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１ 条例 ２１件 

 
第２５号議案 佐世保市職員定数条例の一部改正の件 

事務事業の見直し等に伴い市長部局及び教育委員会の事務局等の職員の定数を変更する

もの 
部局  改正前  改正後   差  

市長部局 1,539 人 → 1,574 人 （ 35 人） 

教育委員会 253 人 → 236 人 （▲17 人） 

その他 659 人  659 人  

合計 2,451 人 → 2,469 人 （  18 人） 

 

第２６号議案 佐世保市事務分掌条例の一部改正の件 
総務部に準部としてＤＸ推進室を設置することに伴い、総務部の事務分掌に自治体のデジ

タル変革（ＤＸ）の推進等に関することを定めるもの 

 

第２７号議案 佐世保市長の調査等の対象となる法人を定める条例の一部改正の件 
地方自治法の規定により市長の調査等の対象となる法人の名称変更に伴い、条文中の法

人名を改めるもの 

（変更前）公益財団法人佐世保市体育協会 

（変更後）公益財団法人佐世保市スポーツ協会 

（以上、行財政改革推進局） 

 

 

第２８号議案 佐世保市過疎等地域振興持続支援事業審査委員会条例制定の件 

本市の附属機関として新たに設置する佐世保市過疎等地域振興持続支援事業審査委員会

の組織及び運営に関する事項を定めるもの 

（企画部地域政策課） 

 

第２９号議案 佐世保市職員の給与に関する条例の一部改正の件 

医療職給料表の職務の級が４級の職員及び行政職給料表の職務の級が８級の職員に係る

扶養手当の額を改定するとともに、給料の調整額の支給を受ける者の範囲に係る文言整理を

行うもの 
《医療職及び行政職の配偶者、父母等を支給対象とする扶養手当の額》 

給料表 職務の級 現行の額 改正後の額 

医療職 
１～３級 

６，５００円 

６，５００円 

    ４級 ０円 

行政職 
１～７級 ６，５００円 

  ８級 ３，５００円 

 

 

第３０号議案 佐世保市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正の件 

 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の廃止に伴い、新型コロナ

ウイルス感染症の定義に係る規定について改めるもの 

（以上、総務部職員課） 
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第３１号議案 佐世保市手数料条例の一部を改正する条例制定の件 
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び同法施行令の一部改正に伴い省エ

ネ基準への適合義務の対象範囲の拡大による適合性判定に係る手数料の額を定めるととも

に条文中の引用条項を整理し、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正に

伴い建物に係る簡易な評価方法が追加されたことにより規定中の文言整理を行い、医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律及び同法施行令の一部改正に伴

い条文中の引用条項を整理し、食品衛生法施行令の一部改正に伴い営業許可に係る手数料の

規定を整理するもの 

 
《省エネ基準への適合義務の対象範囲の拡大》 

 改正前  改正後 

 非住宅 住宅   非住宅 住宅  

大規模 

（2,000 ㎡以上） 
適合義務 

届出義務 

 

⇒ 適合義務 届出義務 

中規模 

（300㎡～2,000㎡未満） 
届出義務 

  （範囲の拡大）  

 

《営業許可に係る手数料の規定の整理》 

許可申請の審査に係る手数料を徴収する業種について見直しを行うことに加え、新規、

更新の別を無くして手数料の額を改定するもの 

（都市整備部建築指導課） 

（保健福祉部保健福祉政策課） 
（保健福祉部生活衛生課） 

 

第３２号議案 佐世保市市民協働推進委員会条例を廃止する条例制定の件 

佐世保市市民協働推進計画第三次計画の終了に伴い、佐世保市市民協働推進委員会を廃止
するもの 

（市民生活部コミュニティ協働推進課） 

 

第３３号議案 佐世保市営住宅条例の一部改正の件 

老朽化した白木住宅を用途廃止するもの 

（都市整備部住宅課） 

 

第３４号議案 佐世保市市道の構造の技術的基準を定める条例及び佐世保市道路占用料徴

収条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定の件 

道路構造令の一部改正に伴い佐世保市市道の構造の技術的基準を定める条例について自

動運行補助施設に係る規定の追加等を行うとともに、道路法施行令の一部改正に伴い佐世保

市道路占用料徴収条例について同施設に係る占用料の規定を設ける等の改正を行うため提
案するもの 

（土木部土木政策・管理課） 

 

