額を定めることについて

公用車の事故に伴う損害賠償額について、地方
自治法第96条第1項第13号の規定に基づき議会
へ上程するもの（賠償額：1,497,120円）

総務部 管財課 決定

「牛久市税条例等の一部を改正する条例」及び
「牛久市都市計画税条例の一部を改正する条
例」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（固定資産税の
課税基準の特例措置）

総務部 税務課 決定

平成29年度　徴収金の不納欠損額（滞納繰越
分）について

平成29年度徴収金（本税・料金等、督促手数料、
延滞金）の不納欠損 930件：175,910,993円

総務部 収納課 決定

生活保護法第63条の規定による返還金及び同
法第78条の規定による徴収金の不納欠損につ
いて

生活保護法第63条返還金：2,543,961円
生活保護法第78条徴収金：1,447,000円

保健福祉部 社会福祉課 決定

行政財産使用許可について
青果市場内に防犯灯設置の中継点として小柱1
本、支線1条を設置

環境経済部 農業政策課 決定

牛久市公園条例の一部を改正する条例につい
て

都市公園法施行令の改正により、牛久市公園条
例の一部を改正（運動施設率を100分の50と規
定）

建設部
教育委員会

都市計画課
スポーツ推

進課
決定

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一部を改正する
条例について

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関
する基準の改正に伴い、当該条例の関係条項を
改正するもの

教育委員会
放課後対策

課
決定

牛久市運動広場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

牛久運動広場の施設使用料の納付時期を「施設
の使用開始前までに」と規定したもの

教育委員会
スポーツ推

進課
決定

正直町普通財産の貸付について
正直町普通財産を奥野小地区社会福祉協議会
に貸付するもの

保健福祉部 社会福祉課 決定

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

所得税法や社会保険各法の改正に伴う文言の
整理のために改正するもの

保健福祉部 医療年金課 決定

30社総交下第１－１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

30社総交下第１－１号下町第三雨水幹線管渠布
設工事の契約を締結するため議会に上程するも
の

建設部 下水道課 決定

平成30年度牛久南中学校校舎大規模改造工事
（建築2期工事）の契約に伴う議案の上程につい
て

平成30年度牛久南中学校校舎大規模改造工事
（建築2期工事）の契約を締結するため議会に上
程するもの

教育委員会 教育総務課 決定

平成30年度牛久市職員採用試験の実施につい
て

事務採用試験に加え、土木・建築分野における
技術職員を継続して実施するとともに、福祉や医
療系分野に精通した職員を募集するもの。また、
市として適正な法定雇用率を維持するために、
身体障がい者採用区分の試験を実施するもの

総務部 人事課 決定

土地開発基金所有地の貸付けについて
井ノ岡町のストックヤード用地に、隣接地での太
陽光発電の送電に必要な電柱等を建てるための
貸付けの申請があったもの

建設部 道路整備課 決定

市道675号線道路用地の寄附について
土地の接道が無いため、道路用地として寄附を
して接道を取れるようにするもの

建設部 道路整備課 決定

報告 平成29年度市民満足度調査結果について

調査期間：平成30年2月26日(月)発送～3月30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:1,181件(回収率：39.4％)

経営企画部 政策企画課 -

第2回
臨時

6月19日 審議
平成30年度牛久市職員採用試験の実施につい
て

障がい者の募集にあたり、身体の障がいに限定
することなく、募集、採用の機会の平等という観
点から内容を変更するもの

総務部 人事課 決定

ごみ集積所の払い下げについて

公用財産払下申請が提出されており、適当と考
えられるため、「牛久市庁議訓令第3条2項第7号
「公有財産の取得、貸付及び処分に関すること」
に基づき払い下げをするもの

