
令和元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1回臨時 4月8日 審議 2019年度牛久市職員採用試験の実施について

常勤職員の大量退職を見据え、安定した行政運
営を図るため、また、常勤職員を中心とした組織
づくりを目指すためにも必要となる優秀な人材を
確保することを目的として、職員採用試験を2回
実施するもの

総務部 人事課 決定

平成30年度3月補正予算の専決処分について
地方自治法第179条第1項の規定により、平成31
年3月29日に予算の専決処分を行ったため、5月
議会に報告するもの

経営企画部 財政課 -

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

平成31年度税制改正により、地方税法等が改正
されたことに伴い、市税条例及び都市計画税条
例の一部を改正するもの

総務部 税務課 -

第2回臨時 4月23日 審議 平成31年度5月補正の概要

○一般会計(第1号補正)
補正前予算額：30,200,000千円
補正後予算額：30,465,709千円

経営企画部 財政課 決定

令和元年度6月補正予算について

○一般会計(第2号補正)
補正前予算額：30,465,709千円
補正後予算額：30,511,513千円
○公共下水道事業特別会計
補正前予算額：30,465,709千円
補正後予算額：30,511,513千円
○介護保険事業特別会計
補正前予算額：30,465,709千円
補正後予算額：30,511,513千円

経営企画部 財政課 決定

平成30年度徴収金の不納欠損額(滞納繰越分)
について

〇平成30年度総合計 165,913,081円(679件)
本税(保険料等)：85,234,812円
督促手数料：384,648円
延滞金：80,293,621円

総務部 収納課 決定

平成30年度下水道使用料・下水道受益者負担
金の不納欠損額について

〇平成30年度総合計1,854,860 円(207件)
料金等：1,854,860円
督促手数料：200円
延滞金：23,800円

建設部 下水道課 決定

生活保護法63条の規定による返還金の不納欠
損について

地方自治法236条第1項の規定により５年間これ
を行わないときは、時効により消滅するため欠
損処分するもの
内訳：生活保護法第63条返還金、1件、13,660円

保健福祉部 社会福祉課 決定

牛久市議会議員及び市長の選挙における選挙
運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター
の作成の公費負担に関する条例の一部改正に
ついて

消費税法、地方税法及び地方交付税法の一部
を改正する法律に基づき、令和元年10月1日か
ら、消費税及び地方消費税を合わせた税率が
10％に改正されるため、選挙運動用自動車の使
用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担
額について改めるもの

総務部 総務課 決定

牛久市総合福祉センター設置及び管理条例の
一部改正について

消費税法、地方税法及び地方交付税法の一部
を改正する法律に基づき、令和元年10月1日か
ら、消費税及び地方消費税を合わせた税率が
10%に改正されるため、福祉センター及び創造の
家の利用料について改めるもの

保健福祉部 社会福祉課 決定

牛久クリーンセンター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

消費税法、地方税法及び地方交付税法の一部
を改正する法律に基づき、令和元年10月1日か
ら、消費税及び地方消費税を合わせた税率が
10%に改正されるため、クリーンセンターリサイク
ルプラザにおける不用品の販売申請をする場合
の手数料と限度額、及びリサイクルプラザ施設
使用料を改めるもの

環境経済部 廃棄物対策課 決定

牛久市廃棄物の処理及び再生利用の促進に関
する条例の一部を改正する条例について

消費税法、地方税法及び地方交付税法の一部
を改正する法律に基づき、令和元年10月1日か
ら、消費税及び地方消費税を合わせた税率が
10%に改正されるため、クリーンセンターに直接
搬入される家庭系一般廃棄物及び事業系一般
廃棄物の処理手数料、委託業者による粗大ごみ
の収集処理手数料を改めるもの

環境経済部 廃棄物対策課 決定

牛久市放置自転車等防止に関する条例の一部
を改正する条例について

消費税法、地方税法及び地方交付税法の一部
を改正する法律に基づき、令和元年10月1日か
ら、消費税及び地方消費税を合わせた税率が
10%に改正されるため、第13条第2項第1号中
「1,550円」を「1,580円」に改め、同項第2号中
「3,100円」を「3,160円」に改めるもの