第３５号議案 佐世保市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦
覧等の手続に関する条例の一部改正の件 
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、非常災害により生じる廃棄物の処分

を行うための一般廃棄物処理施設の設置の手続に係る特例を定めるもの 
（環境部環境政策課） 

 

第３６号議案 佐世保市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正の

件 
国の制度に準じて職務の級が８級の職員に係る扶養手当の額を改定するもの 

《配偶者、父母等を支給対象とする扶養手当の額》 
職務の級 現行の額 改正後の額 

１～７級 
６，５００円 

６，５００円 

  ８級 ３，５００円 

（水道局総務課） 

 

第３７号議案 佐世保市成年後見制度利用促進協議会条例制定の件 

本市の附属機関として新たに設置する佐世保市成年後見制度利用促進協議会の組織及び

運営に関し必要な事項を定めるもの 

 

第３８号議案 佐世保市介護保険条例の一部改正の件 

第８期介護保険事業計画の策定に伴い、保険料を定めるもの 
《保険料について》 

第８期の保険料は第７期と同額とするもの 

 

第３９号議案 佐世保市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定
める条例等の一部を改正する条例制定の件 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、指定

居宅サービス等の事業の運営等に係る基準について所要の改正を行うもの 

《改正する条例》 

・佐世保市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 

・佐世保市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例 

・佐世保市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定め

る条例 

・佐世保市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定め

る条例 

・佐世保市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準 

・佐世保市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基

準を定める条例 

・佐世保市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

・佐世保市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 

・佐世保市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 
・佐世保市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準 

・佐世保市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

・佐世保市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

・佐世保市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 
《改正の主な内容》 
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感染症対策の強化、業務継続に向けた取組の強化、ハラスメント対策の強化、会議

や多職種連携における ICTの活用、利用者への説明・同意等に係る見直し、記録の保
存等に係る見直し、運営規定等の掲示に係る見直し、高齢者虐待防止の推進等、指定

居宅サービス事業者等が講じるべき措置について定めるもの 

（以上、保健福祉部長寿社会課） 

 
第４０号議案 佐世保市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例等の一部を改正する条例制定の件 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ

ービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、指定障害福祉サー
ビス等の運営等に係る基準について所要の改正を行うもの 

《改正する条例》 

 ・佐世保市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例 

・佐世保市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

・佐世保市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

・佐世保市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例 

・佐世保市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

・佐世保市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

・佐世保市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 

《改正の主な内容》 

性的な言動等により就業環境が害されることを防止するための方針の明確化に係る
措置、非常災害等の発生時における業務継続に向けた計画等の策定や研修・訓練等の

実施、感染症の発生及びまん延等に関する取組、障害者虐待の防止への取組と身体拘

束等の適正化等、指定居宅介護事業者等が講じるべき措置について定めるもの 

（保健福祉部障がい福祉課） 
 

第４１号議案 佐世保市食品衛生に関する管理運営基準を定める条例を廃止する条例制定

の件 

食品衛生法施行規則により営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置につ
いて規定されたことに伴い、不要となる条例を廃止するもの 

 

第４２号議案 佐世保市公衆浴場法施行条例の一部改正の件 

公衆浴場における衛生等管理要領等の一部改正に伴い、男女の混浴制限に係る年齢を引

き下げるもの 

《一般公衆浴場の衛生等の措置の基準の変更》 

  （変更前）おおむね１０歳以上の男女を混浴させないこと 

  （変更後）おおむね ７歳以上の男女を混浴させないこと 

（以上、保健福祉部生活衛生課） 

 

第４３号議案 佐世保市国民健康保険条例の一部改正の件 

国民健康保険事業特別会計の健全な運営を行うことを目的として、介護納付金に係る国民
健康保険税の税率を改定するもの 
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保険税額 改正前 改正後 

 所得割 ２．９０％ ２．６％ 

 世帯割 ７，４００円 ６，５００円 

保険税軽減額（世帯割） 改正前 改正後 

 ７割軽減額 ５，１８０円 ４，５５０円 

 ５割軽減額 ３，７００円 ３，２５０円 

 ２割軽減額 １，４８０円 １，３００円 

（保健福祉部医療保険課） 

 

第４４号議案 佐世保市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正の件 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、母子生活支援施設に配置

する心理療法担当職員の資格要件について所要の改正を行うもの 

（子ども未来部子ども政策課） 

 