環境経済部
廃棄物対策

課
決定

普通財産の貸付について
秋住行政区より、地区の環境美化を目的に市所
有の普通財産を借り受け花壇として使用したい
との申し出があったもの

教育委員会 生涯学習課 決定

平成30年度9月補正の概要について

〇一般会計
補正前予算額 27,770,000千円
今回補正額         255,155千円
補正後予算額 28,025,155千円

経営企画部 財政課 決定

牛久市長の選挙におけるビラの作成の公費負担
に関する条例の一部を改正する条例について

公職選挙法の改正内容及び公職選挙法施行令
の規定を踏まえ、条例の一部を改正するもの

総務部 総務課 決定

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一部を改正する条例に
ついて

基準省令である、家庭的保育事業等の設備及び
運営に関する基準の改正に伴い、条例の関係条
項を改正するもの

保健福祉部 保育課 決定

30社総交下第1-2号柏田排水区雨水管渠布設
工事の契約に伴う議案の上程について

一般競争入札において工事請負契約をするあた
り、議会に議決を求めるもの

建設部 下水道 決定

平成30年度牛久運動公園武道館スポーツ備品
購入契約に伴う議案の上程について

指名競争入札において物品購入契約をするにあ
たり、議会の議決を求めるもの

教育委員会 国体推進課 決定

第5回
定例

8月17日 審議

5月8日

4月10日
第1回
定例

第2回
定例

第1回
臨時

7月9日

6月13日

5月22日

第3回
定例

第4回
定例

審議

審議

審議

審議

審議



平成３０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5回
定例

8月17日 報告 平成29年度決算統計の特徴について
歳入決算額は276憶9千万円となり、対前年度比
3.8％、10億2千万円の増額、歳出については265
億1千万円となり対前年度比3.5％、9億円の増額

経営企画部 財政課 -

平成30・31年度 ひたち野うしく中学校新築工事
(工区1建築工事)の契約に伴う議案の上程につ
いて

去る8月22日に執行した一般競争入札について
工事請負契約を締結するため、議会の議決を求
めるもの

教育委員会 教育総務課 決定

平成30・31年度 ひたち野うしく中学校新築工事
(工区1電気設備)の契約に伴う議案の上程につ
いて

去る8月22日に執行した一般競争入札について
工事請負契約を締結をするため、議会の議決を
求めるもの

教育委員会 教育総務課 決定

平成30・31年度 ひたち野うしく中学校新築工事
(工区1機械設備工事)の契約に伴う議案の上程
について

去る8月22日に執行した一般競争入札について
工事請負契約を締結をするため、議会の議決を
求めるもの

教育委員会 教育総務課 決定

市道1162号線のセットバック部分の道路用地の
寄附について

隣接地の住宅新築に伴い、セットバック部分を道
路用地として寄附する申請があったもの

建設部 道路整備課 決定

市道1554号線の道路用地の寄附について
隣接地の住宅新築に伴い、当該用地を道路用
地として寄附する申請があったもの

建設部 道路整備課 決定

平成30年度 第2回牛久市職員採用試験の実施
について

募集人数に達していない職種について、再度試
験を実施するもの。また、埋蔵文化財に関する専
門的な知識や技術を有した専門職員を募集職種
に追加する

総務部 人事課 決定

市道677号線セットバック部分の道路用地の寄附
について

住宅新築に伴い、セットバック部分を道路用地と
して寄附をする申請があったもの

建設部 道路整備課 決定

普通財産の貸付について
茨城県警察本部より、牛久警察署久野駐在所用
地として市所有の普通財産を使用したい旨の申
し出があったもの

教育委員会 生涯学習課 決定

牛久市広告モニター付き窓口案内表示システム
設置事業について

窓口番号案内表示システムの入替にあたり、広
告モニター付きのシステムを導入し、市負担の縮
減を図る事業として実施するもの

市民部 総合窓口課 決定

未利用地の売却について 久野町、田宮町の未利用地の売却について 建設部 都市計画課 決定

上太田町地内の寄附について
上太田町地内のみどりの保全区に指定されてい
る山林の一部について、地権者から寄附の申し
出があったもの

建設部 都市計画課 決定

公の施設相互利用に関する協定書の一部を変
更する協定書締結について

龍ケ崎市市街地活力センター「まいん」の閉館に
伴い、協定書別表から削除するもの

経営企画部 政策企画課 決定

平成３０年度１２月補正の要求概要
一般会計補正前予算額 28,025,155千円
　　　　　　補正後予算額 28,881,108千円

経営企画部 財政課 決定

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施
行に伴う関係条例の整理等に関する条例につい
て

工業標準化法の改正に伴い、関係する4つの条
例の一部を改正するもの

総務部 総務課 決定

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、一般職員の勤勉手当の
改定に伴い、12月期の支給月数を0.05月引き上
げるもの

総務部 人事課 決定

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、市職員の給与を改定する
ものであり、給料月額については、平均0.2％引
き上げ、勤勉手当については、12月期の支給月
数を0.05月引き上げるもの

