令和2年度庁議付議事項一覧
庁議
種別

開催日

審議/報告

担当課

会議
結果

財政課

-

経営企画部

財政課

決定

市税条例及び都市計画税条例の一部を改正する
もの。
【改正内容】
「牛久市税条例等の一部を改正する
○市税条例
条例」及び「牛久市都市計画税条例
・所有者不明土地等に係る固定資産税の課税に対
の一部を改正する条例」の専決処分
応するための所要の改正
について 【令和2年3月31日専決】
・地方税法等の改正に伴う引用条項等の整理
○都市計画税条例
・地方税法等の改正に伴う引用条項等の整理

総務部

税務課

-

「牛久市税条例の一部を改正する条
・徴収猶予の特例制度の創設
例」及び「牛久市都市計画税条例の
・軽自動車税環境性能割の税率に係る特例措置の
一部を改正する条例」の専決処分に
適用期限 等
ついて 【令和2年5月1日専決】

総務部

収納課

-

審議・報告事項

概要

担当部

※第1回定例庁議は案件なしのため開催中止

第1回
臨時

4月22日(水)

報告

〇青果市場事業特別会計（第1号補正）
補正前予算額 16,000千円
令和元年度3月補正予算の専決処 補正後予算額 16,000千円
経営企画部
分について
※歳入の増減による補正のため、予算総額は変わ
らない。

第2回
臨時

4月24日(金)

審議

令和2年度4月補正予算（専決処分）
について

第3回
臨時

5月8日(金)

報告

創生
エスカード牛久ビルにおける公共施 エスカード牛久ビルにおける公共施設の基本構
経営企画部 プロジェクト
設基本構想・基本計画について
想・基本計画案について審議するもの。
推進課

決定

〇一般会計（第2号補正）
補正前予算額 35,809,378千円
補正後予算額 35,847,840千円
〇国民健康保険事業会計（第1号補正）
補正前予算額 7,909,000千円
補正後予算額 7,912,769千円

令和2年度6月補正について

第2回
定例

5月19日(火)

審議

〇一般会計（第1号補正）
補正前予算額 27,070,000千円
補正後予算額 35,809,378千円

経営企画部

財政課

決定

地方自治法の改正により、市長や職員、行政委
員等（以下、「市長等」という。）の職務行為につい
て、善意でかつ重大な過失がない場合に、条例に
牛久市長等の損害賠償責任の一部 おいて、賠償の限度額を定めて損害を賠償する責
免責に関する条例について
任の一部を免責することができるとされたことから、
本市における市長等の損害賠償責任の一部免責
について定めるため、本条例を制定しようとするも
の。

総務部

総務課

決定

平成30年5月9日午前8時12分頃、牛久市奥原町
3675番地6付近において、総務部管財課非常勤一
般職員（運転手）の運転する牛久市総合福祉セン
公用バス車内事故に係る示談及び ター巡回バスが、転回を行ったところ、乗車中の利
損害賠償について
用者が転倒し負傷した事故について、当事者と示
談の内容が整ったため、地方自治法第96条第1項
第13号の規定に基づき、議会に議決を求めるため
に審議するもの。

総務部

管財課

決定

総務部

収納課

決定

令和元年度徴収金の不納欠損額(滞
納繰越分)について

〇令和元年度総合計 168,119,632円(548件)
本税(保険料等) 75,215,140円
督促手数料 343,112円
延滞金 92,561,380円

生活保護法第63条返還金のうち、地方自治法第
236条第1項の規定に基づき、時効により消滅する
生活保護法第63条の規定による返
保健福祉部 社会福祉課
ため欠損処分するもの。
還金の不納欠損について
・金額 208,531円
・件数 1件

令和元年度下水道使用料・下水道
受益者負担金の不納欠損について

〇令和元年度総合計 3,117,141 円(209件)
料金等 3,060,491円
督促手数料 16,250円
延滞金 40,400円

建設部

下水道課

決定

決定

令和2年度庁議付議事項一覧
庁議
種別

第2回
定例

開催日

5月19日(火)

