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平成２８年６月定例会提出議案 

 

○ 開会日  平成２８年６月７日（火）  

 

＜件数＞ 

 

１ 議案 ４１件（うち当初 ３４件） 

 

 ⑴ 当初提案 ３４件 

 

 

  件    数  

 

    

予  算 

条  例 

契  約 

そ の 他 

     ４    

    １４    

     １    

    １５    

  

計 ３４    

             

 

 ⑵ 追加提案 ７件 

 （契約６件、その他１件） 

  

２ 報告事件 ２０件 

 

 

 

 

 

 

＜当初提案＞ 

 

議案第73号  平成28年度八戸市一般会計補正予算（財政課） 

 

議案第74号  平成28年度八戸市国民健康保険特別会計補正予算（財政課） 

 

議案第75号  平成28年度八戸市都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算（財政課） 

 

議案第76号  平成28年度八戸市都市計画駐車場特別会計補正予算（財政課） 

 

議案第77号  八戸ブックセンター条例の制定について（まちづくり文化推進室） 
 

ブックセンターを設置し、その管理について必要な事項を定めるためのもの 

 

議案第78号  八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について（学校教育課） 
 

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部改正に伴

い、市立学校の学校医等の公務上の災害に対する介護補償の額及び補償基礎額並びに傷病補償年金及

び休業補償と他の法令による給付との調整率を引き上げるためのもの 
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議案第79号  八戸市基金の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

（商工課） 
 

貿易振興基金を設置するためのもの 

 

議案第80号  八戸市復興産業集積区域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する

条例の制定について（商工課） 
 

東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場

合等を定める省令の一部改正に伴い、固定資産税の課税免除の対象となる施設等の新設又は増設に係

る期間を延長するためのもの 

 

議案第81号  承認企業立地計画に従って設置される施設に係る八戸市市税の特別措置に関する条例の

一部を改正する条例の制定について（産業労政課） 
 

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団

体等を定める省令の一部改正に伴い、固定資産税の課税免除の対象となる施設の設置等に係る期限の

起算日である基本計画の同意日の期限を延長するためのもの 

 

議案第82号  八戸市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例の制定について 

（産業労政課） 
 

認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域内において、認定地方活力向上地域特定業務

施設整備計画に従って特定業務施設を新設し、又は増設した者について、当該特定業務施設の用に供

する家屋等に対する固定資産税について不均一の課税をするためのもの 

 

議案第83号  八戸市虐待等の防止に関する条例の一部を改正する条例の制定について（福祉政策課） 
 

虐待等防止対策会議の職務にいじめ防止対策推進法第30条第２項の規定による調査に関する事項を

追加するためのもの 

 

議案第84号  八戸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を改正する条

例の制定について（こども未来課） 
 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、小規模保育事業所Ａ型等におけ

る職員の配置基準の特例を設けるとともに、避難用の屋内階段の基準に係る規定の整備をするための

もの 

 

議案第85号  八戸市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について（高齢福祉課） 
 

介護予防・日常生活支援総合事業を開始する日を繰り上げるためのもの 

 

議案第86号  八戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について（国保年金課） 
 

地方税法施行令の一部改正に伴い、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を

引き上げるとともに、国民健康保険税の減額に係る基準を緩和し、その他所要の改正をするためのも

の 
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議案第87号  八戸市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について（市民課） 
 

個人番号カードを利用した多機能端末機等による印鑑登録証明書の交付に係る規定の整備をするた

めのもの 

 

議案第88号  八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 

（防災危機管理課） 
 

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、非常勤消防団員等の公務

上の災害に対する傷病補償年金及び休業補償と他の法令による給付との調整率を引き上げるためのも

の 

 

議案第89号  八戸市立市民病院条例の一部を改正する条例の制定について（市民病院医事課） 
 

非紹介患者初診料及び再診加算料の額を改定し、その他所要の改正をするためのもの 

 

