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議案の概要 
（条例、一般議案関係） 
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１ 条例 ５件 

 

第６０号議案 佐世保市税条例の一部改正の件 

地方税法の一部改正に伴い、法人市民税法人税割の税率引下げを行い、地域決定型地方税

制特例措置（わがまち特例）に係る固定資産税の課税標準の特例割合を定めるとともに、軽

自動車税の税率引上げ及び経年車重課などを行うもの 

《主な内容》 

・法人市民税法人税割の税率引下げ 14.7/100 → 12.1/100（H26.10.1 施行） 

・固定資産税の課税標準の特例割合（わがまち特例） 

公害防止用設備 ３分の１など 

浸水防止用設備 ３分の２ 

ノンフロン製品 ４分の３ 

（平成 27年度課税から） 

・軽自動車税の税率引上げ 

四輪以上のもの・自家用 年額 7,200 円 → 10,800 円 など 

（平成 27年度課税から） 

・軽自動車税の経年車重課（14年を経過する年度分から） 

四輪以上のもの・自家用 年額 12,900 円 など 

（平成 28年度課税から） 

（財務部市民税課・資産税課） 

 

第６１号議案 佐世保市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正

の件 

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い、非常勤消防

団員に対する退職報償金の支給額を引き上げるもの 

《退職報償金の支給額の引上げ》 

団長（勤務 30年以上） 929千円 → 979千円（引上額 50千円） 

団員（勤務 30年以上） 639千円 → 689千円（引上額 50千円） 

団員（勤務 5～10年）  144千円 → 200千円（引上額 56千円） など 

（消防局総務課） 

 

第６２号議案 佐世保市火災予防条例の一部改正の件 

消防法施行令の一部改正に伴い、屋外イベント等におけるコンロ、ストーブ等の対象火気

器具等の使用者に対し消火器の準備を義務づけるとともに、屋外イベント等において対象火

気器具等を使用する露店等を開設する場合には、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出る

ことを義務づけるもの 

（消防局予防課） 

 

第６３号議案 佐世保市立児童養護施設設置条例を廃止する条例制定の件 

児童養護施設「天心寮」を民間移譲するため条例を廃止するもの 

（子ども未来部子ども育成課） 
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第６４号議案 西海国立公園九十九島動植物園条例の全部改正の件 

より効果的な経営を推進するとともに、本市の動植物園として持続可能な運営体制を確立

するため、平成２７年４月から九十九島動植物園（森きらら）を指定管理者による管理に移

行するもの 

（観光物産振興局動植物園） 

 

 

２ 一般議案 １０件 

 

第６５号議案 市道の認定の件 

認定 ６路線 

（土木部土木政策・管理課） 

 

第６６号議案 あらたに生じた土地の確認及び町の区域変更の件 

光町地先における公有水面埋立工事が竣功したので、あらたに生じた土地を確認し、同町

に編入するもの 

（都市整備部建築指導課） 

 

第６７号議案 公有水面埋立てに関する意見の件 

干尽町地先の公有水面埋立てに関し、佐世保港港湾管理者に対し支障がない旨の意見を述

べるもの 

（港湾部みなと振興・管理課） 

 

第６８号議案 佐世保市有財産無償譲渡の件 

⑴ 財産の種類  建物（児童養護施設「天心寮」建物） 

⑵ 構造・床面積 本舎 鉄筋コンクリート・鉄骨造２階建てほか 1,218.22㎡ 

別棟 鉄筋コンクリート造２階建て 327.4 ㎡ 

⑶ 譲渡先    社会福祉法人若竹寮 

（子ども未来部子ども育成課） 

 

第６９号議案 佐世保市有財産取得の件 

⑴ 財産の種類 建物（栄・常盤地区市街地再開発ビル内保留床） 

⑵ 所在地   常磐町 72番 2（常盤南ビル） 

⑶ 面積    1,476.23 ㎡ 

⑷ 取得価格  6億 3,565万 8,172 円 

（子ども未来部子ども保健課） 
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第７０号議案 工事請負契約締結の件 

⑴ 工事名  鹿町小学校屋内運動場改築（建築）工事 

⑵ 概要   鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）平屋建て 延べ面積 893.67 ㎡ 

⑶ 契約方法 制限付き一般競争入札 

⑷ 契約金額 2億 3,533 万 2,000円 

⑸ 相手方  協和土建・枝吉組共同企業体 

⑹ 工期   平成 27年 3月 20日まで 

（教育委員会総務課） 

 

第７１号議案 工事請負契約（変更契約）締結の件 

平成２５年度公共工事設計労務単価等を適用して設計価格を積算した本契約について、本

年２月から適用となった公共工事設計労務単価等に基づき契約金額を変更するもの 

⑴ 工事名 佐世保市役所非常用電源整備（電気設備）工事（平成 26年 3月定例会議決） 

⑵ 相手方 共新電設工業・木下電気商会・星佑空調共同企業体 

⑶ 変更内容 

契約金額 4億 4,832万 4,200円 → 4億 5,194万 8,680円（362万 4,480 円増） 

（財務部財産管理課） 

 

