
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 ひたち野東普通財産貸付契約の変更について

ひたち野東普通財産貸付について、ひたち野う

しく郵便局より契約変更の申請が行われたも

の。

総務部 管財課 決定

審議 ひたち野東普通財産の貸付について

ひたち野東普通財産について、牛久市都市開発

㈱より従業員駐車場として当該土地を借受した

い旨の申請が行われたもの。

総務部 管財課 決定

審議

「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」の専決処分について

・固定資産税（土地）の負担調整措置において

特別な措置を講ずるための所要の改正

・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 決定

審議 さくら台区民会館普通財産の貸付について

女化西行政区長から会館の増改築に伴う「普通

財産貸付申請書」が提出されたため、区民会館

用地及び同駐車場用地、防災庫用地として貸出

を行うもの。

市民部 市民活動課 決定

審議 普通財産の貸付について

令和３年４月１日に土地開発基金条例が廃止さ

れることに伴い、二小学区地区社会福祉協議会

で使用していた土地、建物が普通財産となり、

同協議会から貸付申請が提出されるため、無償

で貸付を行うもの。

保健福祉部 社会福祉課 決定

第１回臨時 4月20日(火) 審議 令和３年度４月補正について

一般会計

・補正前予算額　２８，０１０，９５３千円

・今回補正額　７４，８４７千円

・補正後予算額　２８，０８５，８００千円

経営企画部 財政課 決定

審議 令和３年度６月補正について

一般会計

・補正前予算額　２８，０８５，８００千円

・今回補正額　１０７，２６７千円

・補正後予算額　２８，１９３，０６７千円

経営企画部 財政課 決定

審議 令和３年度牛久市職員採用試験の実施について

定年退職等による職員の補充及び、昨年度まで

の採用予定人数に達していない不足分の職員の

補充を行うもの。ならびに、職員の年齢構成の

平準化を踏まえ、行政運営を図るうえで必要と

なる優秀な人材を確保するもの。

総務部 人事課 決定

審議
令和２年度徴収金の不納欠損額（滞納繰越分）

について

令和２年度総額

・件数　５８１件

・本税（保険料等）　１２６，８２１，８６７

円

・督促手数料　５１４，８６３円

・延滞金　１６３，９４２，４９３円

・合計　２９１，２７９，２２３円

総務部 収納課 決定

審議
令和２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

令和２年度総額

・件数　２２５件

・料金等　３，８６３，６８０円

・督促手数料　１６，３００円

・延滞金　１７０，８５０円

・合計　４，０５０，８３０円

建設部 下水道課 決定

審議
牛久市手数料徴収条例の一部を改正する条例に

ついて

令和３年９月１日以降、マイナンバーカードの

再交付手数料については、地方公共団体情報シ

ステム機構が定めることとなったため、本条例

中の規定を削除するもの。

市民部 総合窓口課 決定

審議
令和２年度　テレワーク環境導入・庁内無線化

対応機器購入契約に伴う議案の上程について

新型コロナウイルス感染症拡大等により、市職

員が本来の職場での執務ができない場合におい

ても、間断なく行政事務を継続できるようにす

るため、臨機応変な勤務場所の変更に資する庁

内ＬＡＮの無線化を実施するとともに、職員の

自宅等でのテレワークを可能とするシステムを

導入するもの。

市民部 システム管理課 決定

審議
牛久市介護保険条例の一部を改正する条例につ

いて

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実施する

もの。また、新型コロナウイルス感染症の影響

により、一定程度収入が下がった方々等の介護

保険料の減免を実施するもの。

保健福祉部 高齢福祉課 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

新型インフルエンザ等特別措置法の一部改正に

伴い、新型コロナウイルス感染症の定義につい

て所要の改正を行うもの。

保健福祉部 医療年金課 決定

令和3年度庁議付議事項一覧

第１回定例 4月13日(火)

第２回定例 5月18日(火)
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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
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

