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平成２９年３月定例会提出議案 

 

○ 開会日  平成２９年２月２１日（火）  

 

＜件数＞ 

 

１ 議案 ８３件（うち当初 ７４件） 

 

 ⑴ 当初提案 ７４件 

 

 

  旧年度 新年度       

予  算 

人  事 

条  例 

契  約 

そ の 他 

１５ 

１ 

１ 

２ 

３ 

１７ 

 

１５ 

１ 

１９ 

   

計 ２２ ５２    

     

 

 ⑵ 追加提案 ９件（条例２件、契約５件、その他２件） 

 

２ 報告事件 １４件（うち当初 １０件） 

 

 

 

＜当初提案＞ 

 

議案第２号  平成29年度八戸市一般会計予算（財政課） 

 

議案第３号  平成29年度八戸市自動車運送事業会計予算（財政課） 

 

議案第４号  平成29年度八戸市立市民病院事業会計予算（財政課） 

 

議案第５号  平成29年度八戸市国民健康保険特別会計予算（財政課） 

 

議案第６号  平成29年度地方卸売市場八戸市魚市場特別会計予算（財政課） 

 

議案第７号  平成29年度八戸市都市計画土地区画整理事業特別会計予算（財政課） 

 

議案第８号  平成29年度八戸市学校給食特別会計予算（財政課） 

 

議案第９号  平成29年度八戸市都市計画下水道事業特別会計予算（財政課） 

 

議案第10号  平成29年度八戸市公共用地取得事業特別会計予算（財政課） 
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議案第11号  平成29年度八戸市都市計画駐車場特別会計予算（財政課） 

 

議案第12号  平成29年度八戸市中央卸売市場特別会計予算（財政課） 

 

議案第13号  平成29年度八戸市霊園特別会計予算（財政課） 

 

議案第14号  平成29年度八戸市農業集落排水事業特別会計予算（財政課） 

 

議案第15号  平成29年度八戸市介護保険特別会計予算（財政課） 

 

議案第16号  平成29年度八戸市国民健康保険南郷診療所特別会計予算（財政課） 

 

議案第17号  平成29年度八戸市後期高齢者医療特別会計予算（財政課） 

 

議案第18号  平成29年度八戸市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算（財政課） 

 

議案第19号  平成28年度八戸市一般会計補正予算（財政課） 

 

議案第20号  平成28年度八戸市自動車運送事業会計補正予算（財政課） 

 

議案第21号  平成28年度八戸市立市民病院事業会計補正予算（財政課） 

 

議案第22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23号  平成28年度地方卸売市場八戸市魚市場特別会計補正予算（財政課） 

 

議案第24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25号  平成28年度八戸市学校給食特別会計補正予算（財政課） 

 

議案第26号  平成28年度八戸市都市計画下水道事業特別会計補正予算（財政課） 

 

議案第27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28号  平成28年度八戸市中央卸売市場特別会計補正予算（財政課） 

 

議案第29号  平成28年度八戸市霊園特別会計補正予算（財政課） 

 

議案第30号  平成28年度八戸市農業集落排水事業特別会計補正予算（財政課） 

 

議案第31号  平成28年度八戸市介護保険特別会計補正予算（財政課） 

 

議案第32号  平成28年度八戸市国民健康保険南郷診療所特別会計補正予算（財政課） 

 

議案第33号  平成28年度八戸市後期高齢者医療特別会計補正予算（財政課） 
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議案第34号  八戸市教育委員会教育長に任命する者につき同意を求めることについて（人事課） 
 

 教育長（伊藤博章氏）を任命するため同意を求めるもの 

 

議案第35号  八戸市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について（産業労政課） 
 

 ３月限りで失効する企業立地促進のための奨励金交付制度を２年間延長するためのもの 

 

議案第36号  尻内雨水ポンプ場（沈砂池・除塵設備）整備工事（その２）請負契約の締結について 

（下水道建設課） 
 

 尻内雨水ポンプ場（沈砂池・除塵設備）整備工事（その２）の請負契約を締結するためのもの 

 

