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議案の概要 
（条例、一般議案関係） 
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１ 条例 ２０件 

 

第１３６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に伴い、処分及び行政指導に関する手続について、法令の要件に適

合しない行政指導の中止等を求める規定及び法令に違反する事実の是正のための処分又は

行政指導を求める規定等を明文化するとともに、併せて条文中の文言整理を行うもの 

（総務部総務課） 

 

第１３７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特別職の期末手当について、人事院勧告に準拠した改定を行う

もの 

《改正条例》 

①佐世保市職員の給与に関する条例 

②佐世保市長等の給与に関する条例 

③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 

《主な改正内容》 

①佐世保市職員の給与に関する条例の一部改正 

・行政職給料表及び医療職給料表について、若年層に重点を置いて 200円～2,000円

の引上げ（給料月額平均 1,149 円・0.37％増） 

・勤勉手当の支給月数を年間で 0.15 月分引上げ 

（期末勤勉手当合計 3.95月分 → 4.1月分） 

・交通用具使用者の通勤手当を距離区分に応じて 100円～7,100円引上げ 

②③佐世保市長等の給与に関する条例の一部改正・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（②③共通） 

・期末手当の支給月数を年間で 0.15 月分引上げ（2.95 月分 → 3.1月分） 

※一般職の給料表と通勤手当の改定は平成 26年 4月 1日から、一般職の勤勉手当と特

別職の期末手当の改定は平成 26年 12月 1日から適用 

（総務部職員課） 

 

第１３８号議案 佐世保市消防長及び消防署長の資格に関する条例制定の件 

消防組織法の一部改正に伴い、消防長及び消防署長の資格を定めるもの 

（消防局総務課） 

 

第１３９号議案 佐世保市消防団員等公務災害補償条例の一部改正の件 

児童扶養手当法の一部改正に伴い、条文中の引用条項を整理するもの 

（消防局総務課） 

 

第１４０号議案 佐世保市営住宅条例の一部改正の件 

平成２７年３月で経過措置期間が終了する江迎町及び鹿町町の市営住宅の家賃について、

新たに２年間の経過措置を設けるもの 

（都市整備部住宅課） 
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第１４１号議案 佐世保公園駐車場条例制定の件 

佐世保公園に整備した駐車場の使用料等を定めるもの 

《佐世保公園駐車場の使用料（１台につき）》 

最初の１時間まで無料 

１時間から１時間半まで 200円 

以後 30分までごとに 100円（ただし 12時間までごとに 800円限度） 

（都市整備部公園緑地課） 

 

第１４２号議案 佐世保市都市公園条例の一部改正の件 

佐世保公園で整備を進めているバーベキュー施設に係る使用料を定めるとともに、道路法

施行令の一部改正に伴い都市公園を占用する場合の使用料の額を改定するもの 

《バーベキュー施設使用料》 

１基１回につき 2,090円 

（都市整備部公園緑地課） 

 

第１４３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、道路占用料の額を改定するもの 

《道路占用料の額の改定》 

第１種電柱 １本につき年額 560円 → 430円 など 

（土木部土木政策・管理課） 

 

第１４４号議案 佐世保市港湾施設管理使用条例の一部改正の件 

平成２７年４月に供用開始を予定している国際ターミナルビルの使用料を定めるととも

に、使用料の日割計算等の規定を整備するもの 

《国際ターミナルビル使用料》 

１㎡当たり月額 4,010円以内で市長が定める額 

（港湾部みなと振興・管理課） 

 

第１４５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

める条例制定の件 

介護保険法の一部改正に伴い、指定介護予防支援事業者の人員、運営等の基準を定めるも

の 

（保健福祉部長寿社会課） 

 

第１４６号議案 佐世保市地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するた

めに必要な基準を定める条例制定の件 

介護保険法の一部改正に伴い、地域包括支援センターの包括的支援事業に係る職員及び職

員の員数の基準を定めるもの 

（保健福祉部長寿社会課） 
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第１４７号議案 佐世保市国民健康保険条例の一部改正の件 