議案第90号  八戸都市計画事業売市第一土地区画整理事業施行規程を廃止する条例の制定について 

（区画整理課） 
 

八戸都市計画事業売市第一土地区画整理事業の終了に伴い、当該事業に係る施行規程を廃止するた

めのもの 

 

議案第91号  処分事件の報告及びその承認を求めることについて（財政課） 

（平成27年度八戸市一般会計補正予算の処分） 
 

市債の決定、市税、地方消費税交付金、地方交付税及び退職手当の増額並びに財政調整基金等の積

立てのため、平成27年度八戸市一般会計補正予算を定めることを処分したものについて、その承認を

求めるもの 

 

議案第92号  処分事件の報告及びその承認を求めることについて（資産税課） 

（八戸市市税条例の一部を改正する条例の制定の処分） 
 

地方税法の一部改正に伴い、再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例に関

する規定の整備その他所要の改正をすることを処分したものについて、その承認を求めるためのもの 

 

議案第93号  （仮称）多賀地区多目的運動場整備土木工事（その１）請負の一部変更契約の締結につ

いて（スポーツ振興課） 
 

先に請負契約を締結した（仮称）多賀地区多目的運動場整備土木工事（その１）について、設計変

更により契約額を変更するためのもの（契約額「1,028,447,280円」を「1,166,782,320円」に変更） 

 

議案第94号  指定ごみ袋の買入れについて（環境政策課） 
 

指定ごみ袋を買い入れるためのもの 

 

議案第95号  指定管理者の指定について（スポーツ振興課） 
 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、多賀多目的運動場の管理を行う指定管理者を指定す

るためのもの 
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議案第96号  定住自立圏形成協定の変更について（政策推進課） 

        （三戸町） 
 

 八戸市議会の議決すべき事件を定める条例第２条第２号の規定により、三戸町との間において締結

した定住自立圏形成協定について、新たに連携する取組の追加その他所要の変更をするためのもの 

 

議案第97号  定住自立圏形成協定の変更について（政策推進課） 

        （五戸町） 
 

 八戸市議会の議決すべき事件を定める条例第２条第２号の規定により、五戸町との間において締結

した定住自立圏形成協定について、新たに連携する取組の追加その他所要の変更をするためのもの 

 

議案第98号  定住自立圏形成協定の変更について（政策推進課） 

        （田子町） 
 

 八戸市議会の議決すべき事件を定める条例第２条第２号の規定により、田子町との間において締結

した定住自立圏形成協定について、新たに連携する取組の追加その他所要の変更をするためのもの 

 

議案第99号  定住自立圏形成協定の変更について（政策推進課） 

        （南部町） 
 

 八戸市議会の議決すべき事件を定める条例第２条第２号の規定により、南部町との間において締結

した定住自立圏形成協定について、新たに連携する取組の追加その他所要の変更をするためのもの 

 

議案第100号  定住自立圏形成協定の変更について（政策推進課） 

        （階上町） 
 

 八戸市議会の議決すべき事件を定める条例第２条第２号の規定により、階上町との間において締結

した定住自立圏形成協定について、新たに連携する取組の追加その他所要の変更をするためのもの 

 

議案第101号  定住自立圏形成協定の変更について（政策推進課） 

        （新郷村） 
 

 八戸市議会の議決すべき事件を定める条例第２条第２号の規定により、新郷村との間において締結

した定住自立圏形成協定について、新たに連携する取組の追加その他所要の変更をするためのもの 

 

議案第102号  定住自立圏形成協定の変更について（政策推進課） 

        （おいらせ町） 
 

 八戸市議会の議決すべき事件を定める条例第２条第２号の規定により、おいらせ町との間において

締結した定住自立圏形成協定について、新たに連携する取組の追加その他所要の変更をするためのも

の 

 