審議/報告

審議

審議

第2回
定例

第4回
臨時

担当部

担当課

会議
結果

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関
係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及
び効率化を図るための行政手続等における情報通
牛久市手数料徴収条例の一部を改 信の技術の利用に関する法律等の一部を改正す
正する条例について
る法律（令和元年法律第16号）の一部施行に伴
い、通知カードが廃止となるため、牛久市手数料徴
収条例における通知カードの再交付手数料の規定
を削除するもの。

市民部

総合窓口課

決定

令和2年度小型動力消防ポンプ付積 小型動力消防ポンプ付積載車について、第1分団
載車購入契約に伴う議案の上程に には普通車、第6分団と第11分団に軽自動車を購
ついて
入するため、議会の議決を求めるもの。

市民部

防災課

決定

審議・報告事項

概要

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、第1号（65歳以上）被保険者のう
ち、第1から第3所得段階の介護保険料の軽減を、
牛久市介護保険条例の一部を改正
保健福祉部 高齢福祉課
消費税増税分を財源とし実施するもの。
する条例について
また、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」
（令和2年4月7日閣議決定）を踏まえ、第1号被保険
者介護保険料の減免を実施する。

決定

国民健康保険の被保険者であって被用者である
者が新型コロナウイルスに感染または発熱等の症
牛久市国民健康保険条例の一部を
状があり感染が疑われたことにより労務に服するこ 保健福祉部 医療年金課
改正する条例について
とができなくなった際に、任意給付として傷病手当
金を支給するために改正するもの。

決定

国民健康保険税の賦課限度額のうち、医療給付
費分を「61万円」から「63万円」に、介護給付費分を
「16万円」から「17万円」に引き上げ、また、国民健
康保険税の5割軽減及び2割軽減の基準所得を引
牛久市国民健康保険税条例の一部
き上げ、低所得者における軽減措置の対象者拡大 保健福祉部 医療年金課
を改正する条例について
を図るもの。
また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
世帯に対する国民健康保険税の減免を実施するた
めに所要の改正を行うもの。

決定

後期高齢者であって被用者である者が新型コロ
ナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染
牛久市後期高齢者医療に関する条 が疑われたことにより労務に服することができなく
保健福祉部 医療年金課
例の一部を改正する条例について なった際に、広域連合が支給する傷病手当金に関
わる業務を牛久市において行う業務として追加す
る。

決定

あっせんの申立てをするため議会の議決を求め
るもの。
1．申立先
原子力損害賠償紛争解決センター
2．申立人
原子力損害賠償紛争解決センターを
環境経済部 環境政策課
牛久市
利用したあっせんの申立てについて
3．申立の相手
東京電力ホールディングス株式会社
4．損害賠償金額
77,392,772円
（平成23年度及び24年度未収入金）

決定

5月19日(火)

6月4日(木)

報告

繰越明許費
〇一般会計
繰越設定事業 2,357,443千円
令和元年度繰越事業の概要につい
翌年度繰越事業 1,821,552千円
て
〇下水特会
繰越設定事業 601,472千円
翌年度繰越事業 462,977千円

審議

令和2年度6月補正予算（第3号）につ
いて

〇一般会計（第3号補正）
補正前予算額 35,847,840千円
補正後予算額 36,099,006千円

経営企画部

財政課

-

経営企画部

財政課

決定

令和2年度庁議付議事項一覧
庁議
種別

開催日

審議/報告

担当部

担当課

会議
結果

経営企画部

財政課

決定

令和2年度職員採用試験について、常勤職員が
多数退職（24名）することに備え、また、将来的に常
令和2年度牛久市職員採用試験の
勤職員を中心に、安定した行政運営を図るために
実施について
必要となる優秀な人材を確保することを目的として
実施するもの。

総務部

人事課

決定

市営住宅の老朽化に伴い、家屋の用途を廃止し
行政財産の処分（市営住宅の用途 建物を解体撤去することについて審議するもの。
廃止）について
・猪子住宅 3棟8戸
・新山住宅 2棟2戸

