
令和元年第３回　広島市議会定例会提出案件

１　予　算　案

（１） 令和元年度広島市一般会計補正予算（第２号）

２　条　例　案

（１） 職員の分限に関する条例等の一 地方公務員法の改正に伴う規定の整備

部改正について（企画総務局）

　施行期日　令和元年１２月１４日

（２） 広島市印鑑条例の一部改正につ （主な改正内容）

いて(企画総務局）

　住民基本台帳法施行令の改正に鑑み、住

　民基本台帳に記録されている旧氏を表し

　た印鑑の登録ができることとするもの

　施行期日　令和元年１１月５日

１件 ７件 １１件 １９件 ７件 ３件

予算案 条例案
その他の
議　　案

計 報告
決　算
認定案
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（３） 広島市心身障害者扶養共済制度 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の

条例の一部改正について 適正化等を図るための関係法律の整備に関

（健康福祉局） する法律の施行に鑑み、成年被後見人及び

被保佐人を年金管理者から一律に排除する

取扱いを見直し、個別に年金管理者として

の適格性を判断することとするもの

　施行期日　令和元年１２月１４日

（４） 広島市災害弔慰金の支給等に関 （主な改正内容）

する条例の一部改正について

（健康福祉局） 　災害弔慰金の支給等に関する法律の改正

　に伴い、広島市災害弔慰金等支給審査委

　員会を附属機関として設置するもの

　

　施行期日　公布の日

（５） 広島市市営住宅等条例の一部改 市営住宅を廃止するもの

正について（都市整備局）

　施行期日　公布の日

（６） 広島市消防団員の定員、任免、 地方公務員法の改正に準じ、消防団員の欠

給与、服務等に関する条例の一 格条項のうち成年被後見人及び被保佐人に

部改正について（消防局） 係るものを削るもの

　

　施行期日　令和元年１２月１４日

名　称 位　置

旭住宅 南区旭二丁目
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（７） 広島市水道事業布設工事監督者 水道法施行令の改正に伴う規定の整備

等条例及び広島市水道給水条例

の一部改正について（水道局） 　施行期日　令和元年１０月１日

３　その他の議案

（１） 広島県と広島市との間における 広島県がプレジャーボートの係留に係る事

港湾管理事務の事務委託に関す 務の見直しを行ったことに伴うもの

る規約の変更の協議について

（都市整備局） 　広島県から委託されている広島港の管理

　事務から、同県が行うプレジャーボート

　の係留に係る目的外使用許可に関する事

　務を除く。

（２） 広島県と広島市との間における 広島県がプレジャーボートの係留に係る事

漁港管理事務の事務委託に関す 務の見直しを行ったことに伴うもの

る規約の変更の協議について

（経済観光局） 　広島県から委託されている五日市漁港の

　管理事務から、同県が行うプレジャーボ

　ートの係留に係る目的外使用許可に関す

　る事務を除く。
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（３） 市道の路線の廃止について 安佐南３区８４７号線など３路線

（道路交通局）

（４） 市道の路線の認定について 東４区３０９号線など８路線

（道路交通局）

（５） 財産の取得について 石内北小学校の校舎等を取得するもの

（教育委員会）

　所 在 地　佐伯区石内北三丁目

　取得面積　建物延べ面積　　　684.00㎡

　　　　　　水泳プール水面積　310.00㎡

　買入価格　3億7,456万1,800円

　買 入 先　一般財団法人広島市都市整備

　　　　　　公社
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（６） 契約の締結について 広島市防災行政無線通信機器更新整備等業

（危機管理室） 務

　業務概要　防災行政無線通信機器の更新

　　　　　　整備及び運用・保守

　請負金額　53億1,300万円

　請 負 人　日本電気株式会社

　契約期間　契約成立の日から令和９年３

　　　　　　月３１日まで

（７） 契約の締結について

（環境局）

　工事概要　旧出島処理場の解体工事

　請負金額　６億２,４８０万円

  請 負 人　三井住友・河井建設工事共同

            企業体

　工　　期　契約成立の日から令和３年３

　　　　　　月１０日まで

旧出島処理場解体工事

　工事場所　南区出島二丁目

　業務場所　広島市及び安芸郡海田町
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（８） 契約の締結について 南観音住宅（仮称）新築その他工事

