
平成２７年第６回　広島市議会定例会提出案件

１　予　算　案

（１） 平成２７年度広島市一般会計補正予算（第３号）

（２） 平成２７年度広島市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

（３） 平成２７年度広島市下水道事業会計補正予算（第１号）

（４） 平成２７年度広島市安芸市民病院事業会計補正予算（第１号）

２　条　例　案

（１） 広島市区の設置等に関する条例 町の区域の設定に伴うもの

の一部改正について

（企画総務局） 　佐伯区の区域の表示に石内北三丁目を追

　加する。

　施行期日　平成２８年１月１８日

４件

予算案 条例案
その他の
議　　案

17件

報告

７件

計

２件28件

まち 
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（２） 広島市個人番号の利用に関する 行政手続における特定の個人を識別するた

条例の制定について めの番号の利用等に関する法律の施行に伴

（企画総務局） うもの

　個人番号の独自利用事務等について定め

　る。

　

　施行期日　平成２８年１月１日

（３） 職員の退職管理に関する条例の 地方公務員法の改正に伴うもの

制定について（企画総務局）

（主な内容）

　営利企業等に再就職した元職員が離職前

  ５年間の職務に属する契約等事務に関す

　る働きかけを行うことを一定期間禁止す

　る等の地方公務員法の規制に加え、５年

　より前であっても国の部課長級に相当す

　る職にあった期間を規制の対象とする。

　

　施行期日　平成２８年４月１日
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（４） 広島市人事行政の運営等の状況 地方公務員法の改正に伴うもの

の公表に関する条例の一部改正

について（企画総務局） （主な改正内容）

　市長が公表することとなる事項に職員の

　退職管理の状況を加える。

　施行期日　平成２８年４月１日

（５） 広島市市税条例等の一部改正に 行政手続における特定の個人を識別するた

ついて（財政局） めの番号の利用等に関する法律の施行等に

伴うもの

（主な改正内容）

　１　マイナンバー制度への対応

　　市税に係る申請書等の記載事項に個人

　　番号等を追加する。

　　施行期日　平成２８年１月１日

　２　猶予制度の見直し

　　徴収猶予等をする場合における、担保

　　を不要とする基準、分割納付の方法等

　　を定める。

　　施行期日　平成２８年４月１日
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（６） 広島市下水道条例の一部改正に 農業集落排水処理施設を設置するもの

ついて（下水道局）

名　　称 主たる施設の位置

 戸山農業集落 安佐南区沼田町大字

 排水処理施設 阿戸２４５９番地１

　施行期日　平成２８年４月１日

（７） 広島市水道事業の設置等に関す （主な改正内容）

る条例の一部改正について

（水道局） 　簡易水道事業の水道事業への統合等のた

　め、水道事業の給水区域等を改めるもの

　　施行期日　厚生労働大臣の認可の日か

　　　　　　　ら起算して１か月を超えな

　　　　　　　い範囲内において規則で定

　　　　　　　める日
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３　その他の議案

（１） 町の区域の設定等について 住居表示の実施のためのもの

（企画総務局）

（安佐南区及び佐伯区）

現 在

安佐南区沼田町大字伴

の字境ヶ谷及び字中ノ

佐伯区五日市町大字石

内字押入山の一部

（２） 字の区域の変更について 地籍調査の結果、字界が混乱していること

（企画総務局） が判明したため、これを整理するもの

（佐伯区湯来町）

（３） 当せん金付証票の発売金額につ 平成２８年度の当せん金付証票の発売金額

いて（財政局）

１２０億円以内

変　更　後

下皆草の一部
 西ノ上

 川角谷

大　字

麦 谷

小　字

現　在 変更後

設
 

定
休の全部

変
 

更

佐伯区石内北
二丁目

佐伯区石内北
三丁目

 うち あざ  おし いり やま 

おお あざ とも 

  いし うち きた 

  いし うち きた 

 まち 

あざ さかい が  だに 

おお あざ いし 

  にし の   うえ 

 かわ すみ だに 

  しも みな くさ むぎ   だに 

あざ 

あざ なか の 

やすみ 
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（４） 公立大学法人広島市立大学中期 公立大学法人広島市立大学の中期目標を定

目標を定めることについて めるもの

（企画総務局）

（５） 公の施設の区域外設置等の協議 山県郡安芸太田町の区域内に水道を設置す

について（水道局） ること等について協議するもの

（６） 区域外設置に係る公の施設の廃 廿日市市が佐伯区の区域内に設置した簡易

止の協議について（水道局） 水道を廃止することについて同市と協議す

るもの
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（７）～（13）公の施設の指定管理者の指定について（７件）

番号 指定に係る公の施設 指定の相手方 指定の期間

（７）
広島市男女共同参画推進センター
（市民局）

男女共同参画社会をめざす
女性教育を考える会広島グ
ループ

平成28～31年度

（８）
広島市皆賀園
（健康福祉局）

社会福祉法人広島市社会福
祉事業団

平成28～31年度

（９）
広島市医師会運営・安芸市民病院
（健康福祉局）

一般社団法人広島市医師会 平成28～37年度

（10）
中区及び南区の市営住宅、市営店
舗及び市営住宅等附設駐車場
（都市整備局）

株式会社第一ビルサービス 平成28～31年度

（11）

東区の市営住宅、市営店舗及び市
営住宅等附設駐車場並びに安佐北
区及び安芸区の市営住宅及び市営
住宅等附設駐車場（都市整備局）

株式会社第一ビルサービス 平成28～31年度

（12）

西区の市営住宅、市営店舗及び市
営住宅等附設駐車場並びに安佐南
区及び佐伯区の市営住宅及び市営
住宅等附設駐車場（都市整備局）

株式会社第一ビルサービス 平成28～31年度

（13）
広島市総合防災センター
（消防局）

一般財団法人広島市都市整
備公社

平成28～31年度

（14） 市道の路線の廃止について 佐伯１区３７５号線

（道路交通局）

（15） 市道の路線の認定について 東１区５３８号線など３４路線

（道路交通局）
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（16） 契約の締結について 宇品小学校校舎増築その他工事

（教育委員会）

　工事場所　南区宇品御幸四丁目

　工事概要　鉄筋コンクリート造り４階建


            ての校舎延べ１,５６５．７３

            平方メートルの増築その他工     

　　　　　　事

　請負金額　５億９，１８４万円

　

　請 負 人　錦建設株式会社

　工　　期　契約成立の日から平成２９年

　　　　　　３月２０日まで

（17） 変更契約の締結について 広島駅新幹線口ペデストリアンデッキ（仮

（道路交通局） 称）新設その他工事

　１　委託金限度額の変更

　２　工期の終期の変更

　変更理由

　

　　地中障害物の撤去等による。

変更後 平成28年10月31日

変更前 27億3,311万円

変更後 30億  811万円

変更前 平成28年 3月31日
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４　報告

（１） 専決処分の報告について 道路の管理瑕疵等による損害賠償額の決定

（道路交通局ほか） 　

　道路の管理瑕疵

　　　１件 ９万８，８８０円

　交通事故

　　　２件 ４０万９，７４２円

　その他

　　　２件 ４４万６，５１２円

（２） 専決処分の報告について 工事請負変更契約の締結

（道路交通局）

　東大橋架替工事（その２）

請負金額の変更

　変更理由

　

　　矢板工の変更等による。

変更後  　7億2,397万2,600円

変更前  　6億9,984万円

か  し 

か  し 
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