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議案の概要 
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１ 条例 １２件 

 

第８７号議案 佐世保市基金条例の一部改正の件 

合併市町村振興基金を地域住民の連帯の強化及び地域振興等に資する事業の財源として

活用するため、同基金の処分に関する規定を設けるもの 

（企画部地域政策課） 

 

第８８号議案 佐世保市火災予防条例の一部改正の件 

平成２５年８月に京都府福知山市で発生した花火大会火災を踏まえ、大規模な催しを主催

する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務計画の作成・提出等を義務付け

るとともに、業務計画を提出しなかった者に対する罰則規定を設けるもの 

（消防局予防課） 

 

第８９号議案 佐世保市早岐駅東口広場駐車場条例制定の件 

早岐駅周辺整備推進事業により整備される早岐駅東口駐車場を本市の公の施設とするも

の 

（都市整備部まち整備課） 

 

第９０号議案 佐世保市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部

改正の件 

建築基準法施行令の一部改正に伴い、条文中の引用条項を整理するもの 

（都市整備部建築指導課） 

 

第９１号議案 佐世保市手数料条例の一部改正の件 

薬事法の一部改正に伴い、条文中の文言整理を行うもの 

（保健福祉部保健福祉政策課） 

 

第９２号議案 佐世保市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例制定の件 

子ども・子育て支援法の制定に伴い、本市における認定こども園、幼稚園及び保育所の施

設型給付並びに家庭的保育事業、小規模保育事業等の地域型保育給付の対象となる施設及び

事業の運営に関する基準を定めるもの 

（子ども未来部子ども支援課） 

 

第９３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制定

の件 

児童福祉法の一部改正に伴い、本市における家庭的保育事業、小規模保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定めるもの 

（子ども未来部子ども支援課） 

 

第９４号議案 佐世保市の保育の実施に関する条例を廃止する条例制定の件 

児童福祉法の一部改正に伴い、保育の実施基準については児童福祉法及び子ども・子育て

支援法の定めるところによることとなったため、条例を廃止するもの 

（子ども未来部子ども支援課） 
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第９５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 

母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴い、条文中の文言整理を行うもの 

（子ども未来部子ども支援課） 

 

第９６号議案 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

例制定の件 

児童福祉法の一部改正に伴い、本市における放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定めるもの 

（子ども未来部子ども育成課） 

 

第９７号議案 佐世保市立保育所及び佐世保市子育て支援センター条例の一部改正の件 

子ども・子育て支援法の制定及び児童福祉法の一部改正に伴い、浅子保育所、高島保育所

及び宇久ふたば保育所を地域型保育事業を行う保育事業所と位置づけるとともに、本市が設

置する保育所及び保育事業所の保育料に係る規定を設け、併せて、条文中の文言整理を行う

もの 

（子ども未来部子ども育成課） 

 

第９８号議案 佐世保市立幼稚園条例の一部改正の件 

子ども・子育て支援法の制定に伴い、市立幼稚園の保育料を所得に応じた負担とするとと

もに、入園料についてもこれを廃止し毎月の保育料に含めることとするもの 

（教育委員会学校教育課） 

 

 

２ 一般議案 １１件 

 

第 ９９ 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 

第１００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 

東浜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２件を確認し、

同町に編入するもの 

（港湾部みなと整備課） 

 

第１０１号議案 工事請負契約締結の件 

⑴ 工事名  大黒住宅１番館建替（建築）工事 

⑵ 概要   鉄筋コンクリート造５階建て一部４階建て 延べ面積 3,747.41 ㎡ 

⑶ 契約方法 制限付き一般競争入札 

⑷ 契約金額 5億 212万 4,400円 

⑸ 相手方  山口弘工務店・大昭建設・金保建設共同企業体 

⑹ 工期   平成 27年 9月 7日まで 

（都市整備部住宅課） 
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第１０２号議案 工事請負契約締結の件 

⑴ 工事名  佐世保港三浦地区泊地（-10ｍ）浚渫工事 

⑵ 概要   浚渫工一式 浚渫 約 36,000㎥ 

⑶ 契約方法 制限付き一般競争入札 

⑷ 契約金額 2億 491万 5,096円 

⑸ 相手方  親和テクノ・平成建設共同企業体 

⑹ 工期   平成 27年 3月 31日まで 

（港湾部みなと整備課） 

 

第１０３号議案 工事請負契約（変更契約）締結の件 

岩盤の浚渫作業量が増加したため、契約金額を増額するもの 

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月定例会及び 6月定例会一部変更議決） 

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 

①工事数量 浚渫 約 55,000 ㎥ → 約 56,000㎥（約 1,000㎥増） 

②契約金額 4億 1,185万 5,840円 → 4億 7,936万 6,640円（6,751万 800円増） 

（港湾部みなと整備課） 

 

第１０４号議案 工事請負契約締結の件 

⑴ 工事名  江迎中学校校舎改築（建築）工事 

⑵ 概要   鉄筋コンクリート造３階建て 延べ面積 3,526.52㎡ 

⑶ 契約方法 制限付き一般競争入札 

⑷ 契約金額 6億 4,078万 5,600円 

⑸ 相手方  門田建設・小野原建設・顕親共同企業体 

⑹ 工期   平成 28年 1月 8日まで 

（教育委員会総務課） 

 

第１０５号議案 佐世保市有財産取得の件 

⑴ 財産の種類等 化学消防ポンプ自動車 

⑵ 取得価格   5,907 万 6,000円 

⑶ 契約方法   指名競争入札 

⑷ 相手方    ヤナセ産業㈱佐世保営業所 

⑸ 配置先    中央消防署干尽出張所 

（消防局警防課） 
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第１０６号議案 佐世保市有財産取得の件 

⑴ 財産の種類等 救急自動車 

⑵ 取得価格   2,397万 6,000円 

⑶ 契約方法   指名競争入札 

⑷ 相手方    西九州トヨタ自動車㈱佐世保店 

⑸ 配置先    西消防署小値賀出張所 

（消防局警防課） 

 

第１０７号議案 損害賠償の額の決定の件 

平成 16 年 8 月 23 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を決

定するもの 

損害賠償額 6,534 万 918円 

（総合病院総務課） 

 

第１０８号議案 佐世保市宇久ターミナルビルの指定管理者の指定の件 

⑴ 指定管理者 有限会社藤蔵 

⑵ 指定の期間 平成 26年 10月 1日～平成 31年 3月 31日（４年６か月間） 

（企画部宇久行政センター住民課） 

 

第１０９号議案 西海国立公園九十九島動植物園の指定管理者の指定の件 

⑴ 指定管理者 させぼパール・シー株式会社 

⑵ 指定の期間 平成 27年 4月 1日～平成 31年 3月 31日（４年間） 

（観光物産振興局動植物園） 

 

 

３ 報告 １件 

 

第２２号報告 和解の申立てに係る市長専決処分報告の件 

和解の申立て（市営住宅関係） １件 

（都市整備部住宅課） 

 

 