総務部 人事課 決定

公用車接触事故に係る示談及び損害賠償につ
いて

公用車の事故に伴う損害賠償額について、地方
自治法第96条第1項第13号の規定に基づき議会
へ上程するもの

総務部 管財課 決定

牛久ふれあい保育園使用貸借契約の変更契約
の締結について

向台小学校の建物の一部で、牛久ふれあい保
育園が利用している2階部分208㎡について、文
部科学省より教育財産処分の承認があり普通財
産となったため、社会福祉協議会へ貸付ける面
積を変更するもの

保健福祉部 保育課 決定

牛久市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関
する条例の一部を改正する条例について

土地改良法の改正に伴い、牛久市営土地改良
事業の経費の賦課徴収に関する条例について、
引用条項及び略称の整理をおこなうもの

環境経済部 農業政策課 決定

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

企業誘致奨励金の交付額が、平成31年度から3
年間にわたり、各年度約4億円に増大すると見込
まれることに伴い、その財源を計画的に確保す
るため、牛久市企業誘致推進基金の活用が可
能となるよう改正するもの

環境経済部 商工観光課 決定

行政財産の処分(市営住宅の用途廃止)について
猪子市営住宅の老朽化に伴い、解体撤去するも
の(3・6・7・56・61・62・88・89号) 解体費：5,367,000
円

建設部 建築住宅課 決定

牛久市立幼稚園設置条例の一部を改正する条
例について

中根小学校に設置している第一幼稚園を、ひた
ち野地区に移転新築することに伴い、位置及び
定員について改正するもの

教育委員会 教育総務課 決定

牛久市公園条例の一部を改正する条例につい
て

有料公園施設に武道館を追加し、使用時間や使
用料などを定め、使用者の利便性向上を図るも
の

教育委員会
スポーツ推

進課
決定

第２つつじが丘行政区への普通財産の貸付につ
いて

区民会館用地として、普通財産貸付申請の申し
出があったもの

市民部 市民活動課 決定

市道１６１６号線隅切り部分の道路用地の寄附
について

当該箇所は、既に隅切りとして舗装され道路とし
て供用されているもの

建設部 道路整備課 決定

田宮町普通財産の払下げについて
当該地は、市道２３号線の道路新設工事に伴い
余剰地となった部分

建設部 道路整備課 決定

審議 未利用地の売却について
売却予定地：柏田町　入札最低価格：3,550,000
円

建設部 都市計画課 決定

報告
「特定空家等」に対する「空家等対策の推進に関
する特別措置法第１４条第１０項」の措置につい
て

略式代執行により敷地内樹木及び建物等を除去
する。
物件：田宮町、刈谷町

建設部 空家対策課 -

第5回
臨時

1月29日 審議 平成３０年度２月補正の要求概要
一般会計補正前予算額 28,881,108千円
　　　　　　補正後予算額 29,281,108千円

経営企画部 財政課 決定

審議

審議

審議11月12日
第8回
定例

審議

第4回
臨時

10月29日

第7回
定例

10月9日

第6回
定例

9月10日

審議
第９回
定例

12月13日

第１０回
定例

1月15日

第3回
臨時

9月4日 審議



平成３０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5回
臨時

1月29日 報告 平成３０年度１月補正（専決処分）について
地方自治法第１７９条第１項の規定により予算の
専決処分を行ったため報告するもの

経営企画部 財政課 -

公の施設相互利用に関する協定書の一部を変
更する協定書について

牛久運動公園武道館の「武道場、会議室兼ト
レーニング場」を相互利用の対象施設として協定
書別表に加え、エスカード生涯学習センターの
「多目的ホール」を「エスカードホール、エスカー
ドスタジオ」と名称変更する

経営企画部 政策企画課 決定

平成３０年度３月補正の要求概要
一般会計補正前予算額 29,281,108千円
　　　　　　補正後予算額 28,820,616千円

経営企画部 財政課 決定

平成３１年度当初予算について
一般会計本年度 30,200,000千円
　　　　　  昨年度 27,770,000千円

経営企画部 財政課 決定

牛久市長等政治倫理条例について
牛久市長等の責務、政治倫理基準、契約等に関
する遵守事項、市民の調査請求権などの事項等
を規定するもの

総務部 総務課 決定

牛久市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
の一部を改正する条例について

働き方改革を推進するための関係法律の整備に
関する法律が成立したことに伴い、人事院規則
で時間外勤務に上限を定めることが可能となる
ため、牛久市においても同じように上限を設定で
きるように改正するもの

総務部 人事課 決定

牛久市職員の育児休業等に関する条例の一部
を改正する条例について

地方公務員の育児休業法に関する法律の改正
に伴い、非常勤職員の育児休業において、延長
を含め１歳６ヶ月であったものを、最長２歳まで育
児休暇を取得できるよう改正するもの