建設部

建築住宅課

決定

市道938号線の道路用地の寄附を受け入れるも
市道938号線の道路用地の寄附につ の。
いて
・所在地 牛久町五反田3250番2 ・地目 畑
・地積 11平方メートル

建設部

道路整備課

決定

市道1666、1667号線セットバック部分の道路用地
の寄附を受け入れるもの。
市道1666、1667号線セットバック部 1666号線
分の道路用地の寄附について
・地目 山林 ・地積 128.49平方メートル
1667号線
・地目 山林 ・地積 60.17平方メートル

建設部

道路整備課

決定

経営企画部

財政課

決定

総務部

税務課

決定

令和2年7月29日に執行した条件付き一般競争入
保健センター空調設備改修工事の契
札について工事請負契約を締結するために、議会 保健福祉部
約締結に伴う議案の上程について
の議決を求めるため付議するものである。

健康づくり
推進課

決定

すでに分筆されている市道1349号線に接した部
分を道路用地として寄附をする申請が提出された
市道1349号線道路用地の寄附につ
もの。
いて
・所在地 神谷3丁目15番2 ・地目 畑
・地積 179平方メートル

道路整備課

決定

審議・報告事項

概要

※第3回定例庁議は案件なしのため開催中止
令和2年度7月補正予算（第4号）につ
いて
第5回
臨時

第4回
定例

7月7日(火)

7月14日(火)

審議

審議

令和2年度9月補正予算について

審議

第5回
定例

8月18日(火)

〇一般会計（第5号補正）
補正前予算額 36,273,069千円
補正後予算額 37,066,753千円
〇介護保険事業会計（第1号補正）
補正前予算額 5,452,000千円
補正後予算額 5,452,000千円
〇下水道事業会計（第1号補正）
補正前予算額 1,686,556千円
補正後予算額 1,689,339千円

市税条例及び都市計画税条例の一部を改正する
もの。
【改正内容】
「牛久市税条例の一部を改正する条
○市税条例
例」及び「牛久市都市計画税条例の
・未婚のひとり親に対し、控除を適用する改正
一部を改正する条例」について
・地方税法等の改正に伴う引用条項等の整理
○都市計画税条例
・地方税法等の改正に伴う引用条項等の整理

建設部

令和2年10月1日より運行を開始する牛久市乗合
経営企画部 政策企画課
タクシーの概要を報告するもの。

-

令和2年10月1日より新規に導入する、コミュニ
コミュニティバスかっぱ号「ひたち野う
ティバスかっぱ号「ひたち野牛久ルート」の概要を 経営企画部 政策企画課
しくルート」について
報告するもの。

-

牛久市乗合タクシーについて
報告

〇一般会計（第4号補正）
補正前予算額 36,099,006千円
補正後予算額 36,273,069千円

令和2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

令和元年度決算の特徴について

第5回
定例

第6回
定例

8月18日(火)

9月16日(水)

報告

審議

第6回
10月20日(火)
臨時

第8回
11月16日(月)
定例

審議

〇歳入決算額
令和元年度
平成30年度
〇歳出決算額
令和元年度
平成30年度

31,340,809千円（対前年度比10.4%）
28,386,167千円

担当部

担当課

会議
結果

経営企画部

財政課

-

経営企画部

財政課

-

29,814,044千円（対前年度比8.8%）
27,407,893千円

事業名：清掃工場の延命化を図る
〇全体計画
令和元年度牛久市一般会計継続費
年割額 735,366,000円
精算報告書について
〇実績
支出済額 735,366,000円

ゼロカーボンシティ表明について

地球温暖化対策として2050年までに、区域内から
発生する二酸化炭素の実質排出量をゼロにするこ
とを目指すことを、首長自らが公表した自治体をゼ
環境経済部 環境政策課
ロカーボンシティといい、先般の臨時議会冒頭に表
明したことに伴い、市議会議員全員協議会にて内
容の説明を行うもの。

