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  平成 30 年６月定例会

　　審議結果

議案番号 議案名称 内　　　容 付託委員会 審議結果

59号 工事委託契約の変更契約の締結について

常磐線羽鳥駅橋上駅舎化及び東西自由通
路新設工事に伴い、東西自由通路に接続
するエレベーターの規格変更が発生した
ため、原契約１９億２２１万６千円に、変
更額９, ８２８万円を増額し、変更契約額
２０億４９万６千円として、変更工事委託
契約を締結するもの

産業建設 原案可決

60号 市道路線の認定について
開発による宅地造成に伴い寄附を受けた道
路を市道美１６４１号線、市道美１６４２
号線として認定するもの

産業建設 原案可決

61号
小美玉市情報公開審査会委員の委嘱につき
同意を求めることについて

委員の任期満了に伴い、久保田智子氏の再
委嘱につき同意を求めるもの

ー 原案同意

62号
小美玉市情報公開審査会委員の委嘱につき
同意を求めることについて

委員の任期満了に伴い、金子政巳氏の再委
嘱につき同意を求めるもの

ー 原案同意

63号
小美玉市情報公開審査会委員の委嘱につき
同意を求めることについて

委員の任期満了に伴い、髙野晴夫氏の再委
嘱につき同意を求めるもの

ー 原案同意

64号
小美玉市情報公開審査会委員の委嘱につき
同意を求めることについて

委員の任期満了に伴い、新たに亀田哲也氏
の委嘱につき同意を求めるもの

ー 原案同意

65号
小美玉市個人情報保護審査会委員の委嘱に
つき同意を求めることについて

委員の任期満了に伴い、久保田智子氏の再
委嘱につき同意を求めるもの

ー 原案同意

66号
小美玉市個人情報保護審査会委員の委嘱に
つき同意を求めることについて

委員の任期満了に伴い、金子政巳氏の再委
嘱につき同意を求めるもの

ー 原案同意

67号
小美玉市個人情報保護審査会委員の委嘱に
つき同意を求めることについて

委員の任期満了に伴い、髙野晴夫氏の再委
嘱につき同意を求めるもの

ー 原案同意

68号
小美玉市個人情報保護審査会委員の委嘱に
つき同意を求めることについて

委員の任期満了に伴い、新たに亀田哲也氏
の委嘱につき同意を求めるもの

ー 原案同意

69号
公平委員会委員の選任につき同意を求める
ことについて

委員の任期満了に伴い、長島敬志氏の再任
につき同意を求めるもの

ー 原案同意

70号
固定資産評価審査委員会委員の選任につき
同意を求めることについて

委員の任期満了に伴い、市村勇氏の再任に
つき同意を求めるもの

ー 原案同意

71号
固定資産評価審査委員会委員の選任につき
同意を求めることについて

委員の任期満了に伴い、沼田俊男氏の再任
につき同意を求めるもの

ー 原案同意

72号
固定資産評価審査委員会委員の選任につき
同意を求めることについて

委員の任期満了に伴い、関勇氏の再任につ
き同意を求めるもの

ー 原案同意

73号
教育委員会教育長の任命につき同意を求め
ることについて

教育長の任期満了に伴い、加瀬博正氏の再
任につき同意を求めるもの

ー 原案同意

74号
教育委員会委員の任命につき同意を求める
ことについて

教育委員の任期満了に伴い、鶴町庄二氏の
再任につき同意を求めるもの

ー 原案同意

75号
教育委員会委員の任命につき同意を求める
ことについて

教育委員の任期満了に伴い、山口和弘氏の
再任につき同意を求めるもの

ー 原案同意

76号 工事請負契約の締結について
小美玉市玉里学習等供用施設改修工事の請
負契約を締結するもの

－ 原案可決

■議員提出議案

発議番号 案件名 内　　　容 付託委員会 審議結果

1 号 議会活性化特別委員会の設置について
議会活性化に関する諸問題の調査、研究及
び議会報告会の企画運営を行うため

－ 原案可決

■請願・陳情

発議番号 案件名 内　　　容 付託委員会 審議結果

平成29年 
2号

小美玉市空のえき「そ・ら・ら」イベント
ひろばへドーム建設に関する請願書

空のえき「そ・ら・ら」イベントひろばへ
雨対策設備の設置を求めるもの

産業建設 採択
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議会だより 第 50 号

審議結果

　　　平成 30 年第 2 回定例会　
         審議結果等一覧（全 31 件）

■市長提出議案

報告番号 案　件　名 内　　　容 付託委員会 審議結果

2 号 専決処分の承認を求めることについて
地方税法及び地方税施行令の一部を改正す
る法律の施行に伴い、小美玉市税条例の一
部を改正する条例の専決処分

－ 原案承認

3 号 専決処分の承認を求めることについて
地方税法施行令等の一部を改正する政令の
施行に伴い、小美玉市国民健康保険税条例
の一部を改正する条例の専決処分

－ 原案承認

議案番号 議案名称 内　　　容 付託委員会 審議結果

50号
小美玉市税条例の一部を改正する条例につ
いて

地方税法の一部改正に伴う固定資産税に関
する軽減特例を追加し、また、入湯税に関
する項目を追加し、課税対象等基準を定め
ることに伴い、小美玉市税条例の一部を改
正するもの

総務 原案可決

51号
小美玉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

茨城県医療福祉対策要綱等の改正により、
県の医療費公費負担制度（いわゆるマル福）
の小児の入院に対する対象年齢が、高校３
年生相当まで拡大されること等に伴い、小
美玉市医療福祉費支給に関する条例の一部
を改正するもの

文教福祉 原案可決

52号
小美玉市特定教育・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
合的な提供の推進に関する法律の一部改正
に伴い、小美玉市特定教育・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もの

文教福祉 原案可決

53号
小美玉市基金条例の一部を改正する条例に
ついて

幼児教育の充実のために、必要な資金を積
み立てることを目的とし、幼児教育振興基
金を設置するため、小美玉市基金条例の一
部を改正するもの

文教福祉 原案可決

54号
小美玉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

厚生労働省の基準が改正されたことに伴
い、小美玉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
部を改正するもの

文教福祉 原案可決

55号
平成３０年度小美玉市一般会計補正予算

（第１号）

歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ７, ４ ４ ９ 万 ７ 千
円 を 減 額 し、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を
２４９億２, ５５０万３千円とするもの

各委員会 原案可決

56号
平成３０年度小美玉市下水道事業特別会計
補正予算（第１号）

歳入歳出それぞれ６２０万円を増額し、歳
入歳出予算の総額を１６億８, ９７０万7千
円とするもの

産業建設 原案可決

57号
平成３０年度小美玉市農業集落排水特別会
計補正予算（第１号）

歳入歳出それぞれ３１０万円を増額し、歳
入歳出予算の総額を２億７, ９２３万３千
円とするもの

産業建設 原案可決

58号 工事委託契約の締結について
市道 小１０９１６号線の平成３０年度道路
整備事業において、工事委託契約を締結す
るもの

産業建設 原案可決


