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１ 条例 １８件 

 

第１４３号議案 佐世保市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定の件 

本市一般職及び市長、議員等特別職の期末手当について、人事院勧告に基づく国家公務員

の給与改定に準拠した改定を行うもの 

《改正する条例》 

⑴ 佐世保市職員の給与に関する条例 

⑵ 佐世保市長等の給与に関する条例 

⑶ 佐世保市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

《改正内容》 

一般職及び特別職に係る期末手当の支給月数を年間で０．０５月分引き下げる。 

年度 支給月 区分 現行 → 改正後 適用 

令和 

2年度 
12月期 

特別職 1.7月分 → 1.65月分 令和 2年 

12月 1日 一般職 1.3月分 → 1.25月分 

令和 

3年度 

6月期 
特別職 1.7月分 → 1.675月分 

令和 3年 

4月 1日 

一般職 1.3月分 → 1.275月分 

12月期 
特別職 1.7月分 → 1.675月分 

一般職 1.3月分 → 1.275月分 

（総務部職員課） 

 

第１５１号議案 佐世保市地方創生推進協議会条例を廃止する条例制定の件 

佐世保市まち・ひと・しごと創生総合戦略を第７次佐世保市総合計画に一体化したことに

伴い、佐世保市地方創生推進協議会を廃止するもの 

（企画部政策経営課） 

 

第１５２号議案 佐世保市ふるさと創生基金条例の一部改正の件 

条文中の文言整理を行うもの 

（企画部文化振興課） 

 

第１５３号議案 佐世保市特定個人情報の保護等に関する条例の一部改正の件 

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に係る引用条

項及び重度心身障害児福祉手当の支給に係る特定個人情報の利用について整理するもの 

（総務部総務課） 

 

第１５４号議案 佐世保市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

の一部改正の件 

 地方公務員災害補償法施行規則の一部改正に伴い、遺族補償年金前払一時金が支給された

場合の遺族補償年金の支給停止期間の算定に用いる利率の改正に係る所要の改正を行うも

の  

（総務部職員課） 

 

第１５５号議案 佐世保市税条例の一部改正の件 
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 条文中の文言整理を行うもの 

（財務部市民税課） 

 

第１５６号議案 佐世保市コミュニティセンター条例制定の件 

地域コミュニティの活性化や社会教育の推進に資し、住民主体の自治の実現に向けた取組

を進めるため、公立公民館を廃止し、新たに地域拠点としてコミュニティセンターを設置す

るとともに、その管理に関し必要な事項を定めるもの 

《主な内容》 

⑴ 施設 

現行 変更後 

佐世保市中央公民館 佐世保市まちなかコミュニティセンター（仮称） 

佐世保市公民館（２７地区） 佐世保市コミュニティセンター（２７地区） 

⑵ 運用の主な変更点 

 ・地域振興や社会教育を目的とする収益事業の実施が可能に 

 ・規約等がなくても３人以上であれば利用が可能に 

 ・センターの運営を妨げない範囲において飲食を伴う利用が可能に 

（市民生活部コミュニティ・協働推進課） 

 

第１５７号議案 佐世保市誕生記念品贈与条例の一部改正の件 

 条文中の文言整理を行うもの 

（市民生活部戸籍住民窓口課） 

 

第１５８号議案 佐世保市火災予防条例の一部改正の件 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定

に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、規制対象となる急速充電設備の範囲を拡大し、

設置の届出について定めるもの 

（消防局予防課） 

 

第１５９号議案 佐世保市都市公園条例の一部改正の件 

道路法施行令の一部改正を受け、都市公園を占用する場合の使用料を改定するもの 

（都市整備部公園緑地課） 

 

第１６０号議案 佐世保市特別工業地区建築条例制定の件 

建築基準法の規定に基づき、特別工業地区における建築物の建築の制限に関し必要な事項

を定めるもの  

《制定内容》 

 ⑴ 適用区域 三川内地区特別工業地区、相浦地区特別工業地区 

 ⑵ 建築の制限 ホテル、住宅、学校、料理店、ナイトクラブなど 

（都市整備部建築指導課） 

 

第１６１号議案 佐世保市道路占用料徴収条例の一部改正の件 

道路法施行令の一部改正に伴い、道路占用料を改定するもの 

（土木部土木政策・管理課） 
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第１６２号議案 佐世保市国民健康保険条例の一部改正の件 

地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の軽減措置について対象となる世帯の

所得判定の基準を改正するもの 

（保健福祉部保険料課） 

 

第１６３号議案 佐世保市文化財展示施設条例制定の件 

うつわ歴史館、世知原炭鉱資料館、宇久島資料館、小佐々郷土館及び新たに開設する福井

洞窟ミュージアムを文化財展示施設として位置づけ、その設置及び管理に関し必要な事項を

定めるもの 

（教育委員会教育総務部文化財課） 

 

第１６４号議案 佐世保市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のた

めの固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正の件 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律及び地域経済牽

引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第２５条の地方公共団体等を

定める省令の一部改正に伴い、条文中の引用条項等を整理するもの 

（観光商工部商工労働課） 

 