未利用地の売却について

未利用地について、入札による売却を実施するも
の。
・所在地 牛久町2996番5 ・地目 雑種地
・地積 210平方メートル（第一種住居）

建設部

都市計画課

決定

市道23号線道路整備事業で取得した土地の残地
部分の払下げ申請が行われたもの。
市道23号線道路整備に伴う田宮町
・申請地 田宮町字押出し375番7 ・地目 宅地
普通財産の払下げについて
・地積 7.36平方メートル
・払下げ価格 342,240円

建設部

道路整備課

決定

建設部

下水道課

決定

市道387号線道路用地の寄附を受け入れるもの。
市道387号線道路用地の寄附につい
・申請地 上柏田2丁目51番35 ・地目 山林
て
・地積 23平方メートル

建設部

道路整備課

決定

田宮町地内の建物の解体について

田宮町地内の建物について、老朽化が著しく、防
犯上及び防災上の観点から問題があるため、解体
するもの。

建設部

都市計画課

決定

普通財産の貸付について

岡田小学校歩道の拡幅に係るもの。歩道の拡幅
箇所は、地積図及び土地改良所在図にズレがあ
り、工事前の用地買収が困難な状況となっている。
教育委員会 学校教育課
岡田小学校前の区間のみ安全のため早急に拡
幅したいため、茨城県竜ケ崎工事事務所に土地の
貸付をしてよいか審議するもの。

決定

令和2年度11月補正予算について

〇一般会計（第6号補正）
補正前予算額 37,066,753千円
補正後予算額 37,277,121千円

田宮町地内の土地の寄附について

第7回
10月13日(火)
定例

概要

審議

田宮町地内の土地の寄附を受け入れるもの。
・申請地 牛久市田宮町字田宮下1183番
・面積 42平方メートル
・地目 田

-

経営企画部

財政課

決定

人事院勧告に基づき、市職員の給与等を改定す
牛久市職員の給与に関する条例の
るものであり、期末手当について、12月期の支給月
一部を改正する条例について
数を0.05月引き下げるもの。

総務部

人事課

決定

人事院勧告に基づき、一般職員の期末手当の改
牛久市特別職の職員で常勤のもの 定に伴い、12月期の支給月数を0.05月引き下げる
の給与及び旅費に関する条例の一 もの。
部を改正する条例について
また、令和3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

牛久市第4次総合計画基本構想の 第4次総合計画基本構想の策定について、市条
経営企画部 政策企画課
策定について
例に基づき議会の議決を得るもの。

決定

令和2年度庁議付議事項一覧
庁議
種別

開催日

審議/報告

担当部

担当課

会議
結果

経営企画部

財政課

決定

指名排除による損害賠償請求訴訟事件（令和元
年（ネ）第3232号損害賠償訴訟事件）に係る東京高
附帯上告の提起及び附帯上告受理 等裁判所の訴訟審判決について、原告が上告の提
の申立てについて
訴及び上告受理の申立てをおこなったため、附帯
上告の提起及び附帯上告の受理の申立てを希望
するもの。

総務部

総務課

決定

平成19年5月に公布された地方公務員法及び地
臨時的任用職員の任用等に係る条 方自治法の一部を改正する法律（法律第29号）が
例の制定及び関係条例の一部改正 施行され、臨時的任用職員の職の在り方が見直さ
について
れたことに伴い、任用等に係る条例の制定及び関
係条例の一部改正を行うもの。

総務部

人事課

決定

市民の利便性の向上を図るため、マイナンバー
牛久市印鑑条例の一部を改正する カードを利用してコンビニエンスストア等の多機能
条例について
端末機で印鑑証明書を交付できるよう、条例の一
部を改正するもの。

