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１ 先議案件（条例議案） １件 

 

第 6号議案 佐世保市肉用牛振興基金条例を廃止する条例制定の件 

肉用牛振興対策事業への基金としての役割が果たされたことにより、肉用牛振興基金を廃

止するもの 

（農林水産部農業畜産課） 

 

２ 条例 ４７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、消防局及び教育委員会の事務局等の職員の定数を変

更するとともに、交通局の廃止に伴い交通局の職員の規定を削除するもの 

市長部局  1,549人 → 1,553人（  4人） 

交通局     66人 → 削除（交通局廃止に伴う皆減） 

消防局     368人 →   370人（ 2人） 

教育委員会   248人 →   250人（ 2人） 

 

合計    2,520 人 → 2,462人（△58人） 

（行財政改革推進局） 

 

第 26号議案 西九州させぼ広域都市圏ビジョン懇談会条例の一部改正の件 

西九州させぼ広域都市圏の構成員から佐々町が離脱したことに伴い、構成自治体及び懇談

会の委員の数を整理するもの 

（企画部政策経営課） 

 

第 27号議案 佐世保市営交通船条例の一部改正の件 

旅客運賃の割引等の対象者及びその割合を明確化するとともに、少年院法及び少年鑑別所

法の新規制定に伴う条文中の引用条項の整理などを行うもの 

（企画部宇久行政センター産業建設課） 

 

第 28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 

個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、条文中の引用条項を整理するもの 

 

第 29号議案 佐世保市情報公開条例の一部改正の件 

開示請求に係る不作為についての文言を整理するもの 

 

第 30号議案 佐世保市行政手続条例の一部改正の件 

行政手続法の一部改正の伴い、情報通信の技術を利用した申請及び行政指導に対応した規

定を整備するとともに、条文中の文言を整理するもの 

（以上、総務部総務課） 

 

第 31号議案 佐世保市職員賞じゆつ条例の一部改正の件 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、条文中の引用条

項を整理するもの 
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第 32号議案 佐世保市職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部改正の件 

条文中の文言整理を行うもの 

 

第 33号議案 佐世保市職員公務災害補償付加給付金支給条例の一部改正の件 

船員保険法の一部改正に伴う条文中の文言整理を行うとともに、地方公務員災害補償法の

一部改正に伴い条文中の引用条項を整理するもの 

 

第 34 号議案 佐世保市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正の件 

公職選挙法の一部改正に伴い、条文中の引用条項を整理するもの 

 

第 35号議案 佐世保市職員退職手当支給条例の一部改正の件 

独立行政法人通則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 36号議案 佐世保市基金条例の一部改正の件 

地方自治法の一部改正に伴い、条文中の引用条項を整理するもの 

（財務部財政課） 

 

第 37号議案 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正の件 

災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令の一部改正に伴い、災害援護資金の貸付

利率を変更し、償還方法の追加等を行うもの 

《主な内容》 

⑴ 貸付利率 年 3パーセント → 無利子 

⑵ 償還方法 年賦償還 → 年賦償還、半年賦償還又は月賦償還 

（市民生活部市民安全安心課） 

 

第 38号議案 佐世保市手数料条例の一部を改正する条例の一部改正の件 

個人番号カード利用者に住民票の写し等をコンビニエンスストア等で交付する場合の手

数料の減額措置を 2年間延長するもの 

※減額措置（通常額から 100円引き） 

（変更前） 平成 28年 1月 20日から平成 31年 3月 31日まで 

（変更後） 平成 28年 1月 20日から平成 33年 3月 31日まで 

（財務部市民税課） 

（市民生活部戸籍住民窓口課） 

 

第 39号議案 佐世保市火災予防条例の一部改正の件 

工業標準化法の一部改正に伴い、条文中の文言を整理するもの 

（消防局予防課） 

 

第 40号議案 佐世保市営住宅条例の一部改正の件 

老朽化した中里下住宅を用途廃止するとともに、花高１住宅の位置の規定を整理するもの 

（都市整備部住宅課） 
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第 41号議案 佐世保市中央公園の管理に関する条例制定の件 

中央公園のうち、公募設置等指針において指定する事業区域を指定管理者による管理とす

るもの 

（都市整備部公園緑地課） 

 

