
１　予　算　案

（１）令和２年度広島市一般会計予算

（２）令和２年度広島市住宅資金貸付特別会計予算

（３）令和２年度広島市母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計予算

（４）令和２年度広島市物品調達特別会計予算

（５）令和２年度広島市公債管理特別会計予算

（６）令和２年度広島市広島市民球場特別会計予算

（７）令和２年度広島市用地先行取得特別会計予算

（８）令和２年度広島市西風新都特別会計予算

（９）令和２年度広島市後期高齢者医療事業特別会計予算

（10）令和２年度広島市介護保険事業特別会計予算

（11）令和２年度広島市国民健康保険事業特別会計予算

（12）令和２年度広島市競輪事業特別会計予算

（13）令和２年度広島市中央卸売市場事業特別会計予算

（14）令和２年度広島市国民宿舎湯来ロッジ等特別会計予算

（15）令和２年度広島市駐車場事業特別会計予算

（16）令和２年度広島市開発事業特別会計予算

（17）令和２年度広島市市立病院機構資金貸付特別会計予算

（18）令和２年度元宇品町財産区特別会計予算

（19）令和２年度三入財産区特別会計予算

（20）令和２年度砂谷財産区特別会計予算

（21）令和２年度広島市水道事業会計予算

（22）令和２年度広島市下水道事業会計予算

（23）令和２年度広島市安芸市民病院事業会計予算
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２　条　例　案

（１）地方独立行政法人の役員等の損 地方独立行政法人法の改正に鑑み、役員等

害賠償責任の一部免除に関する の当該法人に対する損害賠償責任の一部免

条例の制定について 除に関し必要な事項を定めるもの

（企画総務局ほか）

　施行期日　令和２年４月１日

（２）広島市衛生関係手数料条例の一 （主な改正内容）

部改正について（健康福祉局）

　毒物劇物製造業又は輸入業に係る登録票

　書換え交付手数料等を定めるもの

　（例）毒物劇物製造業又は輸入業の登録

　　　　票書換え交付手数料

　　　　１件につき２，４００円

　施行期日　令和２年４月１日
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（３）広島市都市計画関係手数料条例 建築物エネルギー消費性能基準等を定める

の一部改正について 省令の改正に伴うもの

（都市整備局）

　戸建住宅等について省エネ性能に係る簡

　易な評価方法が定められたため、当該評

　価方法により算出した省エネ性能が省エ

　ネ消費性能基準に適合するかどうかの審

　査を受ける場合における建築物のエネル

　ギー消費性能に係る認定申請手数料の額

　を定める。

　施行期日　令和２年４月１日

（４）広島市消防関係手数料条例の一 地方公共団体の手数料の標準に関する政令

部改正について（消防局） の改正に伴うもの

　圧縮水素自動車燃料装置用容器に係る高

　圧ガス容器検査手数料等の額を定める。

　（例）容器の内容積が３０リットル以上

　　　　１５０リットル未満の圧縮水素自

　　　　動車燃料装置用容器に係る高圧ガ

　　　　ス容器検査手数料

　　　　１個につき３２０円

　施行期日　令和２年４月１日
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（５）市長等の損害賠償責任の一部免 地方自治法の改正に鑑み、市長等の本市に

責に関する条例の制定について 対する損害賠償責任の一部免責に関し必要

（企画総務局ほか） な事項を定めるもの

　施行期日　令和２年４月１日

（６）広島市中央卸売市場業務条例の 卸売市場法の改正に伴い、卸売業者等の創

全部改正について 意工夫を生かして食品等の流通の合理化と

（経済観光局） 公正な取引環境の確保を促進することがで

きるよう、広島市中央卸売市場における業

務に係る規制を見直し、新たに協定に基づ

く当該業務及び同市場の施設の使用に係る

制度を創設するもの

（主な改正内容）

　１　広島市中央卸売市場の施設を使用し

　　　て卸売及び仲卸しの業務を行おうと

　　　する者は、本市との間で同市場の施

　　　設の使用及び同市場における業務に

　　　関する事項について協定を締結しな

　　　ければならないこととする。

　２　仲卸し及び関連事業の業務に係る許

　　　可制度を廃止する。

　３　売買取引に係る規制を見直す。

 　施行期日　令和２年６月２１日
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（７）広島市軽費老人ホーム設備等基 社会福祉法の改正に伴い、無料低額宿泊所

準条例の一部改正について の設備及び運営の基準を定めるもの

（健康福祉局）

　施行期日　令和２年４月１日。ただし、

　　　　　　一部については、令和４年

　　　　　　４月１日

（８）広島市児童館条例の一部改正に 児童館を新設するもの

ついて（教育委員会）

　施行期日　令和２年５月１日

（９）広島市障害を理由とする差別の 障害を理由とする差別の解消の推進に関す

解消の推進に関する条例の制定 る基本理念等を定めるもの

について（健康福祉局）

（主な内容）

　１　目的、基本理念、市の責務、事業者

　　　及び市民の役割

　２　障害を理由とする差別の禁止

　３　障害を理由とする差別を解消するた

　　　めの体制の整備等

　施行期日　令和２年１０月１日

位　置

安佐南区西原四丁目２３番３５号

名　称

広島市原児童館
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（10）広島市重度心身障害者医療費補 人工呼吸器その他の生命の維持に欠くこと