市民部

総合窓口課

決定

保育課

決定

審議・報告事項

令和2年度12月補正予算について

第8回
11月16日(月)
定例

審議

概要
〇一般会計（第7号補正）
補正前予算額 37,277,121千円
補正後予算額 38,298,230千円
〇国民健康保険事業特別会計（第2号補正）
補正前予算額 7,912,769千円
補正後予算額 7,923,702千円
〇青果市場事業特別会計（第1号補正）
補正前予算額 18,000千円
補正後予算額 18,000千円
〇介護保険事業会計（第2号補正）
補正前予算額 5,452,000千円
補正後予算額 5,599,843千円
〇後期高齢者医療事業特別会計（第1号補正）
補正前予算額 1,879,000千円
補正後予算額 1,987,358千円
〇下水道事業会計（第2号補正）
・収入
補正前予算額 1,689,339千円
補正後予算額 1,695,778千円
・支出
補正前予算額 1,560,223千円
補正後予算額 1,568,725千円

子ども・子育て支援法が改正されたことに伴い、
牛久市特定教育・保育施設及び特定
牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育
地域型保育事業の運営に関する基
保健福祉部
事業の運営に関する基準を定める条例の第2条の
準を定める条例の一部改正について
一部を改正するもの。

地方税法における用語の見直しに伴う文言整理
牛久市介護保険条例の一部を改正 として、条文中の「特例基準割合」を「延滞金特例
保健福祉部 高齢福祉課
する条例について
基準割合」に改め、「特例基準割合適用年」を「その
年」に改めるもの。

決定

国民健康保険税の普通徴収において、前年度の
牛久市国民健康保険税条例の一部 課税額に基づく4月及び6月の暫定課税を廃止し、
保健福祉部 医療年金課
を改正する条例について
年税額確定後の7月以降の課税のみとすることに
より、課税の明瞭化を図るもの。

決定

地方税法における用語の見直しに伴う文言整理
牛久市後期高齢者医療に関する条 として、条例中の「特例基準割合」を「延滞金特例
保健福祉部 医療年金課
例の一部を改正する条例について 基準割合」に改め、「特例基準割合適用年」を「その
年」に改めるもの。

決定

令和2年7月27日、牛久市柏田町3322-37におい
て、スズメバチ駆除依頼を受けた環境政策課職員
が、持参した金属製の駆除器具を公用車に積み込
損害賠償の額を定めることについて
環境経済部 環境政策課
む際に、その先端が車両に接触し傷をつけた事故
について、当事者と示談の内容が整ったため、議
会の議決を求めるため審議するもの。

決定

令和2年度庁議付議事項一覧
庁議
種別

開催日

第8回
11月16日(月)
定例

審議/報告

審議

担当部

担当課

会議
結果

建設部

都市計画課

決定

経営企画部

財政課

決定

市民部

市民活動課

決定

市道1334号線セットバック部分について、住宅の
新築に伴い道路用地としての寄附申請を受け入れ
市道1334号線セットバック部分の道
るもの。
路用地の寄附について
・申請地 神谷2丁目43番27 ・地目 山林
・地積 0.4平方メートル

建設部

道路整備課

決定

栄町行政区区民会館の新築に伴い、栄町行政区
及び栄東行政区から市へ土地を返還する旨の報
旧栄町区民会館（建物）の寄附受入 告があり、両行政区に建物を寄附する意思がある
について
ことを確認できたため、寄附を受け入れるもの。
・所在地 神谷1丁目2番1
・延床面積 198.74平方メートル

総務部

管財課

決定

栄町行政区より令和2年12月24日付けで普通財
産貸付廃止申請書が提出されたため、同行政区と
の普通財産使用貸借契約を令和3年1月31日に廃
止するもの。
・所在地 神谷1丁目2番1 ・地目 宅地
・地積 162.90平方メートル

市民部

市民活動課

決定

土地開発基金で所有している土地に市道23号整
備に伴う電柱設置のため、東京電力パワーグリット
土地開発基金所有地の貸付につい 株式会社竜ケ崎支社より貸し付けの申請があり、
保健福祉部 社会福祉課
て
それを許可するもの。
・所在地 田宮町字押出し366番1
・物件 本柱1本、支柱1本