第 42号議案 佐世保市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件 

中央公園における公募設置管理制度（Park－PFI）の導入に伴い、公募対象公園施設の建

蔽率の緩和、都市公園法第 5 条第 1 項の許可を受けた者に対する土地及び建物の使用料の

設定等を行うもの 

《主な内容》 

⑴ 建蔽率の緩和 

   公募対象公園施設の建蔽率について 10パーセントを限度に上乗せする。 

⑵ 都市公園法第 5条第 1項の許可を受けた者に対する土地及び建物の使用料 

   都市公園法第 5 条第 1 項（公園管理者以外の者の公園施設の設置等）の許可を

受けた者に対する土地及び建物の使用料は、佐世保市行政財産使用料条例に定める

使用料の額とする。 

⑶ 公募対象公園施設の使用料 

   公募対象公園施設の収益及び特定公園施設の整備費用等を勘案して規則で定め

る額とする。 

⑷ 中央公園駐車場の料金設定 

普通自動車 最初の 1時間までは無料とし、以後 30分までごとに 100円とする。 

小型自動車  

軽自動車  

大型自動車 30分までごとに 300円とする。 

⑸ 多目的広場及び多目的広場照明の使用料の廃止 

   多目的広場の廃止に伴い、関係規定を整理するもの 

⑹ 動力付きゴーカートの使用料の廃止 

   交通公園の廃止に伴い、関係規定を整理するもの 

（都市整備部公園緑地課） 

（市民生活部市民安全安心課） 

 

第 43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 

平成 32年 4月 1日から宇久地域と本土のごみの排出方法を統一するとともに、条文中の

文言を整理するもの 

（環境部環境政策課・廃棄物減量推進課） 

 

第 44号議案 佐世保市環境教育等推進協議会条例の一部改正の件 

平成 31年 4月 1日付の機構改革に伴い、環境教育等推進協議会の庶務を処理する課を変

更するもの 

 

第 45号議案 佐世保市環境保全条例の一部改正の件 

条文中の準用規定を整理するもの 

（以上、環境部環境保全課） 
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第 46号議案 佐世保市民生委員定数条例の一部改正の件 

民生委員の一斉改選に伴い、地域の実情等に鑑み定数を変更するもの 

 

第 47号議案 佐世保市保健所及び保健福祉センター条例の一部改正の件 

施設の利用実態に鑑み、東部保健福祉センターを廃止するもの 

（以上、保健福祉部保健福祉政策課） 

 

第 48号議案 佐世保市立急病診療所条例の一部改正の件 

条文中に引用する告示の廃止に伴い、所要の改正を行うもの 

（保健福祉部急病診療所） 

 

第 49 号議案 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の全

部改正の件 

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について、条例及び規則で各々定めて

いる規定を条例に統合するとともに、条文中の文言等を整理するもの 

 

第 50 号議案 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の全部改

正の件 

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について、条例及び規則で各々定めている

規定を条例に統合するもの 

 

第 51 号議案 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の全部改

正の件 

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準について、条例及び規則で各々定めている規

定を条例に統合するもの 

 

第 52号議案 佐世保市江迎特別養護老人ホーム条例の一部改正の件 

介護保険法の一部改正に伴い、条文中の引用条項を整理するもの 

 

第 53 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

める条例の全部改正の件 

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の一部改正に伴い、共生型

居宅サービスに関する基準を定めるとともに、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準について条例及び規則で各々定めている規定を条例に統合するもの 

 

第 54 号議案 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

準を定める条例の全部改正の件 

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、共生型介護予防サ

ービスに関する基準を定めるとともに、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運

営等に関する基準について条例及び規則で各々定めている規定を条例に統合するもの 
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第 55 号議案 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

準を定める条例の一部改正の件 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、共

生型地域密着型サービスに関する基準を定めるとともに、介護保険法の一部改正に伴う引用

条項の整理等を行うもの 

 

第 56 号議案 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の一部改正の件 

介護保険法の一部改正に伴う引用条項の整理等を行うもの 

 

第 57 号議案 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

例の全部改正の件 

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について条例及び規則で各々定

めている規定を条例に統合するとともに、条文中の引用条項を整理するもの 

 

第 58 号議案 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を定める

条例の全部改正の件 

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について条例及び規則で各々定

めている規定を条例に統合するもの 

 

第 59 号議案 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を

定める条例の全部改正の件 

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について条例及び規則で

各々定めている規定を条例に統合するとともに、介護保険法の一部改正に伴い介護医療院に

関する規定を追加するもの 

 

第 60 号議案 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を定める

条例の一部改正の件 

介護保険法の一部改正に伴う引用条項の整理等を行うもの 

 

第 61 号議案 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を定め

る条例の全部改正の件 

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について条例及び規則で各々

定めている規定を条例に統合するもの 

（以上、保健福祉部長寿社会課） 

 

第 62号議案 佐世保市障害者文化体育施設条例の一部改正の件 

条文中の文言整理を行うもの 

 

