
平成３０年第１回　広島市議会定例会提出案件
（平成２９年度関係分）

１　予　算　案

（１） 平成２９年度広島市一般会計補正予算（第５号）

（２） 平成２９年度広島市公債管理特別会計補正予算（第１号）

（３） 平成２９年度広島市広島市民球場特別会計補正予算（第１号）

（４） 平成２９年度広島市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）

（５） 平成２９年度広島市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

（６） 平成２９年度広島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

（７） 平成２９年度広島市下水道事業会計補正予算（第２号）

予算案 条例案
その他の
議　　案

報告

７件

計

４件 10件 21件 ５件

資 料 ８ 

－1－



２　条　例　案

（１） 広島市こども医療費補助条例の 所得税法の改正に伴う規定の整備

一部改正について（健康福祉局）

　施行期日　公布の日

（２） 広島市重度心身障害者医療費補 所得税法等の改正に伴う規定の整備

助条例の一部改正について

（健康福祉局） 　施行期日　公布の日

（３） 広島市介護保険条例の一部改正 （主な改正内容）

について（健康福祉局）

　介護保険法の改正に伴うもの

　　介護医療院の開設許可等の手数料を定

　　める。

（例）介護医療院開設許可申請手数料

　 　　　１件につき６万３，０００円

施行期日　平成３０年４月１日

　　　　　ただし、一部については、公布

　　　　　の日

－2－



（４） 広島圏都市計画（広島平和記念 （主な改正内容）

都市建設計画）地区計画の区域

内における建築物の制限に関す 　地区計画の変更にあわせて、建築制限対

る条例の一部改正について 　象地区内において、容積率の最低限度の

（都市整備局） 　設定等建築制限内容を改めるもの

　　　

　　（変更対象地区）

　　　平和大通り地区、リバーフロント地　　

　　施行期日　公布の日

　　　

　

　　　区及び都心幹線道路沿道地区　　　　　　　　　　

－3－



３　その他の議案

（１） 公立大学法人広島市立大学定款 地方独立行政法人法の改正に伴う規定の整

の変更について（企画総務局） 備

　施行期日　平成３０年４月１日

（２） 地方独立行政法人広島市立病院 地方独立行政法人法の改正に伴う規定の整

機構定款の変更について 備

（健康福祉局）

　施行期日　平成３０年４月１日
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（３） 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

備計画の変更について 画を変更するもの

（企画総務局）

（主な変更内容）

事業費の変更

（４） 辺地に係る公共的施設の総合整 沼田町戸山辺地に係る公共的施設の総合整

備計画の変更について 備計画を変更するもの

（企画総務局）

（主な変更内容）

事業費の変更

変更前

変更後

変更前

7,077万1,000円

6,380万1,000円

9,715万6,000円

8,142万6,000円変更後
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（５） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市永安館、広島市可部火葬場、

　　　　広島市湯来火葬場、広島市五日市

　　　　火葬場、広島市西風館及び広島市

　　　　高天原納骨堂

　２　指定の相手方

　　　　まごころサービスグループ（合人

　　　　社計画研究所・日本斎苑）

　３　指定の期間

　　　　平成３０年４月１日～平成３４年

　　　　３月３１日

（６） 市道の路線の認定について 安佐南１区５１９号線など５路線

（道路交通局）
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（７） 契約の締結について 八木・緑井地区雨水渠築造工事（その１）

（都市整備局）

　工事場所　安佐南区の八木三丁目、八木

　　　　　　四丁目及び緑井八丁目

　工事概要　立坑４基の建設及びシールド

　　　　　　掘削機１基の製作その他工事

　請負金額　１３億４,９４６万円　

　　　　　　（当該工事の請負金額３２億

　　　　　　１，３００万円から広島市下

　　　　　　水道事業会計で負担する１８

　　　　　　億６，３５４万円を減じた額）

　請 負 人　フジタ・アイサワ・河井建設

　　　　　　工事共同企業体

　工　　期　契約成立の日から平成３１年

　　　　　　１２月２７日まで

（８） 契約の締結について 広島湯来線麦谷工区道路改良工事

（道路交通局）

　工事場所　佐伯区湯来町大字麦谷

　工事概要　幅員７．５メートル延長２，

　　　　　　７９７．２８メートルの道路

　　　　　　の改良工事

　請負金額　３２億１,７３２万円

　

　請 負 人　フジタ・鴻治建設工事共同企

　　　　　　業体

　工　　期　契約成立の日から平成３３年

　　　　　　３月３１日まで
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（９） 契約の締結について 消防通信指令管制システム更新整備等業務

（消防局）

　業務場所　広島市並びに安芸郡の海田町、

　　　　　　熊野町及び坂町並びに山県郡

　　　　　　安芸太田町

　業務概要　消防通信指令管制システムの

　　　　　　更新整備及び運用・保守

　請負金額　32億5,096万5,888円　

　

　請 負 人　ＮＥＣネッツエスアイ株式会

　　　　　　社

　契約期間　契約成立の日から平成３６年

　　　　　　３月３１日まで

（10） 変更契約の締結について 恵下埋立地（仮称）建設工事

（環境局）

　請負金額の変更

　

　変更理由

　

　　鉛に係る土壌汚染状況調査等の追加に

　　よる。

94億7,467万2,600円

変更後 97億3,363万8,240円

変更前
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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

　　　６件 ９８万６，８１５円

　交通事故

　　　３件

　その他

　　　１件 ２万　　２６１円

（２） 専決処分の報告について 交通事故に係る損害賠償請求事件の訴訟上

（こども未来局） の和解

　　１件

（３） 専決処分の報告について 公園の管理瑕疵による損害賠償請求事件の

（都市整備局） 訴訟上の和解

　　１件

６６万１，５６７円
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（４） 専決処分の報告について 工事請負変更契約の締結

（道路交通局ほか）

　１　筒瀬トンネル（仮称）建設工事

　　請負金額の変更

　　変更理由

　

　　　トンネル支保工の変更等による。

　２　東大橋架替工事（その３）

　　請負金額の変更

　　変更理由

　

　　　橋台背面部の沈下対策工の変更等に

　　　よる。

　３　広島湯来線麦谷２工区道路改良工事

　　請負金額の変更

　　変更理由

　

　　　恵下埋立地（仮称）の取付道路との

　　　交差部のすり付工の変更等による。

変更前 11億1,008万4,480円

変更後 11億5,178万7,600円

変更前 10億6,596万円     

変更後 10億5,281万5,320円

変更前 9億1,044万円     

変更後 9億3,938万8,320円
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　４　沼田公民館、沼田老人いこいの家及

　　　び安佐南区役所沼田出張所新築工事

　　工期の終期の変更

　　変更理由

　　　地中障害物の撤去等に日時を要した

　　　ことによる。

　

　５　新しいタイプの高等学校新築工事

　　工期の終期の変更

　　変更理由

　

　　　設備に係る関連工事との施工内容の

　　　調整に日時を要したことによる。

変更後

変更前 平成30年 5月31日

変更後 平成30年 7月31日

変更前 平成30年3月10日

平成30年3月31日
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　６　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

　　　請負人からの技術提案を特約に基づ

　　　き採用したことに伴う免震装置設置

　　　に係る杭工法の変更による。
　　　　　　 くい

（５） 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との即決

（都市整備局） 和解

３件

変更前 25億8,120万円     

変更後 25億4,060万5,500円
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［参考］

（１） 審査請求に対する裁決について 水道料金及び下水道使用料の納入通知に不

（下水道局ほか） 服がある等として審査請求があったことに

よるもの
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