議案第103号  三戸郡福祉事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更について 

（障がい福祉課） 
 

 地方自治法第286条第１項の規定により、三戸郡福祉事務組合の共同処理する事務の変更及びこれ

に伴う規約の変更をし、並びに同組合の解散における事務承継の方法について定めるため規約の変更

をすることについて協議するもの 
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議案第104号  三戸郡福祉事務組合の共同処理する事務の変更に伴う障害者支援施設明幸園の財産処

分について（障がい福祉課） 
 

 地方自治法第289条の規定により、三戸郡福祉事務組合の共同処理する事務の変更に伴う障害者支

援施設明幸園の財産の処分について協議するためのもの 

 

議案第105号  三戸郡福祉事務組合の共同処理する事務の変更に伴う三戸郡地域生活支援センターの

財産処分について（障がい福祉課） 
 

 地方自治法第289条の規定により、三戸郡福祉事務組合の共同処理する事務の変更に伴う三戸郡地

域生活支援センターの財産の処分について協議するためのもの 

 

議案第106号  住居表示を実施すべき市街地の区域の変更について（市民課） 
 

先に議決を得た当市における住居表示を実施すべき市街地の区域に大字田向の一部を加えるための

もの 

 

 

＜報告事件＞ 

 

報告第12号  平成27年度八戸市一般会計継続費繰越計算書（財政課） 

 

報告第13号  平成27年度八戸市一般会計繰越明許費繰越計算書（財政課） 

 

報告第14号  平成27年度八戸市立市民病院事業会計予算繰越計算書（財政課） 

 

報告第15号  平成27年度八戸市国民健康保険特別会計繰越明許費繰越計算書（財政課） 

 

報告第16号  平成27年度地方卸売市場八戸市魚市場特別会計繰越明許費繰越計算書（財政課） 

 

報告第17号  平成27年度八戸市都市計画土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書（財政課） 

 

報告第18号  平成27年度八戸市学校給食特別会計継続費繰越計算書（財政課） 

 

報告第19号  平成27年度八戸市都市計画下水道事業特別会計継続費繰越計算書（財政課） 

 

報告第20号  平成27年度八戸市都市計画下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書（財政課） 

 

報告第21号  平成27年度八戸市都市計画駐車場特別会計繰越明許費繰越計算書（財政課） 

 

報告第22号  専決処分の報告について（商工課） 

        （八戸市中小企業振興条例の一部を改正する条例の制定の専決処分） 
 

 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正に伴い、規定の整理をすることについて、

平成28年３月30日に行った専決処分 
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報告第23号  専決処分の報告について（スポーツ振興課） 

        （（仮称）多賀地区多目的運動場整備本棟工事請負の一部変更契約の締結をすること

の専決処分） 
 

（仮称）多賀地区多目的運動場整備本棟工事請負の一部変更契約を締結することについて、平成28

年４月28日に行った専決処分（設計変更により、期間「契約締結の翌日から390日間」を「契約締結

の翌日から平成28年９月15日まで」に変更） 

 

報告第24号  専決処分の報告について（スポーツ振興課） 

        （（仮称）多賀地区多目的運動場整備強電設備工事請負の一部変更契約の締結をする

ことの専決処分） 
 

（仮称）多賀地区多目的運動場整備強電設備工事請負の一部変更契約を締結することについて、平

成28年４月28日に行った専決処分（設計変更により、期間「契約締結の翌日から390日間」を「契約

締結の翌日から平成28年９月15日まで」に変更） 

 

報告第25号  専決処分の報告について（スポーツ振興課） 

        （（仮称）多賀地区多目的運動場整備給排水衛生設備工事請負の一部変更契約の締結

をすることの専決処分） 
 

（仮称）多賀地区多目的運動場整備給排水衛生設備工事請負の一部変更契約を締結することについ

て、平成28年４月28日に行った専決処分（設計変更により、期間「契約締結の翌日から390日間」を

「契約締結の翌日から平成28年９月15日まで」に変更） 

 