国における産科医療補償制度及び出産育児一時金の見直しに伴い、出産育児一時金の額を

改定するもの 

《出産育児一時金》 

出産育児一時金 ３９万円 → ４０．４万円 

加算額      ３万円 →  １．６万円 

合計額    ４２万円 →   ４２万円 

（保健福祉部医療保険課） 

 

第１４８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 

児童扶養手当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 

（子ども未来部子ども支援課） 

 

第１４９号議案 佐世保市子ども発達センター条例の一部改正の件 

子ども発達センターの栄・常盤地区市街地再開発ビル常盤南棟（サンクル４番館）への移

転に伴い、子ども発達センターの位置を変更するもの 

（子ども未来部子ども保健課） 

 

第１５０号議案 佐世保市立幼稚園条例の一部改正の件 

市立幼稚園のうち中里幼稚園、三川内幼稚園、針尾幼稚園、世知原幼稚園及び小佐々幼稚

園を平成２８年度末で廃園とするもの 

（教育委員会学校教育課） 

 

第１５１号議案 佐世保市公民館条例の一部改正の件 

中央公民館の栄・常盤地区市街地再開発ビルへの移転に伴い中央公民館の位置を変更する

等の改正を行うとともに、平成２７年４月に供用開始を予定している日宇地区公民館の体育

室について社会教育を目的としないものに係る使用料を定め、併せて、吉井地区公民館の附

属施設「しいのきの館」を公民館として利用しないことから同施設に係る規定を削除するも

の 

（教育委員会公民館政策課） 

 

第１５２号議案 佐世保市企業立地促進条例の一部改正の件 

誘致企業が優れた技術者等を確保するための経費を支援する高度人材確保奨励金を新設

するとともに、立地奨励金の限度額に企業立地促進法に基づく固定資産税の課税免除額を含

まないこととし、併せて、雇用奨励金の対象となる雇用開始時期を新設の場合に限り対象施

設を設置すると決定した日とするもの 

《高度人材確保奨励金》 

①誘致企業が有料職業紹介事業者を介して市外から人材を採用する場合、成功報酬の３

分の１を支援（補助限度額：１人当たり 100万円・総額 5,000万円） 

②補助期間は５年間 

（企業立地推進局） 
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第１５３号議案 佐世保市宇久シーパークホテル条例及び佐世保市世知原温浴・宿泊施設条

例の一部を改正する条例制定の件 

宇久シーパークホテル及び世知原温浴・宿泊施設（山暖簾）において、現在指定管理者の

自主事業の取扱いとなっている飲食の提供に関する業務を指定管理者の業務として位置づ

けるもの 

（観光物産振興局） 

 

第１５４号議案 佐世保市競輪施設整備基金条例制定の件 

競輪施設整備に係る必要な経費の財源に充てるため、競輪施設整備基金を設置するもの 

（農水商工部競輪事務所） 

 

第１５５号議案 佐世保市手数料条例の一部改正の件 

農地法の一部改正に伴い、農地台帳情報の閲覧等に係る手数料を定めるもの 

《農地台帳情報の閲覧等に係る手数料》 

農地台帳情報の閲覧        １筆について 300円 

農地台帳情報に関する証明書の交付 １筆１通について 300円 

（農業委員会事務局） 

 

２ 一般議案 １３件 

 

第１５６号議案 工事請負契約（変更契約）締結の件 

エネルギー棟と本庁舎との電源幹線の配線計画を変更するため、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 佐世保市役所非常用電源整備（電気設備）工事 

（平成 26年 3月定例会議決及び同年 6月定例会一部変更議決） 

⑵ 相手方 共新電設工業・木下電気商会・星佑空調共同企業体 

⑶ 変更内容 

①契約金額 4億 5,194万 8,680円 → 4億 6,119万 1,320円（924万 2,640円増） 

②工期   平成 27年 1月 30日まで → 平成 27年 3月 13日まで 

（財務部財産管理課） 

 