建設部 都市計画課 決定

牛久市自転車駐車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

消費税法、地方税法及び地方交付税法の一部
を改正する法律に基づき、令和元年10月1日か
ら、消費税及び地方消費税を合わせた税率が
10%に改正されるため、第17条関係の別表を改
めるもの

建設部 都市計画課 決定

牛久市駐車場の設置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

消費税法、地方税法及び地方交付税法の一部
を改正する法律に基づき、令和元年10月1日か
ら、消費税及び地方消費税を合わせた税率が
10%に改正されるため、第15条関係の別表を改
めるもの

建設部 都市計画課 決定

牛久市道路占用料徴収条例の一部を改正する
条例について

消費税法、地方税法及び地方交付税法の一部
を改正する法律に基づき、令和元年10月1日か
ら、消費税及び地方消費税を合わせた税率が
10%に改正されるため、第2条中「1.08」を「1.1」に
改めるもの

建設部 道路整備課 決定

第2回定例 5月14日 審議

第1回定例 4月15日 報告



令和元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

牛久市下水道条例の一部を改正する条例につ
いて

消費税法、地方税法及び地方交付税法の一部
を改正する法律に基づき、令和元年10月1日か
ら、消費税及び地方消費税を合わせた税率が
10%に改正されるため、基本料金(1箇月につき)
の欄中「1,080円」を「1,100円」に、同表超過料金
(汚水量1立方メートルにつき)の欄中「108円」を
「110円」に、「129円」を「132円」に、「151円」を
「154円」に、「172円」を「176円」に改めるもの

建設部 下水道課 決定

牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関
する条例の一部を改正する条例について

消費税法、地方税法及び地方交付税法の一部
を改正する法律に基づき、令和元年10月1日か
ら、消費税及び地方消費税を合わせた税率が
10%に改正されるため、第6条関係の別表を改め
るもの

教育委員会 生涯学習課 決定

牛久市リフレプラザ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

消費税法、地方税法及び地方交付税法の一部
を改正する法律に基づき、令和元年10月1日か
ら、消費税及び地方消費税を合わせた税率が
10%に改正されるため、第6条関係の別表を改め
るもの

教育委員会 生涯学習課 決定

牛久市公園条例の一部を改正する条例について

消費税法、地方税法及び地方交付税法の一部
を改正する法律に基づき、令和元年10月1日か
ら、消費税及び地方消費税を合わせた税率が
10%に改正されるため、第29条関係の別表第2を
改めるもの

教育委員会 スポーツ
推進課

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

消費税法、地方税法及び地方交付税法の一部
を改正する法律に基づき、令和元年10月1日か
ら、消費税及び地方消費税を合わせた税率が
10%に改正されるため、第5条関係の別表を改め
るもの

教育委員会
スポーツ
推進課

決定

牛久市税条例の一部を改正する条例について

平成31年度税制改正により地方税法等が改正
されたことに伴い、市税条例の一部を改正する
もの。個人の市民税における非課税措置につい
て、軽自動車税のグリーン化特例の見直しにつ
いて、「軽自動車税の環境性能割の税率の軽減
について

総務部 税務課 決定

牛久市介護保険条例の一部を改正する条例に
ついて

介護保険法施行令の改正に伴い、牛久市介護
保険条例を改正し、平成27年4月から一部が実
施されている、低所得者に対する介護保険料の
軽減について、第1号被保険者のうち、特に所得
の低い第1所得段階から第3所得段階について、
消費税増税分を財源とした、介護保険料の軽減
を実施するもの

保健福祉部 高齢福祉課 決定

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

国民健康保険の被保険者間の保険税負担の公
平の確保を図るために地方税法施行令が改正
され、賦課限度額の引き上げと軽減措置の拡充
が図られたことに伴い国民健康保険税条例を改
正するもの。改正の内容としては、賦課限度額
の引き上げ、軽減措置の所得判定基準の引き
上げを行うもの

