
１　予　算　案

（１）平成３１年度広島市一般会計予算

（２）平成３１年度広島市住宅資金貸付特別会計予算

（３）平成３１年度広島市母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計予算

（４）平成３１年度広島市物品調達特別会計予算

（５）平成３１年度広島市公債管理特別会計予算

（６）平成３１年度広島市広島市民球場特別会計予算

（７）平成３１年度広島市用地先行取得特別会計予算

（８）平成３１年度広島市西風新都特別会計予算

（９）平成３１年度広島市後期高齢者医療事業特別会計予算

（10）平成３１年度広島市介護保険事業特別会計予算

（11）平成３１年度広島市国民健康保険事業特別会計予算

（12）平成３１年度広島市競輪事業特別会計予算

（13）平成３１年度広島市中央卸売市場事業特別会計予算

（14）平成３１年度広島市国民宿舎湯来ロッジ等特別会計予算

（15）平成３１年度広島市駐車場事業特別会計予算

（16）平成３１年度広島市開発事業特別会計予算

（17）平成３１年度広島市市立病院機構資金貸付特別会計予算

（18）平成３１年度元宇品町財産区特別会計予算

（19）平成３１年度三入財産区特別会計予算

（20）平成３１年度砂谷財産区特別会計予算

（21）平成３１年度広島市水道事業会計予算

（22）平成３１年度広島市下水道事業会計予算

（23）平成３１年度広島市安芸市民病院事業会計予算

予算案 条例案
その他の
議　　案

計

２３件 １８件 ３件 ４４件

平成３１年第１回　広島市議会定例会提出案件
（平成３１年度関係分）

資 料 ５ 
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２　条　例　案

（１）広島市個人番号の利用に関する （主な改正内容）

条例の一部改正について

（企画総務局） 　行政手続における特定の個人を識別する

　ための番号の利用等に関する法律の規定

　に基づき、個人番号の独自利用事務等を

　追加するもの

　　施行期日　平成３１年４月１日

（２）広島市職員定数条例の一部改正 職員定数を改めるもの

について（企画総務局） （単位：人）

　施行期日　平成３１年４月１日

（３）職員の勤務時間、休暇等に関す 正規の勤務時間以外の時間における勤務等

る条例の一部改正について に関し、必要な事項を人事委員会規則で定

(企画総務局） めることができるようにするもの

　施行期日　平成３１年４月１日

（４）職員の自己啓発等休業及び配偶 学校教育法の改正に伴う規定の整備

者同行休業に関する条例の一部

改正について(企画総務局） 　施行期日　平成３１年４月１日

消　防

その他
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-
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Ｂ－Ａ
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改正
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計
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市長事務部局

－2－



（５）広島市財産条例等の一部改正に 消費税等の税率の引上げを考慮し、使用料、

ついて（財政局ほか） 手数料等を改定するもの

　広島市財産条例など６０条例

　施行期日　平成３１年１０月１日

（６）広島市都市計画関係手数料条例 （主な改正内容）

の一部改正について

（都市整備局） 　１　建築物エネルギー消費性能向上計画

　　　認定申請手数料等を改定するもの

（例）非住宅床面積25,000㎡以上

　　　１件につき

　（現行）　　　　　（改正）

　93万8,000円　→　93万9,000円

　　施行期日　平成３１年４月１日

　２　建築基準法の改正に伴い、手数料を

　　　定めるもの

　　（例）用途地域における住居の環境の

　　　　　悪化を防止するために必要な措

　　　　　置が講じられた建築物の建築等

　　　　　許可申請手数料

　　　　　１件につき１６０，０００円

　　施行期日　建築基準法の一部を改正す

　　　　　　　る法律の施行の日
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（７）広島市民生委員定数条例の一部 民生委員の定数を改めるもの

改正について（健康福祉局）

　　（現行）　　　　　（改正）

　１，９７１人 　→　１，９８５人

　施行期日　平成３１年１２月１日

（８）広島市児童福祉施設設備基準等 地域包括ケアシステムの強化のための介護

条例等の一部改正について 保険法等の一部を改正する法律の施行等に

（健康福祉局） 伴うもの

（主な改正内容）

　共生型サービス事業の人員、設備及び運

　営の基準を定める。

　　施行期日　平成３１年４月１日

（９）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　平成３１年４月２８日

　施行期日　平成３１年６月１日

名　称

安佐南区上安二丁目７番５６号

位　置

広島市安児童館

名　称 位　置

広島市みどり坂児童館 安芸区瀬野西一丁目３８番２号
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（10）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い保険料