新型インフルエンザ等特別措置法の一部改正に

伴い、新型コロナウイルス感染症の定義につい

て所要の改正を行うもの。併せて、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令和３年度に実施するた

めに所要の改正を行うもの。

保健福祉部 医療年金課 決定

審議
牛久市都市計画マスタープラン審議会条例を廃

止する条例について

都市計画に関する諮問についての調査審議を牛

久市都市計画審議会に統一するため、廃止する

もの。

建設部 都市計画課 決定

審議 道路用地の寄附について
市道５１４号線道路用地の寄附について受け入

れを行うもの。
建設部 道路整備課 決定

審議 猪子町地内の寄附について
猪子町地内の寄附について受け入れを行うも

の。
建設部 道路整備課 決定

報告
令和２年度繰越明許費繰越計算書等の議会報告

について

合計

・繰越設定事業　事業数　３４

繰越額　１，６２３，０４６千円

・翌年度繰越事業　事業数　３７

繰越額　２，１０４，３５３千円

経営企画部 財政課 -

審議 令和３年度７月補正について

一般会計

・補正前予算額　２８，１９３，０６７千円

・今回補正額　２４，５６０千円

・補正後予算額　２８，２１７，６２７千円

経営企画部 財政課 決定

審議
かわはら台行政区区民会館用地購入及び貸付に

ついて

かわはら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、交渉結果がまとまったため

購入するもの。また、購入後は同行政区間で無

償の「普通財産使用貸借契約書」の締結を行う

もの。

市民部 市民活動課 決定

審議 令和３年度牛久市職員採用試験の実施について
令和３年度第２回牛久市職員採用試験を実施す

るもの。
総務部 人事課 決定

審議
つつじが丘行政区普通財産使用貸借契約書の一

部変更について

電気通信線路設備設置のため、つつじが丘行政

区区民会館用地、同駐車場用地及び倉庫用地の

貸借契約内容を一部変更するもの。

市民部 市民活動課 決定

審議
電気通信線路設備設置に伴う普通財産貸付につ

いて

楽天モバイル㈱へ、電気通信線路設備設置のた

め、つつじが丘行政区区民会館用地、同駐車場

用地及び倉庫用地のうち必要面積の一部を貸与

するもの。

市民部 市民活動課 決定

審議

「牛久市行政手続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

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整

備に関する法律により番号法第１９条に新たに

同条第４号が追加されたことに伴い、同条第４

号から第１６号までの規定が１号ずつ繰り下

がったことによる引用条項の整理をするもの。

経営企画部 政策企画課 決定

審議 令和３年度９月補正について

一般会計

・補正前予算額　２８，２１７，６２７千円

・今回補正額　１，１６２，４６０千円

・補正後予算額　２９，３８０，０８７千円

経営企画部 財政課 決定

審議
牛久市個人情報保護条例の一部を改正する条例

について

牛久市個人情報保護条例で引用している法律の

改正に伴い、文言及び引用条項の整理を行うも

の。

総務部 総務課 決定

審議
「牛久市税条例の一部を改正する条例」につい

て

牛久市税条例の一部を改正する。

【改正内容】

〇「牛久市税条例の一部を改正する条例」

・セルフメディケーション税制の適用期間の延

長について

・浸水被害対策のために整備される雨水貯留浸

透施設に係る課税基準の特例措置の創設につい

て

・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 決定

審議
令和３年度牛久市防災情報伝達システム整備工

事の契約締結に伴う議案の上程について

防災無線設備の老朽化や昨今の情報伝達手段の

多様化に対応するため、防災無線システムの更

新を行うもの。

市民部 防災課 決定

審議

牛久市移動等円滑化のために必要な特定公園施

設の設置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

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律の改正に伴い、引用条項を改正するも

の。

建設部 都市計画課 決定

第２回定例 5月18日(火)

第２回臨時 7月6日(火)

※第3回定例庁議は案件なしのため開催中止

第４回定例 7月13日(火)

第５回定例 8月17日(火)
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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 市営新町住宅跡地の売却について