保健福祉部 医療年金課 決定

普通財産の貸付について

東日本電信電話株式会社より、第2つつじが丘
行政区会館敷地内に支線1条を設置する普通財
産貸付申請書が提出されたため、申請地の使用
を許可するもの

市民部 市民活動課 決定

行政財産使用許可について

東日本電信電話株式会社より、岡田小学校敷
地内に本柱1本を設置する行政財産使用許可申
請書が提出されたため、申請地の使用を許可す
るもの

教育委員会 学校教育課 決定

報告 平成30年度繰越事業について
一般会計：  769,536千円
下水特会：  360,027千円
合　　　計：1,129,563千円

経営企画部 財政課 -

審議 ひたち野リフレ空調改修工事(Ⅱ期工事）の契約
締結に伴う議案の上程について

令和元年5月29日に一般競争入札で執行した上
記工事において工事請負契約の締結をしたいの
で、「地方自治法」第96条第1項第5号及び「議会
の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処
分に関する条例」第2条の規定により議会の議
決を求めるため付議するもの

総務部 管財課 決定

報告 平成30年度市民満足度調査結果について

調査期間：平成3１年2月19日（火）発送～同年3
月31日（日）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：1,162件（回収率：38.７％） 紙：1,043件
インターネット：119件

経営企画部 政策企画課 -

※第3回定例庁議は案件なしのため未開催

令和元年度第2回牛久市職員採用試験の実施
について

常勤職員の大量退職を見据え、安定した行政運
営を図るため、また、常勤職員を中心とした組織
づくりを目指すためにも必要となる優秀な人材を
確保することを目的として今年度は、2回の職員
採用試験を実施するもの

総務部 人事課 決定

控訴の提起について

令和元年6月19日に言い渡しのあった指名排除
による損害賠償請求事件（平成26年(ワ)第271号
損害賠償請求事件）についての判決に不服があ
り控訴を提起しようとするため、議会の議決を求
めるもの

総務部 総務課 決定

第2回定例 5月14日

審議

第4回臨時 6月26日

第3回臨時 6月4日

審議



令和元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

令和元年度8月補正予算の概要

○一般会計(第3号補正)
補正前予算額：30,511,513千円
補正後予算額：30,528,857千円
○介護保険事業特別会計(第2号補正)
補正前予算額： 5,091,000千円
補正後予算額： 5,220,753千円

経営企画部 財政課 決定

牛久市文化財保存活用地域計画の策定につい
て

文化庁から文化財保存活用地域計画に係る策
定指針が示され、既に歴史文化基本構想を策定
している市町村については、指針で示された必
要な事項を策定済の歴史文化基本構想に追加
することで、文化財保存活用地域計画に移行で
きることから「牛久市歴史文化基本構想」を「牛
久市文化財保存活用地域計画」として策定する
もの

教育委員会 文化芸術課 決定

牛久市立保育園給食費条例について

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業
の運営に関する法律（平成26年内閣府令第39
号）が改正され、保育施設において、施設を利用
する3歳児から5歳児について提供する給食費に
ついて、これまでの主食代の徴収に加え、副食
代についても、保護者に対し費用負担を求めら
れることとなったため、給食費の徴収について条
例を制定するもの

保健福祉部 保育課 決定

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一部改正について

子ども・子育て支援法（平成24年法第65号）が改
正により、支給認定保護者の名称変更、幼稚園
を利用する教育認定こども及び保育園等を利用
する3歳児以上の保育認定こどもの保護者の利
用者負担額を零とし、3歳児未満の保育認定こど
もの保護者の利用者負担額を規則で定める額と
するため、条例の一部を改正するもの

保健福祉部 保育課 決定

牛久市立幼稚園授業料及び入園料徴収条例を
廃止する条例について

子ども・子育て支援法及び子ども・子育て支援法
施行令の一部改正により、令和元年10月1日か
ら幼児教育が無償化されることに伴い、市立保
育園の授業料及び入園料の徴収に関して定め
ていた条例を廃止するもの