第４５号議案 佐世保市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正の件 

福祉医療費の支給対象から寡婦等を削除するもの 

（子ども未来部子ども支援課） 

 

 

２ 一般議案 ６件 
 

第４６号議案 工事請負契約締結の件  

⑴ 工事名  高島漁港浮体式けい船岸（－３．０Ｍ）災害復旧工事 

⑵ 概要   令和２年９月の台風９号により被災した高島漁港浮体式けい船岸の復旧 

工場製作工、係留工、浮体補修・据付工、連絡橋架設工等 

⑶ 契約方法 制限付き一般競争入札 

⑷ 契約金額 2億 3,583万 2,300円 

⑸ 相手方  上滝・橋組共同企業体 

⑹ 工期   令和４年３月１７日まで 

 

第４７号議案 工事請負契約（変更契約）締結の件 

防波堤上部工の施工方法の変更及び作業船の荒天退避等が生じたことに伴い、契約金額を

増額するもの 

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・令和２年１２月定例会議決） 

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 契約金額 1億 5,268万円 → 1億 8,649万 2,900円 

（3,381万 2,900円増） 

（以上、農林水産部水産課） 

 

第４８号議案 包括外部監査契約締結の件 

⑴ 契約の始期  令和３年４月１日 

⑵ 契約の金額  上限額 12,000,000円 

⑶ 契約の相手方 弁護士 田中 亮氏 
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（総務部総務課） 

 
第４９号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画変更の件 

黒島辺地の教員住宅整備事業に伴い、同辺地の総合整備計画を変更するもの 

（企画部地域政策課） 

 
第５０号議案 地方独立行政法人佐世保市総合医療センター定款の一部変更の件 

地籍調査により地方独立行政法人佐世保市総合医療センターが所有する土地の面積に変

更が生じたことに伴い、地方独立行政法人法第８条第２項の規定により同法人の定款を変更

するもの 

 

第５１号議案 地方独立行政法人北松中央病院定款の一部変更の件 

地方独立行政法人北松中央病院設立時における出資の対象とすべき土地の整理に伴い、同

病院が所有する土地及び資本金に変更が生じたことから、地方独立行政法人法第８条第２項

の規定により同法人の定款を変更するもの 

（以上、保健福祉部医療政策課） 

 

３ 報告 ４件 

 
第６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 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症に関

する定義に係る規定の改正について専決処分したので報告し、その承認を求めるもの 

 （保健福祉部医療保険課） 

 

第７号報告 審査請求に係る却下裁決報告の件 

 行政財産目的外使用許可処分の審査請求について却下としたことから、地方自治法第２３

８条の７第４項の規定により報告するもの 

 《審査請求の対象となった処分》 

宇久町総合公園敷地の一部に係る行政財産目的外使用許可処分 

 

第８号報告 審査請求に係る却下裁決報告の件 

 行政財産目的外使用変更許可処分の審査請求について却下としたことから、地方自治法第

２３８条の７第４項の規定により報告するもの 

 《審査請求の対象となった処分》 
宇久町総合公園敷地の一部に係る行政財産目的外使用許可処分を変更する処分 

（以上、総務部総務課） 

 

第９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      １件（市営住宅関係） 

（都市整備部住宅課） 

○損害賠償の額の決定  ８件 

市道の管理瑕疵（２件） 
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・市道の管理瑕疵（大和町）         損害賠償額  117,425円  

・市道の管理瑕疵（鹿子前町）        損害賠償額   63,910円  

（土木部土木政策・管理課） 

市有地の管理瑕疵（１件） 

・山林の管理瑕疵（鹿町町）         損害賠償額  974,600円  

（財務部資産経営課） 

公用車事故 

・消防局公用車の事故（ハウステンボス町）  損害賠償額 464,607円  

（消防局総務課） 

・土木部公用車の事故（桜木町）       損害賠償額 147,050円  
（土木部道路維持課） 

・保健福祉部公用車の事故（船越町）     損害賠償額  29,040円  

（保健福祉部生活衛生課） 

・農林水産部公用車の事故（心野町）     損害賠償額  68,000円 

（農林水産部農業畜産課） 

草刈り作業中の事故 

 ・草刈り作業中の石の飛散による事故     損害賠償額 286,407円 

 （教育委員会教育総務部総務課） 

 

 
 