・売却地

　牛久町１６２－２、１９６－３

　地目：宅地（第一種中高層住居専用地域）

・入札による売却

建設部 建築住宅課 決定

審議

令和３・４年度中央生涯学習センター改修工事

（第１期）の契約締結に伴う議案の上程につい

て

中央学習センターの外壁改修工事、屋上防水工

事を行うもので、去る７月２１日に一般競争入

札を執行し、常磐・塚原特定建設工事共同企業

体が３憶６，９６０万円で落札した。

教育委員会 生涯学習課 決定

報告 令和２年度決算の特徴について 令和２年度決算の特徴を報告するもの。 経営企画部 財政課 -

報告
令和２年度牛久市一般会計継続費精算報告書の

議会報告について

令和２年度牛久市一般会計継続費精算報告書に

ついて説明するもの。
経営企画部 財政課 -

第３回臨時 9月1日(水) 審議 控訴の提起について

運動公園のプールの管理に係る委託料請求事件

（平成３０年（ワ）第７２号委託料請求事件）

に係る水戸地方裁判所龍ケ崎支部の第一審判決

について、本市が惨害賠償請求権と委託料請求

権を相殺したことに対する裁判所の判断に不服

があるため、控訴の提起を希望するもの。

総務部 総務課 決定

審議 道路用地の寄附について 道路用地の寄附について受け入れを行うもの。 建設部 道路整備課 決定

審議
市道３３９４号線セットバック部分の道路用地

の寄附について

市道３３９４号線セットバック部分の道路用地

の寄附について受け入れを行うもの。
建設部 道路整備課 決定

第４回臨時 9月22日(水) 審議 調停の成立について

申立人との債務不存在確認請求調停申立事件に

ついて、牛久市が求償した医療費４７５万１，

２８０円の支払い義務があることを申立人が認

めたため、調停成立にむけて議会の議決を求め

るもの。

保健福祉部 医療年金課 決定

審議
市道２３号線道路整備に伴う田宮町普通財産払

下げについて

市道２３号線道路整備に伴う田宮町普通財産払

下げを行うもの。
建設部 道路整備課 決定

審議
市道１０４６号線セットバック部分の道路用地

の寄附について

市道１０４７号線セットバック部分の道路用地

の寄附受け入れを行うもの。
建設部 道路整備課 決定

審議
市道１０４６、１０４８号線セットバック部分

の道路用地の寄附について

市道１０４６、１０４９号線セットバック部分

の道路用地の寄附受け入れを行うもの。
建設部 道路整備課 決定

審議 令和３年度１２月補正について 令和３年度１２月補正について。 経営企画部 財政課 決定

審議
令和３年度第３回牛久市職員採用試験の実施に

ついて

令和３年度第３回牛久市職員採用試験を実施す

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、市職員の給与等を改定す

るものであり、期末手当について、１２月期の

支給月数を一般職員については０．１５月、再

任用職員については０．１月引き下げるもの。

総務部 人事課 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、一般職員等の期末手当の

改定に伴い、１２月期の支給月数を０．１月引

き下げるもの。

総務部 人事課 決定

審議
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

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

の一部を改正する省令の施行に伴い、事業所の

諸記録等の作成、保存等について電磁的記録が

できるように改正するもの。

保健福祉部 保育課 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を

改正する条例

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並

びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関

する基準の改正に伴い、事業所の諸記録等の作

成、保存等について電磁的方法による対応が可

能となるよう改正するもの。

保健福祉部 保育課 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

令和４年１月１日から、参加医療補償制度が見

直されることに伴い、出産育児一時金の額を改

めるもの。

保健福祉部 医療年金課 決定

第６回定例 9月10日(金)

第７回定例 10月12日(火)

第８回定例 11月16日(火)

第５回定例 8月17日(火)
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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
牛久市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例