教育委員会 学校教育課 決定

令和元年度ひたち野うしく中学校新築工事（工
区4グラウンド工事）の契約に伴う議案の上程に
ついて

去る7月10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、「地方自治法」第
96条第1項第5号及び「議会の議決に付すべき契
約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2
条の規定により議会の議決を求めるもの

教育委員会 学校教育課 決定

令和元年度8月補正予算の概要

 令和元年7月9日開催の第4回定例庁議におい
て決定した、「令和元年度8月補正予算の概要」
の一般会計(第3号補正)に、「Ⅲ 繰越明許費」を
追加するもの。ひたち野うしく中学校を建設する
658,468千円

経営企画部 財政課 決定

市道953号線セットバック部分の道路用地の寄
附について

現在は道路用地として供用されており、今回寄
附をする申請が提出されたもの 建設部　 道路整備課 決定

市道638、675号線セットバック部分の道路用地
の寄附について

広大地の土地の分割に伴い、セットバック部分を
道路用地として寄附をする申請が提出されたも
の

建設部　 道路整備課 決定

市道2540号線セットバック部分の道路用地の寄
附について

住宅の新築に伴い、セットバックした部分を道路
用地として寄附する申請が提出されたもの 建設部　 道路整備課 決定

令和元年度ひたち野うしく中学校新築工事（工
区2武道場給食室工事）の契約に伴う議案の上
程について

去る9月4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、「地方自治法」第96
条第1項第5号及び「議会の議決に付すべき契約
及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条
の規定により議会の議決を求めるもの

教育委員会 学校教育課 決定

1国補公園牛久運動公園体育館空調改修工事
の契約に伴う議案の上程について

去る9月4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、「地方自治法」第96
条第1項第5号及び「議会の議決に付すべき契約
及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条
の規定により議会の議決を求めるもの

教育委員会 スポーツ推進課 決定

報告 オエノンホールディングス(株)との基本合意につ
いて

オエノンＨＤ(株)と、令和元年7月29日付で、牛久
市が牛久シャトー全体を賃借することなど、3項
目で基本合意を行ったもの。現状では賃貸借条
件及び経費等がほぼ整理でき、最終段階に至っ
ており、今後の管理運営については民間機関
（第3セクター）を設立する予定

環境経済部 商工観光課 -

令和元年度10月補正予算の概要
○一般会計(第4号補正)
補正前予算額：　30,528,857千円
補正後予算額：　31,125,812千円

経営企画部 財政課 決定

牛久市会計年度任用職員の任用、勤務条件等
に関する条例の制定について

平成29年5月に公布された地方公務員法及び地
方自治法の一部を改正する法律（平成29年法律
第29号）が令和2年4月に施行されることに伴い、
新たに条例を制定するもの

総務部 人事課 決定

牛久市会計年度任用職員の給与等に関する条
例の制定について

平成29年5月に公布された地方公務員法及び地
方自治法の一部を改正する法律（平成29年法律
第29号）が令和2年4月に施行されることに伴い、
新たに条例を制定するもの

総務部 人事課 決定

牛久市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件
等に関する条例の一部を改正する条例について

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適
正化等を図るための関係法律の整備に関する
法律に基づき、地方公務員法が改正され、地方
公務員法第16条第1号の成年被後見人又は被
保佐人が削除されるため、本条例を改正するも
の

総務部 人事課 決定

第6回定例 9月17日 審議

第4回定例

第5回臨時 7月23日 審議

第5回定例 8月20日 審議

審議7月9日

審議

9月13日第6回臨時



令和元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

牛久市職員の分限に関する手続及び効果に関
する条例の一部を改正する条例について

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適
正化等を図るための関係法律の整備に関する
法律に基づき、地方公務員法が改正され、地方
公務員法第16条第1号の成年被後見人又は被
保佐人が削除されるため、本条例を改正するも
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

