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１ 条例 １０件 

 

第１７１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 

 本市一般職職員の給与及び勤勉手当並びに特別職の期末手当について人事院勧告等に準

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》 

⑴ 佐世保市職員の給与に関する条例の一部改正 

① 行政職給料表及び医療職給料表について、初任給や若年層に重点を置いて 400

～1,500円の引き上げ（行政職の平均改定額 626円・0.2％増） 

（平成 30年 4月 1日から適用） 

② 勤勉手当の支給月数を年間で 0.05月分引上げ 

（期末・勤勉手当合計 4.4月分 → 4.45月分） 

（平成 30年 12月 1日から適用） 

⑵ 佐世保市長等の給与に関する条例の一部改正 

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の一部改正 

・期末手当の支給月数を年間で 0.05月分引上げ 

（期末手当合計 3.3月分 → 3.35月分） 

（⑵⑶とも平成 30年 12月 1日から適用） 

 

第１７２号議案 佐世保市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正の件 

学校教育法の一部改正に伴い、条文中の引用条項を整理するもの 

（以上、総務部職員課） 

 

第１７３号議案 佐世保市債権管理条例の一部改正の件 

徴収の可能性が極めて低い債権の整理を推進するため、債権の放棄に関し対象となる債権

及び項目を追加するもの 

（財務部債権管理対策室） 

 

第１７４号議案 佐世保市景観条例の一部改正の件 

重点景観計画策定の今後の動向に鑑み、届出対象行為の規模について規則に委任するとと

もに、景観審議会委員の委員数及び任期を改定するもの 

（都市整備部まち整備課） 

 

第１７５号議案 佐世保市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正の件 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正に伴い、市が設置する一般廃棄物

処理施設の技術管理者の資格要件に専門職大学前期課程修了者を加えるとともに、し尿等処

理物の海洋投棄の禁止に伴う所要の改正を行うもの 

（環境部環境政策課） 
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第１７６号議案 佐世保市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者

の資格基準に関する条例の一部改正の件 

水道法施行令及び水道法施行規則の一部改正に伴い、水道の布設工事監督者及び水道技術

管理者の資格要件に専門職大学前期課程修了者を加える等の改正を行うもの 

（水道局水道整備課） 

 

第１７７号議案 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を定め

る条例の一部改正の件 

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の一部改正に伴い、検体検査の

精度の確保に係る所要の改正を行うもの 

（保健福祉部長寿社会課） 

 

第１７８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及び佐

世保市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例制定の件 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準の一部改正に伴い、母子支援員及び放課後児童支援員の資格要件に専門職大学

前期課程修了者を加えるもの 

（子ども未来部子ども政策課・子ども育成課） 

 

第１７９号議案 佐世保市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認

定こども園の認定に関する要件を定める条例制定の件 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正によ

る権限移譲に伴い、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こど

も園の認定に関する設備及び運営の基準を定めるもの 

（子ども未来部子ども支援課） 

 

第１８０号議案 佐世保市宇久家畜診療所条例の一部改正の件 

条文中に引用する告示が廃止され、新たな告示が制定されたことに伴い、所要の改正を行

うもの 

（農林水産部農業畜産課） 

 

 

２ 一般議案 ３０件 

 

第１８１号議案 工事請負契約締結の件  

⑴ 工事名  新田住宅１番館建替（建築）工事 

⑵ 概要   鉄筋コンクリート造６階建て 延べ床面積 1,489.85㎡ 

⑶ 契約方法 制限付き一般競争入札 

⑷ 契約金額 2億 6,595 万円 

⑸ 相手方  山口弘工務店・大昭建設共同企業体 

⑹ 工期   平成 32年 1月 8日まで 

（都市整備部住宅課） 
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第１８２号議案 工事請負契約（変更契約）締結の件 

本年７月の集中豪雨災害に伴う緊急対応及び復旧工事並びに岩盤掘削工法の追加等に伴

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 市営工業団地（相浦地区）造成工事（平成 29年 12月定例会議決） 

⑵ 相手方 堀内組・誠伸建設・谷村建設共同企業体 

⑶ 変更内容 

①工事数量 ・集中豪雨緊急対応及び復旧工事 

土砂撤去及び河川浚渫 一式 側溝新設（400＊400）Ｌ＝40.0m 

・工法の追加（火薬併用リッパ掘削：73,130㎥） 

②契約金額 10億 3,380万 6,240円 → 11億 3,216万 1,840 円 

（9,835万 5,600円増） 

③工期   平成 31年 3月 15日まで → 平成 31年 6月 28日まで 

（企業立地推進局） 

 