（都市整備局）

　工事場所　西区観音新町二丁目

　工事概要　鉄筋コンクリート造り１２階

　　　　　　建ての市営住宅（８９戸）延

　　　　　　べ５，５９２．２０平方メー

　　　　　　トルの新築その他工事　　　　　

　請負金額　12億3,076万8,000円

  請 負 人　河井建設工業株式会社

　工　　期　契約成立の日から令和３年３

　　　　　　月１０日まで

（９） 契約の締結について 安芸消防署瀬野川出張所新築その他工事

（消防局）

　工事場所　安芸区中野東七丁目

　工事概要　鉄骨造り４階建ての消防署の

　　　　　　出張所延べ９６０．２３平方

　　　　　　メートルの新築その他工事

　　

　請負金額　５億６，５４０万円

  請 負 人　株式会社鴻治組

　工　　期　契約成立の日から令和３年２

　　　　　　月１２日まで
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（10） 平成３０年度広島市水道事業会 平成３０年度広島市水道事業会計未処分利

計未処分利益剰余金の処分につ 益剰余金について、建設改良積立金への積

いて（水道局） 立て及び資本金への組入れを行うもの

　処分額

　　　　３０億７，４７５万　　　５８円

　建設改良積立金

　　　　１８億９，１８５万８，７６７円

　資本金

　　　　１１億８，２８９万１，２９１円

（11） 平成３０年度広島市下水道事業 平成３０年度広島市下水道事業会計未処分

会計未処分利益剰余金の処分に 利益剰余金について、減債積立金への積立

ついて（下水道局） て及び資本金への組入れを行うもの

　処分額　

　　　　２７億３，７７０万１，１２４円

  減債積立金

        １３億７，８９０万２，１１７円

　資本金

        １３億５，８７９万９，００７円
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４　報告

（１） 専決処分の報告について

（道路交通局ほか） 　

　　　８件　１０６万６，８９３円

　交通事故

　　　４件　　４０万１，３２４円

　その他

　　　２件　　１７万４，９４９円

（２） 専決処分の報告について 工事請負変更契約の締結

（市民局ほか）

　１　広島湯来線麦谷工区道路改良工事

　　請負金額の変更

　　変更理由

　　　法
のり

面保護工の変更等による。

変更前 32億6,320万  560円

変更後 33億1,102万7,460円

道路の管理瑕疵
かし

等による損害賠償額の決定

　道路の管理瑕疵
かし
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　２　温品二葉の里線中山高架橋（仮称）

　　　下部工事（その１）

　　請負金額の変更

　　変更理由

　　　地中障害物の撤去の追加等による。

　３　広島平和記念資料館本館免震改修そ

　　　の他工事

　　請負金額の変更

　　変更理由

　　　地震による建物の変位を記録する装

　　　置の設置の追加等による。

（３） 専決処分の報告について 市営住宅に係る家賃の長期滞納者に対する

（都市整備局）

　　２件

家屋明渡等の訴えの提起

変更後 9億1,782万6,140円

変更前 26億  138万　340円

変更後 26億  636万3,340円

変更前 8億8,747万1,640円
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（４） 公立大学法人広島市立大学の経 公立大学法人広島市立大学の平成３０年度

営状況について（企画総務局） の経営状況を報告するもの

（５） 地方独立行政法人広島市立病院 地方独立行政法人広島市立病院機構の平成

機構の経営状況について ３０年度の経営状況を報告するもの

（健康福祉局）

（６） 公立大学法人広島市立大学の平 公立大学法人広島市立大学の平成３０年度

成３０年度の業務実績に係る評 の業務実績に係る評価結果を報告するもの

価結果の報告について 　

（企画総務局）
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（７） 地方独立行政法人広島市立病院 地方独立行政法人広島市立病院機構の平成

機構の平成３０年度の業務実績 ３０年度の業務実績に係る評価結果を報告

に係る評価結果の報告について するもの

（健康福祉局）

５　決算認定案

（１） 平成３０年度広島市水道事業決算

（２） 平成３０年度広島市下水道事業決算

（３） 平成３０年度広島市安芸市民病院事業決算
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［追加提出予定案件］

（１） 教育委員会委員の任命の同意に 任期満了によるもの

ついて（企画総務局）

（２） 人事委員会委員の選任の同意に 任期満了によるもの

ついて（企画総務局）

（３） 固定資産評価審査委員会委員の 委員の退任によるもの

選任の同意について（財政局）

（４） 平成３０年度決算に係る健全化

判断比率の報告について

（財政局）

（５） 平成３０年度決算に係る資金不

足比率の報告について（財政局）

（６） 平成３０年度広島市各会計歳入

歳出決算
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［参考］

（１） 人権擁護委員候補者の推薦につ 任期満了等によるもの

いて（市民局）

（２） 広島市選挙管理委員及び補充員 任期満了によるもの

の選挙について

（選挙管理委員会）
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