第１６５号議案 佐世保市冷水岳ふるさと物産館条例を廃止する条例制定の件 

施設の利用実態に鑑み、佐世保市冷水岳ふるさと物産館を廃止するもの 

（農林水産部農業畜産課） 

 

第１６６号議案 佐世保市漁港管理条例の一部改正の件 

模範漁港管理規程例の一部改正に伴い、甲種漁港施設の占用許可の期間を延長し、利用料

等の納付方法について整理するもの 

《改正内容》 

現 行： １ 月（工作物の設置を目的とするものは１年） 

改正後：１０年 

 

第１６７号議案 佐世保市漁民総合センター条例の一部改正の件 

施設の利用実態に鑑み、佐世保市漁民総合センターを市が直接管理するよう改正するもの 

（以上、農林水産部水産課） 

 

２ 一般議案 ２０件 

 

第１６８号議案 工事請負契約締結の件  

⑴ 工事名  令和２年度佐世保市役所本庁舎改修（建築）工事 

⑵ 概要   ３階、４階、６階、７階及び議場の内部改修 延べ面積 6,762.84㎡ 

⑶ 契約方法 制限付き一般競争入札 

⑷ 契約金額 4億 3,874万 500円 

⑸ 相手方  大坪建設・細川建設・エースハウス共同企業体 

⑹ 工期   令和 4年 12 月 28日まで 
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第１６９号議案 工事請負契約締結の件  

⑴ 工事名  令和２年度佐世保市役所本庁舎改修（電気設備）工事 

⑵ 概要   ３階、４階、６階、７階及び議場の改修に伴う電灯設備、動力設備等の改

修 

⑶ 契約方法 制限付き一般競争入札 

⑷ 契約金額 2億 2,207万 6,800円 

⑸ 相手方  長北電設・三洋電気・エイワ電工共同企業体 

⑹ 工期   令和 4年 12 月 28日まで 

 

第１７０号議案 工事請負契約締結の件  

⑴ 工事名  令和２年度佐世保市役所本庁舎改修（機械設備）工事 

⑵ 概要   ３階、４階、６階、７階及び議場の改修に伴う空気調和設備、給排水設備

等の改修 

⑶ 契約方法 制限付き一般競争入札 

⑷ 契約金額 2億 6,188万 8,000円 

⑸ 相手方  エム・ティ・ジ・エンジニアリング ・ ワタナベ空調共同企業体 

⑹ 工期   令和 4年 12 月 28日まで 

（以上、財務部資産経営課） 

 

第１７１号議案 工事請負契約締結の件  

⑴ 工事名  前畑崎辺道路道路改良（トンネル）工事 

⑵ 概要   前畑崎辺道路第２トンネルの建設に伴う掘削、盛土工事等の工事 

⑶ 契約方法 制限付き一般競争入札 

⑷ 契約金額 9億 6,313万 5,800円 

⑸ 相手方  堀内組・親和テクノ・谷村建設共同企業体 

⑹ 工期   令和 4年 5月 31日まで 

（土木部道路整備課） 

 

第１７２号議案 工事請負契約（変更契約）締結の件 

佐世保港三浦地区岸壁におけるフェリー桟橋の上部工の増工に伴い、契約金額を増額する

とともに工期を延長するもの 

⑴ 工事名 佐世保港三浦地区岸壁（－５.５ｍ）改修工事 

⑵ 相手方 株式会社堀内組 

⑶ 変更内容 

①契約金額 1億 3,030万 500円 → 1 億 5,003万 100円 

（1,972万 9,600円増） 

②工事期間 令和 3年 2月 26日まで → 令和 3年 3月 30日まで 

（港湾部みなと整備課） 

 

第１７３号議案 工事請負契約（変更契約）締結の件 

新型コロナウイルス感染症の感染防止並びに本年９月の台風９号及び１０号の影響によ

り工事の進捗に遅れが生じたことに伴い、工事期間を延長するもの 

⑴ 工事名 木場漁港木場北防波堤災害復旧工事 

（令和 2年 3月定例会議決） 
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⑵ 相手方 福丸建設・エム・ティ・ジ・エンジニアリング共同企業体 

⑶ 変更内容 工期 令和 3年 2 月 26日まで → 令和 3年 3月 31日まで 

（農林水産部水産課） 

 

第１７４号議案 市道の認定及び廃止の件 

認定１１路線、廃止１路線 

（土木部土木政策・管理課） 

 

 

第１７５号議案から第１８７号議案まで 別紙「指定管理者指定議案一覧表」のとおり。 

 

 

３ 報告 １件 

 

第２６号報告 建物明渡等請求訴訟の提起及び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      ２件（市営住宅関係）  

     （都市整備部住宅課） 

 

○損害賠償の額の決定  ４件 

①市道の管理瑕疵（２件）  

・市道の管理瑕疵（白木町）        損害賠償額  95,256円 

・市道の管理瑕疵（名切町）        損害賠償額  68,366円 

（土木部土木政策・管理課） 

②農道の管理瑕疵（１件） 

・農道の管理瑕疵（三川内町）       損害賠償額  13,640円  

（農林水産部農林整備課） 

 ③公用車事故（１件） 

   ・土木部による公用車の事故（田原町）   損害賠償額  21,890円  

（土木部土木政策・管理課） 