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適
正化等を図るための関係法律の整備に関する
法律に基づき、地方公務員法が改正され、地方
公務員法第16条第1号の成年被後見人又は被
保佐人が削除されるため、本条例を改正するも
の

総務部 人事課 決定

牛久市職員の旅費に関する条例の一部を改正
する条例について

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適
正化等を図るための関係法律の整備に関する
法律に基づき、地方公務員法が改正され、地方
公務員法第16条第1号の成年被後見人又は被
保佐人が削除されるため、本条例を改正するも
の

総務部 人事課 決定

ひたち野リフレ建物及びリフレ前駐車場の賃貸
料の変更について

令和元年10月1日から、消費税法に規定する消
費税率及び地方消費税率が変更となることか
ら、賃料の変更を行うもの

総務部 管財課 決定

普通財産の貸付の廃止について

令和元年8月6日付、本町行政区より平成24年4
月1日から平成44年3月1日まで賃借契約を締結
している普通財産について、普通財産貸付廃止
申請書が提出されたため、同行政区との普通財
産の賃借契約を令和元年9月30日をもって廃止
してよろしいか審議いただくもの

市民部 市民活動課 決定

牛久市印鑑条例の一部を改正する条例につい
て

住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政
令の施行により、住民票、個人番号カード等へ
の旧氏の記載が可能となることに伴い、旧氏に
よる印鑑登録ができるよう改正するとともに、男
女共同参画社会の実現に向けて、性的少数者
の方に配慮し、印鑑登録原票及び印鑑登録証
明書の性別表記の規定を削除するもの

市民部 総合窓口課 決定

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

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適
正化等を図るための関係法律の
整備に関する法律の施行に伴う条文の改正、ま
た分限に関する規定の追加を行
い、そのうえでこれらの改正に伴うその他文言の
整理を行うもの

市民部　 交通防災課 決定

牛久市災害弔慰金の支給等に関する条例の一
部改正について

災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法
律第82号)及び災害弔慰金の支給等に関する法
律施行令(昭和48年政令第374号)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

成年被後見人の権利の制限に係る措置の適正
化等を図るための関係法律の整備に関する法
律の施行により、児童福祉法が改正されること
に伴い、引用する条項を改正するもの

保健福祉部 保育課 決定

保育園用不動産賃貸料の変更について

令和元年10月1日から、消費税法に規定する消
費税及び地方税法に規定する地方消費税の税
率が変更となることから、保育園を運営中の2者
との賃料の変更を行うもの

保健福祉部 保育課 決定

牛久市健康づくり推進協議会設置条例の一部を
改正する条例について

令和元年10月1日をもって「一般社団法人 竜ヶ
崎市・牛久市医師会」から分離独立して、新たに
「一般社団法人 牛久市医師会」が設立されるた
め、「牛久市健康づくり推進協議会設置条例」の
組織構成員の名称を一部改正するもの

保健福祉部 健康づくり
推進課

決定

 牛久市土砂等による土地の埋立て等の規制に
関する条例の一部を改正する条例について

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の
適正化等を図るための関係法律の整備に関す
る法律」の施行により、「茨城県土砂等による土
地の埋立て等の規制に関する条例」の改正に伴
い、「牛久市土砂等による土地の埋立て等の規
制に関する条例」中、許可の基準の条項を改正
するもの

環境経済部 廃棄物対策課 決定

牛久市森林環境譲与税基金条例の制定につい
て

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律
(平成31年3月29日法律第3号)の施行に伴い、国
から市町村へ譲与される森林環境譲与税を、本
市が実施する森林の整備及びその促進に関す
る施策に要する経費に充てるために、財源とし
て積み立てるとともに、法令で定められた使途事
業を確実に執行し、その実績を分かりやすく公
表する体制を構築する必要があるため、新たに
基金条例を制定するもの

環境経済部 農業政策課 決定

市道1349号線の道路用地寄附について

当該路線は、東側の東側の既存住宅地前は道
路幅員4mあるが、その奥については、幅員1.8m
の未舗装の市道であり、北側の道路境界から一
律2mの後退部分を寄附する申請が提出された
もの