議案第37号  尻内雨水ポンプ場（電気設備）整備工事請負の一部変更契約の締結について 

（下水道建設課） 
 

 先に請負契約を締結した尻内雨水ポンプ場（電気設備）整備工事について、設計変更により契約額

を変更するためのもの（契約額「456,894,000円」を「513,279,720円」に変更） 

 

議案第38号  市有財産の無償譲渡について（水産事務所） 
 

 市有建物を事務所及び倉庫用として、株式会社福島漁業に無償譲渡するためのもの 

 

議案第39号  市有土地の売払いについて（水産事務所） 
 

 市有土地を売り払うためのもの 

 

議案第40号  市道路線の廃止及び認定について（道路維持課） 
 

 道路法第８条第２項及び同法第10条第３項において準用する同法第８条第２項の規定により、中居

林地区及び北インター工業団地地区における道路整備に伴う市道路線の廃止及び認定をするためのも

の 

 

議案第41号  八戸市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

（政策推進課） 
 

 定住自立圏形成協定の廃止に伴い、議会の議決すべき事件について所要の改正をするためのもの 

 

議案第42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 

（政策推進課） 
 

 定住自立圏振興基金を連携中枢都市圏振興基金に変更するためのもの 

 

議案第43号  八戸ポータルミュージアム条例の一部を改正する条例の制定について 

（八戸ポータルミュージアム） 
 

 ものづくりスタジオ等の名称を改めるとともに、ものづくりスタジオ、オープンスペース等の使用

料を改定し、その他所要の改正をするためのもの 
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議案第44号  八戸市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について（総務課） 
 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、同法

第19条第8号の規定による特定個人情報の提供等の記録の取扱いに係る規定の整備をするとともに、

その他所要の改正をするためのもの 

 

議案第45号  八戸市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について（行政管理課） 
 

 生活支援体制整備推進協議会を設置し、学齢児童生徒就学指導委員会の名称を教育支援委員会に変

更するとともに、新産業団地開発用地選定委員会等を廃止するためのもの 

 

議案第46号  八戸市市税条例の一部を改正する条例の制定について（住民税課） 
 

 地方税法の一部改正に伴い、法人市民税の法人税割の税率の引下げ、軽自動車税における環境性能

割の導入等並びに個人市民税に係る住宅借入金等特別税額控除及び環境への負荷の少ない自動車を対

象とした軽自動車税の特例措置の適用期限の延長をするとともに、その他所要の改正をするためのも

の 

 

議案第47号  八戸市学校給食条例の一部を改正する条例の制定について（学校教育課） 
 

 西地区給食センターの位置を変更するとともに、給食実施対象校を再編するためのもの 

 

議案第48号  国際観光ホテルの整備に伴う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（商工課） 
 

 国際観光ホテル整備法の規定により登録を受けた登録旅館業の用に供する建物を不均一課税の対象

とするとともに、不均一課税の適用期間及び適用除外に係る規定の整備をし、その他所要の改正をす

るためのもの 

 

議案第49号  八戸市中央卸売市場条例の一部を改正する条例の制定について（中央卸売市場） 
 

 卸売市場法施行規則の一部改正に伴い、卸売の相手方の制限及び仲卸業者の業務の規制に係る特例

を定めるとともに、せり売等の方法によるべき卸売予定数量の割合の決定等に係る意見聴取先に指名

利害関係者を加え、その他所要の改正をするためのもの 

 

議案第50号  八戸市津波防災センター条例の制定について（防災危機管理課） 
 

 津波防災センターを設置し、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51号  八戸市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について（市民病院管理課） 
 

 市民病院の医療体制の充実を図るため、市民病院の定数を増やすもの 

 

議案第52号  八戸市広域医療連携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（市民病院管理課） 
 

 八戸圏域連携中枢都市圏の形成に伴い、広域医療連携基金の設置の目的を同圏域における高度医療

の充実及び強化に変更するためのもの 
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議案第53号  八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定