助条例の一部改正について ができない装置を装着している者であって

（健康福祉局） 特別の事情があるものについて、補助に係

る所得制限の対象としないこととするもの

　施行期日　令和２年４月１日

（11）広島市国民健康保険条例の一部 国民健康保険法施行令の改正に伴うもの

改正について（健康福祉局）

　保険料の基礎賦課限度額及び介護納付金

　賦課限度額を引き上げる。

　施行期日　令和２年４月１日

（12）広島市安芸市民病院事業の設置 地方自治法の改正に伴う規定の整備

等に関する条例等の一部改正に

ついて（健康福祉局ほか） 　施行期日　令和２年４月１日

基礎賦課限度額

介護納付金賦課限度額

区　　分 改　正

６３万円

１７万円

現　行

６１万円

１６万円
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（13）広島市興行場法施行条例の一部 健康増進法の改正に鑑み、興行場の構造設

改正について（健康福祉局） 備に係る基準のうち、喫煙室及び喫煙所に

係るものを削除するもの

　施行期日　令和２年４月１日

（14）広島市公衆浴場法施行条例及び 公衆浴場等における衛生管理に係る国の指

広島市旅館業法施行条例の一部 針の改正に鑑み改正するもの

改正について（健康福祉局）

（主な改正内容）

　１　浴場業又は旅館業を営む者が講ずべ

　　　き措置の基準に、入浴設備の微生物

　　　汚染の原因となる生物膜の発生の防

　　　止等に関する事項等を加える。

　２　公衆浴場及び旅館業の共同の入浴施

　　　設について、浴槽水中の遊離残留塩

　　　素濃度に係る基準を改める。

　施行期日　令和２年４月１日

改　正
１リットル中０．４ミリグラム
から１．０ミリグラムまで

現　行
１リットル中０．２ミリグラム
から１．０ミリグラムまで
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（15）広島市食品衛生措置基準条例の 食品衛生法の改正に伴うもの

廃止等について(健康福祉局)

（主な内容）

　営業の施設に係る公衆衛生上講ずべき措

　置の基準を廃止する。

　施行期日　令和３年６月１日

（16）広島市動物愛護管理員設置条例 動物の愛護及び管理に関する法律の改正に

の制定について（健康福祉局） 伴い、動物の愛護及び管理に関する事務を

行う職員として、動物愛護管理員を置くも

の

　施行期日　令和２年６月１日

（17）広島市浄化槽保守点検業者の登 浄化槽法の改正に伴い、浄化槽保守点検

録等に関する条例の一部改正に 業者の遵守事項に浄化槽管理士に対する

ついて（環境局） 研修の機会の確保に関する事項を加える

もの

　施行期日　令和２年４月１日
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（18） 広島圏都市計画事業（広島平和 土地区画整理法施行令の改正に伴い、清算

記念都市建設事業）向洋駅周辺 金を分割交付する場合に付すべき利子の利

青崎土地区画整理事業施行条例 率を改めるもの

及び広島圏都市計画事業（広島

平和記念都市建設事業）西広島

駅北口土地区画整理事業施行条

例の一部改正について

（都市整備局）

　施行期日　令和２年４月１日

（19）広島市市営住宅等条例の一部改 市営住宅等附設駐車場を新設するもの

正について（都市整備局）

　施行期日　公布の日から起算して４か月

　　　　　　を超えない範囲内において規

　　　　　　則で定める日

（20） 広島駅南口地下広場条例の一部 にぎわいあふれる魅力的な地下空間の形成

改正について（都市整備局） に資するため改正するもの

　市長の許可を受けた場合には、イベント

　広場等以外においても貼り紙、貼り札そ

　の他の広告物を表示することができるこ

　ととするとともに、当該表示に係る使用

　料の額を市道の道路占用料の例により算

　定した額と定める。

　施行期日　令和２年４月１日

井口住宅附設駐車場 西区井口三丁目

現　行 年６パーセント

土地区画整理法第１０３条第４
項の規定による公告があった日
の翌日における法定利率

改　正

名　称 位　置
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（21）広島市火災予防条例の一部改正 建築基準法施行令の改正に伴う規定の整備

について（消防局）

　施行期日　令和２年４月１日

３　その他の議案

（１）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第２

機構第２期中期計画の変更に係 期中期計画の変更について認可するもの

る認可について（健康福祉局）

（２）辺地に係る公共的施設の総合整 似島町辺地に係る公共的施設の総合整備計

備計画を定めることについて 画を定めるもの

（企画総務局）

　辺地位置　南区似島町

　整備施設　広島市似島臨海少年自然の家

　事業費　　１７億５００万円
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（３）広島高速道路公社定款の変更に 広島高速道路公社が国土交通省中国地方整

係る同意について（道路交通局） 備局長へ定款変更に係る認可の申請をする

ことに同意するもの

（変更内容）

　基本財産の額の変更　

（４）包括外部監査契約の締結につい 包括外部監査契約を締結するもの

て（監査事務局）

　契約の目的　監査及び監査の結果に関す

　　　　　　　る報告

　契約上限額　１，７３１万５，０００円

　相手方　住所　広島県廿日市市宮島口東

　　　　　　　　一丁目７番１１号

　　　　　氏名　中川
なかがわ

　和之
かずゆき

　　　　　資格　公認会計士

増減 Ｂ－Ａ  26億5,000万円

変更前 Ａ 864億2,960万円

変更後 Ｂ 890億7,960万円
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［追加提出予定案件］

（１）教育長の任命の同意について 任期満了によるもの

（企画総務局）

（２）固定資産評価審査委員会委員の 任期満了によるもの

選任の同意について（財政局）

［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）
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