建設部 道路整備課 決定

牛久市立学校設置条例の一部を改正する条例
について

牛久市立奥野小学校と牛久市立第二中学校の
統合による義務教育学校の開校に伴い、義務教
育学校の名称及び位置を定めるよう改正するも
の

教育委員会 教育企画課 決定

第6回定例 9月17日 審議



令和元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

令和元年度ひたち野うしく中学校家具備品購入
契約に伴う議案の上程について

去る8月28日に執行した指名競争入札について
物品購入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 学校教育課 決定

令和元年度ひたち野うしく中学校音楽備品購入
契約に伴う議案の上程について

去る8月28日に執行した指名競争入札について
物品購入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 学校教育課 決定

報告 平成30年度決算統計の特徴について

歳入決算額は283億9千万円で、対前年度比
2.5%、7億円の増額、歳出については274億1千
万円で、同比3.4%、8億9千万円の増額となり、決
算総額は歳入歳出ともに過去最高額

経営企画部 財政課 -

令和元年度10月補正予算の概要

〇一般会計（第5号補正）
牛久シャトー管理会社設立経費及び施設借上
料等の計上
補正前予算額：31,125,812千円
補正後予算額：31,270,976千円

経営企画部 財政課 決定

牛久町法定外道路の払下げについて

平成25年に払下げ希望者より道路払下げの申
請があり、境界立会いを実施し、建築確認申請
時から払下げの同意書提出までの期間につい
て法定外道路の使用料を徴収することとした

建設部 道路整備課 決定

第7回臨時 10月11日 審議 台風19号の対応(今後の風水害における対応)に
ついて

10月12日(土)から13日(日)にかけて大型で非常
に強い台風19号が牛久市に接近・上陸する予報
となっているため、市としての対応を全庁的に協
議するもの

市民部 交通防災課 決定

令和元年度12月補正の概要
〇一般会計（第6号補正）
補正前予算額：31,270,976千円
補正後予算額：31,615,637千円

経営企画部 財政課 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
改定するもの

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、市職員の給与等を改定す
るもの

総務部 人事課 決定

牛久市子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いて

社会福祉法人牛久市社会福祉協議会を指定管
理者候補者として選定し、議会に上程するもの

保健福祉部 社会福祉課 決定

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全
部を改正する条例について

令和元年5月31日に公布された内閣府の「特定
教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運
営に関する基準の一部を改正する内閣府令」に
よる改正に合わせて関係条項を整合させるため
全部改正するもの

保健福祉部 保育課 決定

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

牛久都市開発株式会社を指定管理者候補者と
して選定し、議会に上程するもの

建設部 都市計画課 決定

行政財産の処分（市営住宅の用途廃止）につい
て

市営住宅の老朽化に伴い、家屋の用途を廃止
し、建物を解体撤去するもの

建設部 建築住宅課 決定

牛久市下水道事業の設置等に関する条例の制
定について

公営企業化に伴い、必要となる下水道事業の設
置等に関する条例を制定するもの

建設部 下水道課 決定

牛久市水洗便所改造資金助成条例を廃止する
条例の制定について

平成17年度の申請を最後に申請がないことか
ら、条例の廃止を行うもの

建設部 下水道課 決定

令和元年度ひたち野うしく中学校図書購入契約
に伴う議案の上程について

随意契約について物品購入契約を締結するた
め、議会の議決を求めるもの

教育委員会 学校教育課 決定

令和元年度12月補正予算（追加）について

○一般会計(第7号補正)
補正前予算額：30,615,637千円
今回補正額：　　  294,281千円
補正後予算額：31,909,918千円

経営企画部 財政課 決定

愛知県西尾市との災害時相互応援協定の締結
について

愛知県西尾市は牛久シャトー創業者の神谷伝
兵衛の出身地であり、その縁で、災害時相互応
援協定を締結するもの

市民部 交通防災課 決定

損害賠償の額を定めることについて

令和元年度9月9日午前6時頃、牛久市南5丁目
30番地14付近において、市が設置した防犯のぼ
り旗が、台風15号による強風で飛ばされ、駐車し
ていた車両を直撃し、同車両に損害を与えたこと
について、当事者と示談し、損害に対する賠償
の額を下記の通り定めることについて、議案とし
て上程するもの