総務部 人事課 決定

普通財産の更新について
奥原行政区から普通財産貸与申請があり、貸付
けするもの

市民部 市民活動課 決定

普通財産の貸付期間の更新について
上太田行政区から普通財産の貸付期間更新に
係る申請があり、貸付するもの

市民部 市民活動課 決定

牛久市災害弔慰金の支給等に関する条例の一
部を改正する条例について

災害弔慰金の支給等に関する法律および災害
弔慰金の支給等に関する法律施行令が改正さ
れ、これらの法令の内容を踏まえ改正するもの

保健福祉部 社会福祉課 決定

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

介護保険と障害福祉両方の制度に新たに共生
型サービスが位置づけされたことにより、地域密
着型通所介護の指定基準を定める条項に追加
し改正するもの

保健福祉部 高齢福祉課 決定

牛久市医療福祉支給に関する条例の一部を改
正する条例について

医療福祉の支給について、茨城県が重度心身
障害者の認定要件に精神障害者保健福祉手帳
１級保持者を新たに加えるもの

保健福祉部 医療年金課 決定

田宮西広場用地への寄附について
地権者より越境している擁壁部分の土地につい
て、寄附をする申請があったもの

建設部 都市計画課 決定

牛久市道路線の認定および路線変更について
開発行為による６路線、道路拡幅による１路線、
併せて７路線を認定するもの。また、市道６４２号
線の１路線を路線変更するもの

建設部 道路整備課 決定

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

学校運営協議会委員への報酬を日額から年額
に変更するもの

教育委員会
放課後対策

課
決定

損害賠償の額を定めることについて
児童クラブ内の事故に伴う損害賠償額につい
て、地方自治法第96条第1項第13号の規定に基
づき議会へ上程するもの

教育委員会
放課後対策

課
決定

報告 教育委員会事務局組織の改編について
教育委員会事務局に新たに教育企画課、学校
教育課を設置し、これに伴い放課後対策課、教
育総務課を廃止するもの

教育委員会 教育総務課 -

ひたち野リフレ賃貸借更新契約の締結について

「株式会社小森エンジニアリング」と契約が満了
することに伴い、引き続きリフレ５・６階部分を同
社事務所として、同社と賃貸借更新契約を締結
するもの

総務部 管財課 決定

行政財産使用許可及び更新について
平成３１年度分の行政財産の使用に係る申請が
あり、行財財産の許可及び更新許可をするもの

総務部 管財課 決定

牛久消防署東部出張所用地の貸付について

牛久消防署東部出張所用地として、稲敷地方広
域市町村圏事務組合に１０年間の無償貸付を
行っていたが、平成３１年３月３１日をもって満了
となるため、契約の更新を行うもの

市民部 交通防災課 決定

土地の払下げについて 奥原町の土地開発基金を払下げするもの 建設部 都市計画課 決定
エスカード牛久ビルにおける土地取得の契約に
伴う議案の上程について

エスカードビル所在地番の一部を取得するため
議会に上程するもの

建設部 都市計画課 決定

つつじが丘ふたばランド保育園財産賃貸借契約
の締結について

社会福祉法人双葉福祉会と土地及び園舎につ
いて、賃貸借契約を締結するもの

保健福祉部 保育課 決定

久野町法定外道路の払下げについて 久野町地内での法定外道路の払下げを行うもの 建設部 道路整備課 決定

普通財産の貸付について
松ケ丘行政区より普通財産更新の要請があり、
許可するもの

教育委員会 生涯学習課 決定

行政財産使用許可について
飲料自動販売機及び売店を目的とする行政財
産使用許可申請があり、更新または公募を行う
もの

教育委員会
スポーツ推

進課
決定

「牛久市教育大綱」の策定について
教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施
策である「教育大綱」を、地方公共団体の長が定
めたもの

経営企画部 政策企画課 決定

普通財産の貸付について
牛久菊花会より、女化青年研修所の敷地である
市所有の普通財産を継続使用したい旨の申し出
があったもの

教育委員会 生涯学習課 決定

著作権の寄附受入について
住井すゑ、増田れい子の著作権所有者より、寄
附の申し出があったもの

教育委員会 文化芸術課 決定

報告 「第１期牛久市教育振興基本計画」について

教育の各分野の施策や組織の連携などによる
総合的な推進を図るため、学校教育、就学前教
育・家庭教育、社会教育に関する施策を取りまと
めたもの

教育委員会 教育総務課 -

審議
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