第７２号議案 工事請負契約（変更契約）締結の件 

公共工事設計労務単価等が急激に変動しているため、工事請負契約書に定めるインフレス

ライド条項に基づき契約金額を変更するもの 

⑴ 工事名 泉福寺住宅１１号館建替（建築）工事（平成 25年 9月定例会議決） 

⑵ 相手方 みなと建設・森建設・商業施設社共同企業体 

⑶ 変更内容 

契約金額 4億 6,712万 4,000円 → 4億 9,052万 8,680円（2,340万 4,680 円増） 

（都市整備部住宅課） 

 

第７３号議案 工事請負契約（変更契約）締結の件 

公共工事設計労務単価等が急激に変動しているため、工事請負契約書に定めるインフレス

ライド条項に基づき契約金額を変更するもの 

⑴ 工事名 佐世保港三浦地区泊地（-10ｍ）浚渫⑵工事 

（平成 25年 12月定例会議決・平成 26年 3月定例会変更議決） 

⑵ 相手方 トモダ・古賀工業・まるとみ環境共同企業体 

⑶ 変更内容 

契約金額 4億 875万 3,000円 → 4億 1,185万 5,840 円（310万 2,840 円増） 

（港湾部みなと整備課） 
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第７４号議案 工事請負契約（変更契約）締結の件 

平成２５年度公共工事設計労務単価等を適用して設計価格を積算した本契約について、本

年２月から適用となった公共工事設計労務単価等に基づき契約金額を変更するもの 

⑴ 工事名 佐世保市民文化ホール公開活用整備（建築）工事 

（平成 26年 3月定例会議決） 

⑵ 相手方 松枝組・佐世保道路共同企業体 

⑶ 変更内容 

契約金額 3億 1,482万円 → 3億 1,944万 8,880 円（462万 8,880円増） 

（教育委員会社会教育課） 

 

 

３ 報告 ６件 

 

第１６号報告 佐世保市国民健康保険条例の一部を改正する条例に係る市長専決処分報告

の件 

地方税法施行令等の一部改正に伴い、保険税の課税限度額に関する規定及び保険税の軽減

措置における減額の基準となる所得額に関する規定等に係る所要の改正について専決処分

したので報告し、承認を求めるもの 

（保健福祉部医療保険課・保険料課） 

 

第１７号報告 佐世保市宇久ターミナルビルの指定管理者の指定に係る市長専決処分報告

の件 

指定管理者申請取下届のあった宇久ターミナルビルの指定管理者の指定について専決処

分したので報告し、承認を求めるもの 

⑴ 指定管理者 宇久町商工会 

⑵ 指定の期間 平成 26年 4月 1日～平成 26年 9月 30日（６か月間） 

（企画部宇久行政センター住民課） 

 

第１８号報告 損害賠償請求訴訟の提起に係る市長専決処分報告の件 

平成 24 年 4 月 25 日に発生した市道赤崎住宅循環線の崩落事故に係る損害賠償請求訴訟

の提起について専決処分したので報告し、承認を求めるもの 

（土木部土木政策・管理課） 

 

第１９号報告 損害賠償の額の決定に係る市長専決処分報告の件 

第２０号報告 損害賠償の額の決定に係る市長専決処分報告の件 

平成 23 年 7 月 16 日に発生した市立総合病院における医療事故に係る損害賠償の額の決

定について専決処分したので報告し、議会の承認を求めるもの 

損害賠償額 5,009 万 6,061円（本人分） 

損害賠償額 1,000 万円（親族分） 

（総合病院総務課） 
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第２１号報告 建物明渡等請求訴訟の提起及び和解の申立て並びに損害賠償の額の決定に

係る市長専決処分報告の件 

○訴えの提起  ３件（市営住宅関係） 

○和解の申立て １件（   〃   ）         （以上、都市整備部住宅課） 

○損害賠償の額の決定 １１件 

・公用車事故（２件） 

勝海町における事故 損害賠償額  66,700円         （財務部納税課） 

春日町における事故 損害賠償額 437,950円     （農水商工部農業畜産課） 

・市道、施設等の管理瑕疵（９件） 

市有地（白南風町）の管理瑕疵 損害賠償額 168,000 円 

       〃       損害賠償額 477,740 円 

（以上、財務部財産管理課） 

泉福寺住宅第２駐車場の管理瑕疵 損害賠償額 131,733 円 

崎岡住宅の管理瑕疵       損害賠償額 136,317 円 

（以上、都市整備部住宅課） 

里道（天神二丁目）の管理瑕疵 損害賠償額  5,368 円 

市道（江上町）の管理瑕疵   損害賠償額 837,246 円 

市道（御船町）の管理瑕疵   損害賠償額  23,625 円 

市道（指方町）の管理瑕疵   損害賠償額 121,715 円 

（以上、土木部土木政策・管理課） 

船越展望所駐車場の管理瑕疵 損害賠償額 93,240円     （観光物産振興局） 

 

 

 