報告第26号  専決処分の報告について（スポーツ振興課） 

        （（仮称）多賀地区多目的運動場整備大型映像装置工事請負の一部変更契約の締結を

することの専決処分） 
 

（仮称）多賀地区多目的運動場整備大型映像装置工事請負の一部変更契約を締結することについ

て、平成28年４月28日に行った専決処分（設計変更により、期間「契約締結の翌日から390日間」を

「契約締結の翌日から平成28年９月15日まで」に変更） 

 

報告第27号  専決処分の報告について（清掃事務所） 

        （八戸市一般廃棄物最終処分場被覆施設復旧工事請負の一部変更契約の締結をするこ

との専決処分） 
 

八戸市一般廃棄物最終処分場被覆施設復旧工事請負の一部変更契約を締結することについて、平成

28年３月18日に行った専決処分（設計変更により、契約額「552,841,200円」を「558,016,286円」に

変更） 

 

報告第28号  専決処分の報告について（農業経営振興センター） 

        （居住用建物賃貸借契約の解除に係る損害賠償の額を定めることの専決処分） 
 

 平成27年8月27日に締結した居住用建物賃貸借契約を市に生じた事由により解除したことに伴う損

害賠償の額の決定について、平成28年３月31日に行った専決処分（損害賠償額 40,000円） 
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報告第29号  専決処分の報告について（清掃事務所） 

        （自動車事故に係る損害賠償の額を定めることの専決処分） 
 

 平成28年２月８日に八戸市大字是川字田中山の国道において発生した自動車事故に係る損害賠償の

額の決定について、平成28年３月31日に行った専決処分（損害賠償額 302,732円） 

 

報告第30号  専決処分の報告について（道路維持課） 

        （自動車破損事故に係る損害賠償の額を定めることの専決処分） 
 

 平成28年３月14日に八戸市根城三丁目の市道において発生した自動車破損事故に係る損害賠償の額

の決定について、平成28年３月31日に行った専決処分（損害賠償額 59,664円） 

 

報告第31号  専決処分の報告について（道路維持課） 

        （自動車破損事故に係る損害賠償の額を定めることの専決処分） 
 

 平成28年３月27日に八戸市諏訪二丁目の市道において発生した自動車破損事故に係る損害賠償の額

の決定について、平成28年４月27日に行った専決処分（損害賠償額 4,050円） 

 

 

※ 開会日即決 

 なし 

 

 

 

＜追加提案（その２）＞（平成28年６月20日提出） 

 

議案第107号  市立根城公民館本棟工事請負契約の締結について（社会教育課） 
 

市立根城公民館本棟工事の請負契約を締結するためのもの 

 

議案第108号  館鼻地区荷捌き所Ｃ棟改築本棟２期工事請負契約の締結について（水産事務所） 
 

館鼻地区荷捌き所Ｃ棟改築本棟２期工事の請負契約を締結するためのもの 

 

議案第109号  館鼻地区荷捌き所Ｃ棟改築機械設備２期工事請負契約の締結について（水産事務所） 
 

館鼻地区荷捌き所Ｃ棟改築機械設備２期工事の請負契約を締結するためのもの 

 

議案第110号  旧八戸市鮫清掃工場解体撤去工事請負契約の締結について（清掃事務所） 
 

旧八戸市鮫清掃工場解体撤去工事の請負契約を締結するためのもの 

 

議案第111号  尻内雨水ポンプ場排水樋管整備工事委託契約の締結について（下水道建設課） 
 

尻内雨水ポンプ場排水樋管整備工事の委託契約を締結するためのもの 

 

議案第112号  八戸市中央駐車場・公用車車庫解体工事請負契約の締結について（都市政策課） 
 

八戸市中央駐車場・公用車車庫解体工事の請負契約を締結するためのもの 
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議案第113号  ベルトコンベアの買入れについて（水産事務所） 
 

館鼻地区荷捌き所Ｃ棟に設置する漁獲物搬送用のベルトコンベアを買い入れるためのもの 

 