国民健康保険事業に要する費用となる国民健康

保険事業費納付金に充てる国民健康保険税につ

いて、資産割及び平等割による課税を廃止する

とともに、税率等を見直し、１８歳の学年末ま

での子について均等割額を半額減免するため必

要な文言修正をするもの。

保健福祉部 医療年金課 決定

審議
３都再牛久駅西口歩道橋改修工事の契約締結に

伴う議案の上程について

去る１１月５日に執行した条件付き一般競争入

札について工事請負契約を締結したいので、議

会の議決を求めるもの。

建設部 都市計画課 決定

審議 市道路線の変更について 市道４号線の市道整備事業に伴う路線変更 建設部 道路整備課 決定

第５回臨時 12月1日(水) 審議 令和３年度１２月補正予算（第６号）について
令和３年度１２月補正予算（第６号）につい

て。
経営企画部 財政課 決定

審議 令和３年度１２月補正予算（第７号）について
令和３年度１２月補正予算（第７号）につい

て。
経営企画部 財政課 決定

審議 道路後退部分の寄附について
市道１３４７号線道路後退部分の寄附につい

て。
建設部 道路整備課 決定

第６回臨時 1月21日(金) 審議 令和３年度１月補正予算（第８号）について 令和３年度１月補正予算（第８号）について。 経営企画部 財政課 決定

第７回臨時 2月3日(木) 審議 令和４年度予算の概要について 令和４年度予算の概要について 経営企画部 財政課 決定

審議
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

龍ヶ崎市と牛久市との間で平成１４年１２月１

９日に締結した公の施設の相互利用に関する協

定について、龍ヶ崎市のレクリエーションルー

ム（「スポーツサロン北文間館」）として追加

するため、地方自治法第２４４条の３第３項に

基づき、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
令和３年度３月補正予算（一般会計（第９

号））について

令和３年度３月補正予算（一般会計（第９

号））について。
経営企画部 財政課 決定

審議 令和３年度３月補正予算について 令和３年度３月補正予算について。 経営企画部 財政課 決定

審議
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

常勤職員の年次休暇の付与時期について、「一

の年ごと」から、「一の年度ごと」に改正する

こと。

総務部 人事課 決定

審議
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

地方公務員法２４条第４項に基づき、人事院が

公表した国家公務員にかかる「妊娠・出産・育

児等と仕事の両立支援のために講ずる措置」と

の均衡を図るため、非常勤職員の育児休業の取

得要件のうち、「引き続き在職した期間が１年

以上である」との要件を廃止するとともに、育

児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する

措置について規定するもの。

総務部 人事課 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

国民健康保険事業に要する費用となる国民健康

保険事業費納付金に充てる国民健康保険税につ

いて、資産割及び平等割による課税を廃止する

とともに、税率等を見直し、１８歳の学年末ま

での子について均等割額を半額減免するため必

要な文言修正を行うもの。

保健福祉部 医療年金課 決定

審議
牛久市第４期環境基本計画及び牛久市地球温暖

化対策実行計画策定について

第３期環境基本計画の計画期間終了に伴い、令

和４年度から令和８年度までを計画期間とする

牛久市第４期環境基本計画を策定するととも

に、平成２９年度から令和１２年度までを計画

期間とする牛久市地球温暖化対策実行計画につ

いて、当初策定時に規定した５年ごとの見直し

を実施した。両計画に概要について説明を行う

もの。

環境経済部 環境政策課 決定

第１１回定例 2月16日(水)

※第10回定例庁議は案件なしのため開催中止

第８回定例 11月16日(火)

第９回定例 12月14日(火)
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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 公有財産用地における土地賃借契約の締結

東京電力パワーグリッド株式会社から特別高圧

架空電線路線下敷の用に供するため、普通財産

である桂町１６５２番１及び２４０９番地１の

一部貸付について申請があった。当該用地は県

開発公社から市が平成２３年に取得し、貸付内

容をそのまま継承していた。以来、契約更新を

繰り返し、今回は令和４年度から６年度の契約

となる。

環境経済部 商工観光課 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

る条例の一部を改正する条例

エスカード生涯学習センター内エスカードホー

ルに新しく設置するプロジェクターの使用料を

定めるため改正するもの。

教育委員会 生涯学習課 決定

第８回臨時 3月10日(木) 審議

牛久市職員の給与に関する条例及び牛久市特別

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

実施を見送っていた令和３年度人事院勧告に基

づく期末手当支給月数の引き下げについて、条

例改正案を上程するもの。

総務部 人事課 決定

審議 柏田町普通財産の貸付について

牛久市社会福祉協議会より車両駐車場用地とし

て当該財産地を借受したい旨の申請書が提出さ

れた。これを受け、同人に申請地の貸付を行っ

てよろしいか審議するもの。

総務部 管財課 決定

審議 普通財産の貸付期間の更新について

現在普通財産の貸付を受けている上町他１９行

政区から令和３年度松で貸付期間が終了するた

め、最長で令和４年度から令和３２年度（Ｒ

４．４．１～Ｒ３３．３．３１）分の普通財産

の貸付期間更新に係る申請書が提出されたた

め、貸付期間の更新を行うもの。

経営企画部 商工観光課 決定

審議
牛久市地域福祉計画・成年後見制度利用促進計

画の策定について

地域における高齢者の福祉、障がい者の福祉、

児童の福祉その他の福祉の各分野における共通

事項を定める『地域福祉計画』及び成年後見制

度利用促進の理念や方向性を明らかにする『成

年後見制度利用促進計画』を策定するもの。

保健福祉部 社会福祉課・高齢福祉課 決定

審議
市道２３号線道路整備に伴う田宮町普通財産払

下げについて

払下げ申請地：牛久市田宮町字押出し３６６番

４４

・宅地　６６．２８㎡

牛久市田宮町字押出し３６６番４３

・原野　１．５９㎡

払下げ価格：３，２７５，６３６円

申請者：荻野　達則（牛久市田宮町３６６番

６）

建設部 道路整備課 決定

審議 道路用地の寄附について 市道１３５５号線道路用地の寄附について 建設部 道路整備課 決定

第１１回定例 2月16日(水)

第１２回定例 3月10日(木)
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