について（市民病院管理課） 
 

 病院事業管理者の診療手当の額を改定するためのもの 

 

議案第54号  八戸市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について（建築住宅課） 
 

 松野集会所を廃止するとともに、松野団地市営住宅に駐車場を設置し、その使用料を定めるほか、

同市営住宅において汚水処理費を徴収するためのもの 

 

議案第55号  八戸市手数料条例の一部を改正する条例の制定について（建築指導課） 
 

 建築物エネルギー消費性能確保計画適合性判定手数料等の額を定めるとともに、その他所要の改正

をするためのもの 

 

議案第56号  包括外部監査契約の締結について（行政管理課） 
 

 地方自治法第252条の36第１項の規定により、包括外部監査契約を締結するためのもの 

 

議案第57号  市有財産の無償譲渡について（商工課） 
 

 市有建物を事務所用として、有限会社蕪島髙速運輸に無償譲渡するためのもの 

 

議案第58号  権利の放棄について（政策推進課） 
 

 八戸地域広域市町村圏事務組合においてふるさと市町村圏基金を取り崩し、八戸圏域連携中枢都市

圏の連携事業の経費に充てるため、同基金に対する出資金に係る権利を放棄するもの 

 

議案第59号  八戸地域広域市町村圏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 

（政策推進課） 
 

 地方自治法第286条第１項の規定により、八戸地域広域市町村圏事務組合の共同処理する事務を変

更するとともに、関係市町村の出資による権利の放棄等に伴うふるさと市町村圏基金の廃止に係る規

定の整理のため規約を変更することについて協議するもの 

 

議案第60号  連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結について（政策推進課） 

        （三戸町） 
 

 地方自治法第252条の２第３項の規定により、三戸町との間において連携中枢都市圏の形成に係る

連携協約の締結をすることについて協議するためのもの 

 

議案第61号  連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結について（政策推進課） 

        （五戸町） 
 

 地方自治法第252条の２第３項の規定により、五戸町との間において連携中枢都市圏の形成に係る

連携協約の締結をすることについて協議するためのもの 
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議案第62号  連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結について（政策推進課） 

        （田子町） 
 

 地方自治法第252条の２第３項の規定により、田子町との間において連携中枢都市圏の形成に係る

連携協約の締結をすることについて協議するためのもの 

 

議案第63号  連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結について（政策推進課） 

        （南部町） 
 

 地方自治法第252条の２第３項の規定により、南部町との間において連携中枢都市圏の形成に係る

連携協約の締結をすることについて協議するためのもの 

 

議案第64号  連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結について（政策推進課） 

        （階上町） 
 

 地方自治法第252条の２第３項の規定により、階上町との間において連携中枢都市圏の形成に係る

連携協約の締結をすることについて協議するためのもの 

 

議案第65号  連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結について（政策推進課） 

        （新郷村） 
 

 地方自治法第252条の２第３項の規定により、新郷村との間において連携中枢都市圏の形成に係る

連携協約の締結をすることについて協議するためのもの 

 

議案第66号  連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結について（政策推進課） 

        （おいらせ町） 
 

 地方自治法第252条の２第３項の規定により、おいらせ町との間において連携中枢都市圏の形成に

係る連携協約の締結をすることについて協議するためのもの 

 

議案第67号  定住自立圏形成協定の廃止について（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を廃止するためのもの 

 

議案第68号  定住自立圏形成協定の廃止について（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を廃止するためのもの 

 

議案第69号  定住自立圏形成協定の廃止について（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を廃止するためのもの 
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議案第70号  定住自立圏形成協定の廃止について（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を廃止するためのもの 

 

議案第71号  定住自立圏形成協定の廃止について（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を廃止するためのもの 

 

議案第72号  定住自立圏形成協定の廃止について（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を廃止するためのもの 

 

議案第73号  定住自立圏形成協定の廃止について（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を廃止するためのもの 

 