第１５７号議案 工事請負契約締結の件 

⑴ 工事名  佐世保市東消防署移転新築（建築）工事 

⑵ 概要   鉄筋コンクリート造３階建て（一部４階建て） 延べ面積 2,134.92㎡ 

⑶ 契約方法 制限付き一般競争入札 

⑷ 契約金額 4億 1,340万 240円 

⑸ 相手方  上滝・細川建設・小川工務店共同企業体 

⑹ 工期   平成 27年 11月 9日まで 

（消防局総務課） 



5 

 

 

第１５８号議案 佐世保市有財産無償譲渡の件 

⑴ 財産の種類  土地（相浦保育園敷地） 

⑵ 所在地・地積 相浦町 153番 1 270.72㎡ 

⑶ 譲渡先    社会福祉法人相浦福祉会 

（子ども未来部子ども育成課） 

 

第１５９号議案 佐世保市有財産取得の件 

⑴ 財産の種類  土地（相浦地区複合施設整備事業用地） 

⑵ 所在地    佐世保市川下町 221番 3ほか 2筆 

⑶ 面積     5,525.15 ㎡ 

⑷ 取得価格   8,121万 9,705円 

（都市整備部公園緑地課） 

 

第１６０号議案から第１６５号議案まで 別紙「指定管理者指定議案 一覧表」のとおり。 

 

第１６６号議案 町の区域一部変更の件 

塩浜地区再開発区域が塩浜町と新港町にまたがっていることから、新港町の一部を塩浜町

に編入するもの 

（都市整備部建築指導課） 

 

第１６７号議案 北松南部清掃一部事務組合規約の変更に関する協議の件 

平成２６年度末でし尿処理を停止し、組合事務所等の解体を行うこととしている北松南部

清掃一部事務組合に関し、同組合の事務所の位置を変更するため、同組合の規約を変更する

もの 

（環境部環境政策課） 

 

第１６８号議案 市道の認定及び廃止の件 

認定６路線・廃止１路線 

（土木部土木政策・管理課） 

 

３ 報告 ２件 

 

第２６号報告 損害賠償の額の決定に係る市長専決処分報告の件 

平成 26 年 2 月 26 日に発生した公用車事故に係る損害賠償の額の決定について専決処分

したので報告し、議会の承認を求めるもの 

損害賠償額 279万 6,191円 

（農水商工部農業畜産課） 
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第２７号報告 建物明渡等請求訴訟の提起及び和解の申立て並びに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） 

○和解の申立て １件（   〃   ）         （以上、都市整備部住宅課） 

○損害賠償の額の決定 ８件 

①業務中の事故 ３件 

・宇久家畜診療所における家畜に対する医療過誤 損害賠償額 33万 5,576円 

（企画部宇久行政センター家畜診療所） 

・食肉衛生検査所業務中の過失による検査不能事故 損害賠償額 33万 3,585 円 

（保健福祉部食肉衛生検査所） 

・草刈作業中の事故（花高小学校） 損害賠償額 19万 5,998 円 （教育委員会総務課） 

②施設等の管理瑕疵 ３件 

・旧三浦教職員住宅（江迎町三浦）の管理瑕疵 損害賠償額 19万 4,842円 

（財務部財産管理課） 

・高梨墓地の管理瑕疵 損害賠償額 26万 2,440円    （保健福祉部生活衛生課） 

・中部地区公民館の管理瑕疵 損害賠償額 4万 5,913円 （教育委員会公民館政策課） 

③公用車事故 ２件 

・公用車事故（すぎのこ園） 損害賠償額 20万円  （子ども未来部子ども育成課） 

・公用車事故（鹿町町下歌ヶ浦県道） 損害賠償額 2万 8,000円 

（教育委員会公民館政策課） 

 

 

 