改正について（健康福祉局） の基礎賦課限度額を引き上げるもの

 （現行）　　　　（改正）　

　５８万円　 →　 ６１万円

　施行期日　平成３１年４月１日

（11）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等の改

　正に伴い、災害援護資金の貸付利率を保

　証人の有無に応じて設定するもの

　　施行期日　平成３１年４月１日

（12）広島市廃棄物の処理及び清掃に 事業ごみの分別区分を変更することに伴い、

関する条例の一部改正について プラスチックごみを市長が指定する袋に収

（環境局） 納して焼却施設へ搬入する場合の手数料の

徴収区分等を定める等するもの

※現行の金額は、（５）の条例による改正後の金額である。

　施行期日　平成３２年４月１日

216円 （現行に同じ。）

金額

90リットル袋１袋につき

168円 （現行に同じ。） (現行に同じ。)

(現行に同じ。)

30リットル袋１袋につき 71円 （現行に同じ。）

70リットル袋１袋につき

焼却施
設へ搬
入する
ときあ

23円

可燃ごみ
を焼却施
設へ搬入
するとき

（現行に同じ。）

45リットル袋１袋につき 107円 （現行に同じ。）

131円

90リットル袋１袋につき

埋立地
へ搬入
すると
きああ

45リットル袋１袋につき 65円
プラスチッ
クごみを焼
却施設へ搬
入するとき

45リットル袋１袋につき 65円

70リットル袋１袋につき 101円

70リットル袋１袋につき 101円
90リットル袋１袋につき 131円

(現行に同じ。)

43円

45リットル袋１袋につき 65円

(現行に同じ。)

30リットル袋１袋につき
不燃ごみを
埋立地へ搬
入するとき

10リットル袋１袋につき 14円

現行 改正

区分 単位 金額 区分 単位

(現行に同じ。)

10リットル袋１袋につき
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（13）広島市市営駐車場条例及び広島 市営駐車場（路上駐車場及び路外駐車場）

市道路附属物駐車場条例の一部 及び道路附属物駐車場の利用料金の上限額

改正について（道路交通局） を改定するもの

　（例）路外駐車場

　　　　駐車３０分につき

　　（現行）　　　（改正）

　　　１９０円　→　２１０円

　施行期日　平成３２年４月１日

（14）広島圏都市計画事業（広島平和 西広島駅北口土地区画整理事業の施行に

記念都市建設事業）西広島駅北 よるもの

口土地区画整理事業施行条例の

制定について（都市整備局） （主な規定内容）

　１　施行区域

　　　西区の己斐中一丁目、己斐中二丁目

　　　及び己斐本町一丁目の各一部

　２　事務所の所在地

　　　西区福島町二丁目２番１号

　３　土地区画整理審議会の委員の定数

　　　１０人（うち２人は、学識経験を有

　　　　　　　する者から市長が選任）

　　施行期日　平成３１年４月１日
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（15）広島市市営住宅等条例の一部改 市営店舗を廃止するもの

正について（都市整備局）

　施行期日　平成３１年６月１日

（16）広島市立学校条例の一部改正に 広島中等教育学校への移行完了に伴う安佐

ついて（教育委員会） 北高等学校の廃止

　施行期日　平成３１年４月１日

（17）広島市火災予防条例の一部改正 工業標準化法等の改正に伴う規定の整備

について（消防局）

　施行期日　平成３１年７月１日。ただし、

　　　　　　一部については、公布の日

（18）広島市水道給水条例の一部改正 水道法の改正によるもの

について（水道局）

　指定給水装置工事事業者指定更新手数料

　を定めるもの

　１件につき４，０００円

　施行期日　水道法の一部を改正する法律

　　　　　　の施行の日

名　称 位　置

安佐北高等学校 安佐北区三入東一丁目

名　称 位　置

横川高架下店舗 西区横川町三丁目
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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）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　

（３）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　１，７００万円

　相手方　住所　広島市東区牛田新町三丁

　　　　　　　　目１８番２７号２Ｆ

　　　　　氏名　大濱
おおはま

　香織
かおる

　　　　　資格　税理士

変更前　Ａ 845億7,960万円

変更後　Ｂ 864億2,960万円

増減 Ｂ－Ａ  18億5,000万円
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［追加提出予定案件］

（１）監査委員の選任の同意について 任期満了によるもの

（企画総務局）

（２）広島県公安委員会委員の推薦の 任期満了によるもの

同意について（企画総務局）

（３）土地利用審査会委員の任命の同 任期満了によるもの

意について（都市整備局）

（４）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）
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［参考］

（１）人権擁護委員候補者の推薦につ 任期満了によるもの

いて（市民局）
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