決定

○一般会計
令和3年度
令和3年度牛久市予算（案）の概要に 令和2年度
ついて
○合計
令和3年度
令和2年度

決定

審議・報告事項

概要

牛久自然観察の森指定管理者を以下の団体とす
牛久自然観察の森 指定管理者指
る議案を、議会に提出するもの。
定の議案提出について
団体名称：特定非営利活動法人うしく里山の会
令和2年度12月補正予算（第8号）に
ついて

〇一般会計（第8号補正）
補正前予算額 38,298,230千円
補正後予算額 38,336,744千円
ねむの木台行政区から区民会館用地として土地
購入の要望があり、当市と所有者との交渉結果が
まとまっため購入するもの。

第9回
12月15日(火)
定例

第10回
1月12日(火)
定例

第7回
臨時

2月4日(木)

第11回
2月16日(火)
定例

審議

審議

審議

審議

ねむの木台行政区区民会館用地購
入及び貸付について
・所在地 東大和田町字かごた道157番
・地目 山林
・地積 695平方メートル（実測面積699.53平方メー
トル）

普通財産の貸付の廃止について

28,463,000千円(前年度対比5.1％)
27,070,000千円

経営企画部

財政課

46,959,531千円(前年度対比3.8％)
45,245,190千円

龍ケ崎市と牛久市との間で平成14年12月19日に
公の施設相互利用に関する協定書 締結した公の施設の相互利用に関する協定につい
の一部を変更する協定書締結につ て、龍ケ崎市の旧北文間小学校の体育館及び多 経営企画部 政策企画課
いて
目的広場を「運動広場」として追加するため、議会
の議決を求めるもの。

決定

令和2年度庁議付議事項一覧
庁議
種別

開催日

審議/報告

担当部

担当課

会議
結果

経営企画部

財政課

決定

土地開発基金を活用した土地等の取得の必要性
牛久市土地開発基金条例を廃止す が薄れてきており、一般会計及び公共用先行取得
経営企画部
る条例について
事業特別会計による取得で足りるため、同基金を
廃止するもの。

財政課

決定

平成28年度以降に、産業医の業務がこれまでの
業務に加え、高ストレス者への面接指導・その結果
牛久市特別職の職員で非常勤のも に基づく措置、長時間労働者に対する面接指導・そ
のの報酬及び費用弁償に関する条 の結果に基づく措置などが加わったことによる報酬
例の一部を改正する条例について 額の見直しを行うもの。
また、学校における産業医の報酬を追加するも
の。

総務部

人事課

決定

令和2年8月21日午前7時45分頃、おくの義務教育
学校北校舎入口（牛久市久野町）において、総務部
管財課車両管理室職員の運転するキャンパスバス
（スクールバス）が、校舎敷地内に進入する為に右
損害賠償の額を定めることについて 折を行ったところ、信号待ちの為対向車線で停車し
ていた相手方乗用車の右側後方に接触し、相手方
車両の右側後部バンパーおよび人身を損傷させた
事故について、当事者と示談の内容が整ったた
め、議会に議決を求めるもの。

総務部

管財課

決定

現在、普通財産を使用している者（契約満了）及
普通財産貸付更新及び新規貸付に
び新規で使用する者より貸付申請書の提出があ
ついて
り、引き続き貸付の更新及び新規貸付をするもの。

総務部

管財課

決定

審議・報告事項

令和2年度3月補正予算について

第11回
2月16日(火)
定例

審議

概要
〇一般会計（第9号補正）
補正前予算額 38,336,744千円
補正後予算額 38,041,665千円
〇国民健康保険事業特別会計（第3号補正）
補正前予算額 7,923,702千円
補正後予算額 7,641,042千円
〇介護保険事業特別会計（第3号補正）
補正前予算額 5,748,702千円
補正後予算額 5,738,702千円
〇後期高齢者医療事業特別会計（第2号補正）
補正前予算額 1,889,358千円
補正後予算額 1,861,323千円
〇下水道事業会計（第3号補正）
・収入
補正前予算額 1,695,778千円
補正後予算額 1,686,338千円
・支出
補正前予算額 1,568,725千円
補正後予算額 1,557,417千円