第１８３号議案 佐世保市有財産無償譲渡の件 

⑴ 財産の種類  土地・建物（星和台公民館の土地及び建物） 

⑵ 所在、地積、構造等 

①土地 星和台町 1460番 313 508.47 ㎡ 

②建物 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺き平屋建て 93.49㎡ 

⑶ 譲渡先    認可地縁団体星和台公民館 

（財務部財産管理課） 

 

第１８４号議案 佐世保市有財産無償譲渡の件 

⑴ 財産の種類  土地・建物（神崎地区公民館の土地及び建物） 

⑵ 所在、地積、構造等 

①土地 小佐々町矢岳 84番 5ほか 3筆 1,161.47㎡ 

②建物 木造瓦葺き２階建て 346.56 ㎡ 

⑶ 譲渡先    認可地縁団体神崎自治会 

 

第１８５号議案 佐世保市有財産無償譲渡の件 

⑴ 財産の種類  土地・建物（小坂地区交流館の土地及び建物） 

⑵ 所在、地積、構造等 

①土地 小佐々町小坂 269番 1ほか 3筆 1,565.68㎡ 

②建物 木造瓦葺き平屋建て 154.02 ㎡ 

⑶ 譲渡先    認可地縁団体小坂自治会 

（以上、市民生活部コミュニティ・協働推進課） 

 

第１８６号議案 佐世保市有財産処分の件 

⑴ 財産の種類 土地（ウエストテクノ佐世保分譲地） 

⑵ 所在地   小佐々町葛籠 278番 19 

⑶ 地積    1万 9,670.79㎡ 

⑷ 処分価格  1億 9,670万 7,900円 

⑸ 処分先   双葉産業株式会社 

（企業立地推進局） 
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第１８７号議案 連帯保証債務履行請求訴訟の提起の件 

破産した株式会社宇久食品に対する貸付金の未償還分について、貸金返還債務の連帯保証

人である相手方に、連帯保証債務の履行を求める訴訟を提起するもの 

（観光商工部商工物産課） 

 

第１８８号議案 市道の認定の件 

認定 3路線 

（土木部土木政策・管理課） 

 

第１８９号議案 地方独立行政法人佐世保市総合医療センター第２期中期目標の策定の件 

地方独立行政法人法の規定により、平成 31 年度から平成 33 年度までの地方独立行政法

人佐世保市総合医療センターの中期目標を定めるもの 

（保健福祉部医療政策課） 

 

第１９０号議案から第１９９号議案まで 別紙「指定管理者指定議案一覧表」のとおり。 

 

第２００号議案 佐世保市及び平戸市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結

に関する協議の件 

第２０１号議案 佐世保市及び松浦市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結

に関する協議の件 

第２０２号議案 佐世保市及び西海市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結

に関する協議の件 

第２０３号議案 佐世保市及び東彼杵町における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締

結に関する協議の件 

第２０４号議案 佐世保市及び川棚町における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結

に関する協議の件 

第２０５号議案 佐世保市及び波佐見町における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締

結に関する協議の件 

第２０６号議案 佐世保市及び小値賀町における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締

結に関する協議の件 

第２０７号議案 佐世保市及び佐々町における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結

に関する協議の件 

第２０８号議案 佐世保市及び新上五島町における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の

締結に関する協議の件 

第２０９号議案 佐世保市及び伊万里市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締

結に関する協議の件 

第２１０号議案 佐世保市及び有田町における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結

に関する協議の件 

連携中枢都市圏である西九州させぼ広域都市圏を形成するために、本市と１１市町との間

で連携協約の締結について協議するもの 

《連携協約に規定する主な事項》 

・連携協約の目的 

・基本方針 
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・連携する取組及び役割分担 

・費用負担 

（企画部政策経営課） 

 

 

３ 報告 １件 

 

第２２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      ３件（市営住宅関係）  

     （都市整備部住宅課） 

 

○損害賠償の額の決定  ６件 

①市道の管理瑕疵（１件） 

・市道の管理瑕疵（上相浦町）       損害賠償額  214,542円 

（土木部土木政策・管理課） 

②公用車事故（１件） 

・消防局公用車の事故（塩浸町）      損害賠償額   4,320円 

（消防局東消防署） 

③市有地の管理瑕疵（２件） 

・市有地の管理瑕疵（小佐々町小坂）    損害賠償額  291,654円  

・市有地の管理瑕疵（江迎町埋立）     損害賠償額   51,840円  

（財務部財産管理課） 

④学校施設の管理瑕疵（１件） 

・学校施設の管理瑕疵（広田一丁目）    損害賠償額  327,000 円  

（教育委員会総務課） 

⑤業務中の事故（１件） 

・差し押さえた車両の事故（小佐々町西川内） 損害賠償額   61,819円  

（保健福祉部保険料課） 

 