市民部 交通防災課 決定

報告 牛久シャトーに係る新法人設立について

牛久シャトーに係る新法人設立について、令和
元年12月2日発起人会を開催し、社名、取締役、
事業等を決定した。今後はこの決定事項により、
公証役場による定款の認証を経て、法人登記す
るもの

環境経済部 商工観光課 ―

普通財産の貸付の廃止について
第2つつじが丘行政区の新区民会館が別用地に
建設されることを機に、現在貸借契約している普
通財産について貸付の廃止を行うもの

市民部 市民活動課 決定

法定外水路用地の払下げについて
当該地を含めた一体で駐車場の計画が有り、払
下げの申請がされたもの

建設部 道路整備課 決定

第2つつじが丘区民会館の寄附について
埋蔵文化財資料の保管や整理作業を行う場所
として活用するもの

教育委員会 文化芸術課 決定

審議

第6回定例 9月17日

第7回定例 10月8日 審議

第9回定例 12月9日

審議

第8回定例 11月18日 審議

第10回定
例

1月16日 審議



令和元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

令和元年度2月補正(専決処分)について
中央図書館の施設管理のために、債務負担行
為を設定するもの

経営企画部 財政課 決定

令和元年度3月補正の概要について

○一般会計(第9号補正)
補正前予算額：31,909,918千円
補正後予算額：32,514,684千円
○国民健康保険事業特別会計(第2号補正)
補正前予算額：8,188,512千円
補正後予算額：8,163,342千円
○公共下水道事業特別会計(第4号補正)
補正前予算額：5,340,170千円
補正後予算額：2,298,,309千円

経営企画部 財政課 決定

令和2年度牛久市予算(案)の概要について

○一般会計
令和2年度：27,070,000千円(前年度対比△
10.4％)
令和元年度：30,200,000千円
○合計
令和2年度：45,254,190千円(前年度対比△4.6％)
令和元年度：47,241,020千円

経営企画部 財政課 決定

令和2年第1回定例会基金条例について 基金条例計13を改正、統合、廃止 経営企画部 財政課 決定

牛久市議会の議決すべき事件に関する条例の
制定について

総合計画における基本構想の策定を議決案件
とするもの

経営企画部 政策企画課 決定

牛久市まち・ひと・しごと創生推進会議設置条例
の制定について

会計年度任用職員制度導入のため、特別職非
常勤職員の見直しに伴い、改めて条例化するも
の

経営企画部 政策企画課 決定

牛久市公共事業再評価委員会設置条例の制定
について

会計年度任用職員制度導入のため、特別職非
常勤職員の見直しに伴い、改めて条例化するも
の

経営企画部 政策企画課 決定

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正す
る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する
条例の制定について

会計年度任用職員制度の導入に伴う改正を主と
して、関係条例の整備に関する条例を制定する
もの

総務部　 人事課 決定

牛久市印鑑条例の一部を改正する条例につい
て

成年被後見人の権利の制限に係る措置の適正
化等を図るための関係法律の整備に関する法
律の施行に伴い、同条第2項に規定されている
「成年被後見人」を削除し、「意思能力を有しない
者」に改正するもの