第 63 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

を定める条例の一部改正の件 

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の一部改正に伴い、共生型障害福祉サー

ビスに関する基準を定めるもの 

（以上、保健福祉部障がい福祉課） 
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第 64号議案 佐世保市老人・身体障害者憩いの家条例の一部改正の件 

条文中の文言整理を行うもの 

（保健福祉部健康づくり課） 

 

第 65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において必要な経費を賄うため、国民健康保険税の税率を改定

するもの 

《改正内容》 

税率の改定 

区分 現行 改正後 

所得割額 

医療分 8.60％ 8.90％ 

後期高齢者支援金等分 2.90％ 2.90％ 

介護納付金分 2.50％ 2.50％ 

均等割額 

医療分 24,400円 25,200円 

後期高齢者支援金等分 8,400円 8,400円 

介護納付金分 8,200円 8,200円 

世帯割額 

医療分 

特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 24,000円 24,800円 

特定世帯 12,000円 12,400円 

特定継続世帯 18,000円 18,600円 

後期高齢者

支援金等分 

特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 8,200円 8,200円 

特定世帯 4,100円 4,100円 

特定継続世帯 6,150円 6,150円 

介護納付金分 7,000円 7,000円 

※「特定世帯及び特定継続世帯」とは、世帯内の国民健康保険加入者が 75 歳になるなどして国民健康保

険から後期高齢者医療制度に移行したために、被保険者の人数が１人になった世帯のこと。「特定世帯」

は、医療分と後期高齢者支援分の世帯割が５年間半額に軽減され、５年間経過後は、さらに３年間「特

定継続世帯」として世帯割が４分の１軽減される。 

（保健福祉部医療保険課） 

 

第 66 号議案 佐世保市家庭的保育事業等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 

条文中の引用条項を整理するもの 

 

第 67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 

条文中の引用条項を整理するもの 

（以上、子ども未来部子ども支援課） 

 

第 68号議案 佐世保市文化財保護条例の一部改正の件 

条文中の引用条項を整理するもの 

（教育委員会文化財課） 

 

第 69号議案 佐世保市鹿町地区体育施設条例の一部改正の件 

鹿町海洋スポーツ基地の自然体験館及びテントサイトの休館日を延長するもの 

（教育委員会スポーツ振興課） 
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第 70号議案 佐世保市立図書館設置条例の一部改正の件 

図書館駐車場を有料化し、指定管理者による管理とするもの 

（教育委員会図書館） 

 

第 71号議案 佐世保市世知原温浴・宿泊施設条例の一部改正の件 

宿泊需要に応じた料金設定を可能とするとともに、受益者負担の見直し及び消費税率の引

き上げに伴い、世知原温浴・宿泊施設（山暖簾）の利用料金を改定するものです。 

（観光商工部観光課） 

 

 

３ 一般議案 １０件 

 

第 72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 

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

針尾西町に編入するもの 

（農林水産部水産課） 

 

第 73号議案 包括外部監査契約締結の件 

⑴ 契約の始期  平成 31年 4月 1日 

⑵ 契約金額   上限額 12,000,000 円 

⑶ 契約の相手方 弁護士 渡会 祐二氏 

（総務部総務課） 

 

第 74号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画策定の件（平松辺地） 

第 75号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画策定の件（下宇戸辺地） 

第 76号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画策定の件（黒島辺地） 

第 77号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画策定の件（平辺地） 

第 78号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画策定の件（野方辺地） 

第 79号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画策定の件（小浜辺地） 

第 80号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画策定の件（神浦辺地） 

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づき、各

辺地地域に係る平成３１年度から平成３５年度までの５年間の総合整備計画を策定するも

の 

（企画部地域政策課） 

 

第 81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期中期計画の認可の件 

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計画を定めるもの 

（保健福祉部医療政策課） 

 

 

４ 報告 １件 
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第 1 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  ５件 

①市道の管理瑕疵（１件） 

・市道の管理瑕疵（陣の内町）       損害賠償額   7,560円 

（土木部土木政策・管理課） 

②公用車事故（２件） 

・消防局公用車の事故（小野町）      損害賠償額   13,003円 

（消防局西消防署） 

・環境部公用車の事故（赤崎町）      損害賠償額  167,400 円 

（環境部廃棄物減量推進課） 

③施設の管理瑕疵（２件） 

・港湾施設の管理瑕疵（新港町）      損害賠償額  156,418円  

（港湾部みなと整備課） 

・廃棄物処理施設の管理瑕疵（下本山町）  損害賠償額   13,932円  

（環境部施設課） 