平成30年度税制改正において、給与所得控除や
公的年金控除等から基礎控除へ10万円の振替を
行うことにより、介護保険料の負担水準に関して意
牛久市介護保険条例の一部を改正
図せざる影響や不利益が生じないよう、被保険者 保健福祉部 高齢福祉課
する条例について
に係る所得等について所要の見直しを行うもの。
また、第8期牛久市介護保険事業計画策定に伴
い、介護保険料基準額の改定を行うもの。

決定

牛久市指定居宅介護支援等の事業
の人員及び運営に関する基準等を
定める条例の一部を改正する条例に
ついて

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運
営に関する基準等の一部を改正する省令の公布に
伴い、牛久市指定居宅介護支援等の事業の人員
保健福祉部 高齢福祉課
及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改
正し、市内の居宅介護支援事業所の人員基準、設
備基準、運営基準を改正するもの。

決定

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

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運
営に関する基準等の一部を改正する省令の公布に
伴い、牛久市指定介護予防支援等の人員及び運
営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の
保健福祉部 高齢福祉課
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し、市内の介護予防支援事業
所の人員基準、設備基準、運営基準を改正するも
の。

決定

令和2年度庁議付議事項一覧
庁議
種別

開催日

第11回
2月16日(火)
定例

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

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運
営に関する基準等の一部を改正する省令の公布に
伴い、牛久市指定地域密着型サービスの事業の人
保健福祉部 高齢福祉課
員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一
部を改正し、市内の地域密着型サービス事業所の
人員基準、設備基準、運営基準を改正するもの。

決定

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

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運
営に関する基準等の一部を改正する省令の公布に
伴い、牛久市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地域密着型介護予
保健福祉部 高齢福祉課
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
し、市内の地域密着型介護予防サービス事業所の
人員基準、設備基準、運営基準を改正するもの。

決定

個人所得課税の見直しにより、基礎控除が10万
円引き上げられた代わりに給与所得控除ならびに
牛久市国民健康保険税条例の一部
年金所得控除が10万円引き下げられたことに伴 保健福祉部 医療年金課
を改正する条例について
い、国民健康保険税の軽減判定における不利益が
生じないように本条例を改正するもの。

決定

牛久市駐車場の設置及び管理に関
花水木通りに新しく設置する市営駐車場の名称、
する条例の一部を改正する条例につ
位置及び利用料を設定するもの。
いて

建設部

都市計画課

決定

新規に設置する市営駐車場（花水木通り）の指定
牛久市営駐車場 指定管理者の指
管理者として、牛久都市開発株式会社を議会に上
定について
程するもの。

建設部

都市計画課

決定

市営新町住宅跡地の売却について

市営新町住宅跡地について、入札による売却を
行うもの。
・所在地 牛久町162番2、196番3の一部
・地目 宅地
・用途 第一種中高層住居専用
・地積 719.31平方メートル
・土地査定価格 11,000,000円
・入札基準価格 8,800,000円

建設部

建築住宅課

決定

道路用地の寄附について

道路用地の寄附を受け入れるもの。
・所在地 柏田町長山3231番26
・地目 雑種地 ・地積 135平方メートル
・地積実測 231平方メートル

建設部

道路整備課

決定

・市道路線の認定について
開発行為による1路線及び、市道23号線の一部
開通に伴う取付道路の1路線、合わせて2路線
市道路線の認定、変更及び廃止に
・市道路線の変更について
ついて
市道23号線の一部開通に伴う取付道路の1路線
・市道路線の廃止について
市道23号線の一部開通に伴う付替えによる1路線

建設部

道路整備課

決定

平成21年度に県南水道企業団他3団体と上下水
牛久市下水道条例の一部を改正す 道料金の徴収一元化を実施したことに伴い、牛久
る条例について
市においても延滞金については徴収しないこととし
たため、延滞金徴収の規定を削除するもの。