議案第74号  団体営七崎地区基盤整備促進事業の事務の委託を廃止することについて（農林畜産課） 
 

 地方自治法第252条の14第３項において準用する同法第252条の２の２第３項の規定により、団体営

七崎地区基盤整備促進事業の事務の委託を廃止することについて協議するためのもの 

 

議案第75号  青森県新産業都市建設事業団に委託すべき事業に関する計画の一部変更に係る協議につ

いて（産業労政課） 
 

 青森県新産業都市建設事業団の平成29年度における一般管理費の設置団体の負担額を定めるため、

事業計画の一部変更について協議するもの 

 

 

＜報告事件＞ 

 

報告第２号  専決処分の報告について（子育て支援課） 

        （八戸市ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を改正する条例の制定の専決処分） 
 

 児童福祉法の一部改正に伴い、規定の整理をすることについて、平成29年２月７日に行った専決処

分 
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報告第３号  専決処分の報告について（教育総務課） 

        （西白山台小学校校舎・屋内運動場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） 
 

西白山台小学校校舎・屋内運動場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29年

２月２日に行った専決処分（設計変更により、契約額「2,492,640,000円」から「2,516,286,600円」

に変更） 

 

報告第４号  専決処分の報告について（学校教育課） 

        （西地区給食センター移転増改築本棟建築工事請負の一部変更契約の締結をすること

の専決処分） 
 

 西地区給食センター移転増改築本棟建築工事請負の一部変更契約を締結することについて、平成29

年２月７日に行った専決処分（設計変更により、契約額「1,055,569,320円」から「1,060,193,880

円」に変更） 

 

報告第５号  専決処分の報告について（学校教育課） 

        （西地区給食センター移転増改築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） 
 

 西地区給食センター移転増改築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29

年２月７日に行った専決処分（設計変更により、契約額「414,589,320円」から「415,203,840円」に

変更） 

 

報告第６号  専決処分の報告について（学校教育課） 

        （西地区給食センター移転増改築空調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） 
 

西地区給食センター移転増改築空調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29

年２月７日に行った専決処分（設計変更により、契約額「629,413,200円」から「647,767,800円」に

変更） 

 

報告第７号  専決処分の報告について（学校教育課） 

        （西地区給食センター移転増改築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） 
 

西地区給食センター移転増改築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29年２月７日に行った専決処分（設計変更により、契約額「383,681,880円」から「384,421,680

円」に変更） 

 

報告第８号  専決処分の報告について（下水道建設課） 

        （尻内雨水ポンプ場（建築本棟）整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） 
 

尻内雨水ポンプ場（建築本棟）整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29年２

月１日に行った専決処分(設計変更により、契約額「439,743,600円」から「450,600,840円」に変更) 
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報告第９号  専決処分の報告について（生活福祉課） 

        （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11月10日に八戸市城下一丁目の国道において発生した自動車事故に係る損害賠償額の決定

について、平成29年２月１日に行った専決処分（損害賠償額 178,400円） 

 

報告第10号  専決処分の報告について（下水道施設課） 

        （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29年１月１日に八戸市江陽五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額の

決定について、平成29年２月７日に行った専決処分（損害賠償額 46,316円） 

 

報告第11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12月15日に八戸市卸センター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

償額の決定について、平成29年２月８日に行った専決処分（損害賠償額 27,000円） 

 

 

※ 開会日即決 

 議案第34号  八戸市教育委員会教育長に任命する者につき同意を求めることについて（人事課） 

 

 

＜追加提案（その２）＞（平成29年２月28日提出） 

 

議案第76号  新たに土地が生じたことの確認について（港湾河川課） 
 

 地方自治法第９条の５第１項の規定により、公有水面の埋立ての完成等による土地の確認をするた

めのもの 

 

議案第77号  新たに生じたことを確認した土地の区域の編入について（港湾河川課） 
 

 地方自治法第260条第１項の規定により、新たに生じたことを確認した土地の区域に字名を付ける

ためのもの 

 