市民部 総合窓口課 決定

牛久市社会福祉法人認可等審査委員会設置条
例の制定について

会計年度任用職員制度導入のため、地方自治
法第138条の4項第3項の規定に基づく委員会と
して定めるため、制定するもの

保健福祉部 社会福祉課 決定

牛久市高齢者保健福祉計画策定委員会設置条
例の制定について

会計年度任用職員制度導入のため、地方自治
法第138条の4項第3項の規定に基づく委員会と
して定めるため、制定するもの

保健福祉部 高齢福祉課 決定

牛久市地域包括支援センター運営協議会設置
条例の制定について

会計年度任用職員制度導入のため、地方自治
法第138条の4項第3項の規定に基づく機関とし
て定めるため、制定するもの

保健福祉部 高齢福祉課 決定

牛久市地域密着型サービス運営協議会設置条
例の制定について

会計年度任用職員制度導入のため、地方自治
法第138条の4項第3項の規定に基づく機関とし
て定めるため、制定するもの

保健福祉部 高齢福祉課 決定

牛久市小規模水道事業給水条例を廃止する条
例について

小規模水道事業の終了に伴い、当該条例を廃
止し、小規模水道事業特別会計の廃止に伴い、
牛久市特別会計条例を改正するもの

環境経済部 商工観光課 決定

牛久市市営住宅条例の一部を改正する条例つ
いて

民法の一部を改正する法律により、債権関係の
規定の見直しが行われ、法定利率の改正を行
う。また、総務省勧告・国土交通省通知に基づ
き、市営住宅入居時の連帯保証人の取扱いの
見直しを行うもの

建設部 建築住宅課 決定

牛久市道路線の認定について
牛久市道路線の認定について、開発行為による
5路線を認定するもの

建設部 道路整備課 決定

牛久市立学校設置条例の一部を改正する条例
の施行に伴う関係条例の整理に関する条例に
ついて

本年4月におくの義務教育学校が開校すること
に伴い、学校種別の表記等について7の条例を
改正するもの

教育委員会 教育企画課 決定

令和元年度ひたち野うしく中学校給食調理器具
等購入契約に伴う議案の上程について

去る1月29日に執行した指名競争入札について
物品購入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 学校教育課 決定

牛久市公園条例の一部を改正する条例につい
て

牛久運動公園の野球場及びスコアボード並びに
多目的広場の使用時間単位を2時間から2時間
30分へ拡大し、利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

牛久市固定資産評価審査委員会条例の一部を
改正する条例について

行政手続等における情報通信の技術の利用に
関する法律の題名改正及び新規条の追加等に
条ずれが生じたことにより、当該条例の引用法
律の題名及び条項等の整理が必要となったため
改正するもの

監査委員
監査委員
事務局

決定

令和元年度3月補正予算の概要(追加)

○繰越明許費
家畜の伝染病を予防する(797千円)
都市公園や一般公園を安全に管理する(3,301千
円)

経営企画部 財政課 決定

審議 牛久市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改定に
ついて

第4次総合計画とのスタートを合わせるため、
「牛久市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の計画
期間を1年延長するもの

経営企画部 政策企画課 決定

報告
公用車事故の専決に伴う議会への報告につい
て

当事者と示談の内容が整い、地方自治法第180
条第1項の規定に基づき専決したため、議会へ
報告するもの

総務部 管財課 ―

第11回定例 2月12日 審議

審議2月7日第8回臨時

第9回臨時 2月17日
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牛久市第7次行財政改革大綱の策定について

現行の「牛久市第6次行財政改革大綱」の計画
期間が満了となることを受け、令和2年度から開
始する「牛久市第7次行財政改革大綱」を策定し
たもの

経営企画部 政策企画課 決定

令和元年度3月補正予算(追加議案)の概要

○一般会計(第10号補正)
補正前予算額：32,514,684千円
補正後予算額：32,521,821千円
介護保険事業特別会計(第5号補正)
補正前予算額：  5,340,170千円
補正後予算額：  5,397,270千円

経営企画部 財政課 決定

栄町4丁目普通財産の貸付について

栄町行政区長より「区民会館用地及び同駐車場
用地」として令和2年4月1日から令和32年3月31
日までの普通財産貸付申請書の提出があったも
の

市民部 市民活動課 決定

普通財産の貸付について

牛久・岡田小学校区地区社会福祉協議会より
「牛久小学校区地区社会福祉協議会の活動拠
点として」令和2年4月1日から令和7年3月31日ま
での普通財産貸付申請書の提出があったもの

保健福祉部 高齢福祉課 決定

第12回定例 3月12日 審議