建設部

下水道課

決定

市長の専決処分事項に関する件に規定される市
長において専決処分することができる損害賠償の
牛久市下水道事業の設置等に関す
額が20万円以下から100万円以下に改正されたこ
る条例の一部を改正する条例につい
とを受け、議会の同意を要する賠償責任に係る賠
て
償額を20万円を超える額から100万円をこえる額へ
と改正するもの。

建設部

下水道課

決定

審議

平成30年1月に市に寄贈された牛久市ゆかりの
牛久市住井すゑ文学館の設置及び 作家である住井すゑの土地・建物を、牛久市住井
教育委員会 文化芸術課
管理に関する条例の制定について すゑ文学館として開館及び公開することに伴い、そ
の設置と管理について条例を制定するもの。

決定

令和2年度庁議付議事項一覧
庁議
種別

開催日

審議/報告

概要

担当部

担当課

会議
結果

2021年度から2040年度までを期間として策定する
牛久市第4次総合計画第1期基本計 第4次総合計画における基本計画として、2021年度
経営企画部 政策企画課
画の策定について
から2040年度までの4年間の第1期基本計画を策
定するもの。

決定

大規模自然災害等から市民の生命と財産を守
牛久市国土強靭化地域計画の策定 り、地域への致命的な被害を回避し、速やかな復
について
旧復興に資する施策を計画的に推進するために、
「牛久市国土強靭化地域計画」を策定するもの。

市民部

防災課

決定

現行の牛久市都市計画マスタープランが本年度
牛久市都市計画マスタープランの策
で目標年次を迎えることに伴い、新たな牛久市都市
定について
計画マスタープランを策定するもの。

建設部

都市計画課

決定

市道387号線道路用地の寄附について審議する
もの。対象地はすでに市道として認定されており、
市道387号線道路用地の寄附につい
供用されている状況である。
て
・所在地 上柏田2丁目51番19
・地目 山林 ・地積 142平方メートル

建設部

道路整備課

決定

建設部

道路整備課

決定

平成30年6月、民法上の成年年齢を20歳から18
歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を
成年年齢引き下げに伴う成人式の時 改正する法律の成立に伴い、本市の成人式の時期
教育委員会 生涯学習課
期や在り方について
や在り方について検討し、基本事項案が決定した
ため、庁議に付議するもの。（令和3年2月18日開催
の教育委員会定例会において議決）

決定

報告

令和2年4月1日に施設分離型の義務教育学校と
して開校したおくの義務教育学校について、教育環
おくの義務教育学校一体型校舎の
境の充実を目的に、牛久市久野町670番地1（旧牛 教育委員会 教育企画課
建設について
久第二中学校敷地）に一体型校舎の建設を進める
もの。

-

審議

2015年度（H27）に第1期総合戦略を策定し、昨年
第2期牛久市まち・ひと・しごと創生総 度の計画期間1年延長の改定を経て、本年度で目
経営企画部 政策企画課
合戦略の策定について
標期間が満了となることから、次年度からの計画と
して、第2期総合戦略を策定するもの。

決定

審議

令和2年度3月補正予算（10号）につ
いて

審議
第12回
定例

審議・報告事項

市道1172、1186号線セットバック部分の道路用地
の寄附について審議するもの。住宅の建築に伴
い、セットバック部分を道路用地として寄附する申
請が提出されたもの。

3月12日(金)

市道1172、1186号線セットバック部 1172号線
分の道路用地の寄附について
・所在地 牛久町南裏2614番1の一部
・地目 畑
・地積 2.22平方メートル
1186号線
・所在地 牛久町南裏2614番1の一部
・地目 畑
・地積 5.97平方メートル

第8回
臨時

第9回
臨時

3月24日(水)

3月30日(火)

〇一般会計（第10号）
補正前予算額 38,041,665千円
補正後予算額 38,041,665千円
※歳出予算の組替による補正のため増減なし

経営企画部

財政課

決定