議案第78号  八戸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

の一部を改正する条例の制定について（障がい福祉課） 
 

 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、就労継続支援Ａ型の事業の運営に関する

基準に係る規定の整備をするためのもの 

 

議案第79号  八戸市障害福祉サービス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

る条例の制定について（障がい福祉課） 
 

 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障害福祉サービス事業の設

備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、就労継続支援Ａ型の事業の運営に関する基準に係る規定

の整備をするためのもの 
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＜追加提案（その３）＞（平成29年３月16日提出） 

 

議案第80号  （仮称）三日町にぎわい拠点本棟工事請負契約の締結について 

（まちづくり文化推進室） 
 

 （仮称）三日町にぎわい拠点本棟工事請負契約を締結するためのもの 

 

議案第81号  西白山台小学校校舎・屋内運動場本棟工事請負の一部変更契約の締結について 

（教育総務課） 
 

 先に請負契約を締結した西白山台小学校校舎・屋内運動場本棟工事について、設計変更により期間

を変更するためのもの（期間「契約締結の翌日から平成29年３月25日まで」を「契約締結の翌日から

平成29年６月30日まで」に変更） 

 

議案第82号  旧八戸市鮫清掃工場解体撤去工事請負の一部変更契約の締結について（清掃事務所） 
 

 先に請負契約を締結した旧八戸市鮫清掃工場解体撤去工事について、設計変更により期間を変更す

るためのもの（期間「契約締結の翌日から平成29年３月20日まで」を「契約締結の翌日から平成29年

６月30日まで」に変更） 

 

議案第83号  尻内雨水ポンプ場排水樋管整備工事委託の一部変更契約の締結について 

（下水道建設課） 
 

 先に委託契約を締結した尻内雨水ポンプ場排水樋管整備工事について、設計変更により期間を変更

するためのもの（期間「契約締結の日から平成29年３月31日まで」を「契約締結の日から平成29年７

月31日まで」に変更） 

 

議案第84号  八戸市中央駐車場・公用車車庫解体工事請負の一部変更契約の締結について 

（都市政策課） 
 

 先に請負契約を締結した八戸市中央駐車場・公用車車庫解体工事について、設計変更により期間を

変更するためのもの（期間「契約締結の翌日から平成29年３月25日まで」を「契約締結の翌日から平

成29年５月15日まで」に変更） 

 

 

＜報告事件（その２）＞（平成28年３月16日報告） 

 

報告第12号  専決処分の報告について（社会教育課） 

        （市立根城公民館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） 
 

市立根城公民館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29年３月６日に行った

専決処分（設計変更により、契約額「247,536,000円」を「247,811,400円」に変更） 

 

報告第13号  専決処分の報告について（水産事務所） 

        （館鼻地区荷捌き所Ｃ棟改築本棟２期工事請負の一部変更契約の締結をすることの専

決処分） 
 

館鼻地区荷捌き所Ｃ棟改築本棟２期工事請負の一部変更契約を締結することについて、平成29年３

月６日に行った専決処分（設計変更により、契約額「587,759,760円」を「591,183,360円」に変更） 
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報告第14号  専決処分の報告について（水産事務所） 

        （館鼻地区荷捌き所Ｃ棟改築機械設備２期工事請負の一部変更契約の締結をすること

の専決処分） 
 

館鼻地区荷捌き所Ｃ棟改築機械設備２期工事請負の一部変更契約を締結することについて、平成29

年３月６日に行った専決処分（設計変更により、契約額「178,200,000円」を「181,301,760円」に変

更） 

 

報告第15号  専決処分の報告について（下水道建設課） 

        （尻内雨水ポンプ場排水樋管整備工事委託の一部変更契約の締結をすることの専決処

分） 
 

尻内雨水ポンプ場排水樋管整備工事委託の一部変更契約を締結することについて、平成29年３月６

日に行った専決処分（設計変更により、契約額「221,591,160円」を「221,311,440円」に変更） 

 


