
H30.12.11_追加提案反映後 

 

- 1 - 

 

平成３０年１２月定例会提出議案 

 

 

○ 開会日  平成３０年１２月４日（火）  

 

＜件数＞ 

 

１ 議案 ６５件（うち当初 ６３件） 

 

 ⑴ 当初提案 ６３件 

 

  件    数  

 

    

予  算 

条  例 

契  約 

そ の 他 

１５ 

３ 

３ 

４２ 

  

計 ６３   

        

 

 ⑵ 追加提案 ２件 

 （条例１件、契約１件） 

  

２ 報告事件 ６件 

 

 

＜当初提案＞ 

 

議案第144号  平成30年度八戸市一般会計補正予算（財政課） 

 

議案第145号  平成30年度八戸市自動車運送事業会計補正予算（財政課） 

 

議案第146号  平成30年度八戸市立市民病院事業会計補正予算（財政課） 

 

議案第147号  平成30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148号  平成30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149号  平成30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150号  平成30年度八戸市学校給食特別会計補正予算（財政課） 

 

議案第151号  平成30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152号  平成30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153号  平成30年度八戸市中央卸売市場特別会計補正予算（財政課） 



H30.12.11_追加提案反映後 

 

- 2 - 

 

議案第154号  平成30年度八戸市霊園特別会計補正予算（財政課） 

 

議案第155号  平成30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156号  平成30年度八戸市介護保険特別会計補正予算（財政課） 

 

議案第157号  平成30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158号  平成30年度八戸市後期高齢者医療特別会計補正予算（財政課） 

 

議案第159号  八戸市屋内スケートリンク条例の一部を改正する条例の制定について 

（屋内スケート場建設推進室） 
 

長根屋内スケート場を設置し、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160号  八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について（人事課） 
 

青森県人事委員会勧告に基づく青森県職員の給与改定に準じ、一般職の職員の給料月額、初任給調

整手当の額並びに期末手当及び勤勉手当の支給割合を改定するとともに、特別職の職員等の期末手当

の支給割合の改定をするためのもの 

関係条例 八戸市職員の給与に関する条例 

八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例  

八戸市特別職の職員の給料等に関する条例  

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  

 

議案第161号  八戸市種差海岸休憩施設条例の一部を改正する条例の制定について（観光課） 
 

種差海岸休憩所のショップ面積の拡張に伴い、使用料の額を改定するためのもの 

 

議案第162号  （仮称）八戸市屋内スケート場建設事業外構工事請負契約の締結について 

（屋内スケート場建設推進室） 
 

（仮称）八戸市屋内スケート場建設事業外構工事の請負契約を締結するためのもの 

 

議案第163号  中部第10幹線下水道整備工事（六工区）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中部第10幹線下水道整備工事（六工区）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「236,520,000円」を「271,458,000円」に変更） 

 

議案第164号  中部第10幹線他下水道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中部第10幹線他下水道整備工事について、設計変更により契約額を変更す

るためのもの（契約額「219,780,000円」を「257,817,600円」に変更） 

 

議案第165号  氷上整備車の買入れについて（屋内スケート場建設推進室） 
 

長根屋内スケート場で使用する氷上整備車を買い入れるためのもの 
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議案第166号  スピードスケートリンク用防護マットの買入れについて 

（屋内スケート場建設推進室） 
 

長根屋内スケート場で使用する400ｍスピードスケートリンク用防護マットを買い入れるためのも

の 

 

議案第167号  スピードスケート競技システム用機器の買入れについて 

（屋内スケート場建設推進室） 
 

長根屋内スケート場に設置するスピードスケート競技システム用の機器を買い入れるためのもの 

 

議案第168号  損害賠償の額を定めることについて（市民病院管理課） 
 

平成28年11月６日に市民病院において出血性ショックにより患者が死亡した医療事故について、損

害賠償の額を定めるためのもの 

 

議案第169号  指定管理者の指定について（市民連携推進課） 

        （市民活動サポートセンター） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、市民活動サポートセンターの管理を行う指定管理者 

を指定するためのもの 

 

議案第170号  指定管理者の指定について（南郷事務所） 

        （グリーンプラザなんごう、南郷そば振興センター及びジャズの館南郷） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、グリーンプラザなんごう、南郷そば振興センター及

びジャズの館南郷の管理を行う指定管理者を指定するためのもの 

 

議案第171号  指定管理者の指定について（南郷事務所） 

        （島守田園空間博物館施設及び南郷農産物直売所） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、島守田園空間博物館施設及び南郷農産物直売所の管

理を行う指定管理者を指定するためのもの 

 

議案第172号  指定管理者の指定について（まちづくり文化推進室） 

        （公会堂、八戸市公民館及び南郷文化ホール） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、公会堂、八戸市公民館及び南郷文化ホールの管理を

行う指定管理者を指定するためのもの 

 

議案第173号  指定管理者の指定について（まちづくり文化推進室） 

        （文化教養センター南部会館） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、文化教養センター南部会館の管理を行う指定管理者 

を指定するためのもの 

 

議案第174号  指定管理者の指定について（スポーツ振興課） 

        （長根公園及び有料公園施設ほか10施設） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、長根公園及び有料公園施設ほか10施設の管理を行う

指定管理者を指定するためのもの 
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議案第175号  指定管理者の指定について（スポーツ振興課） 

        （弓道場） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、弓道場の管理を行う指定管理者を指定するためのも

の 

 

議案第176号  指定管理者の指定について（スポーツ振興課） 

        （多賀多目的運動場） 

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 

 

議案第177号  指定管理者の指定について（スポーツ振興課） 

        （南郷体育館ほか９施設） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、南郷体育館ほか９施設の管理を行う指定管理者を指

定するためのもの 

 

議案第178号  指定管理者の指定について（総務課） 

        （高館地区市民センター） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、高館地区市民センターの管理を行う指定管理者を指

定するためのもの 

 

議案第179号  指定管理者の指定について（産業労政課） 

        （八戸地域職業訓練センター青山荘及び職業訓練施設） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、八戸地域職業訓練センター青山荘及び職業訓練施設

の管理を行う指定管理者を指定するためのもの 

 

議案第180号  指定管理者の指定について（観光課） 

        （水産科学館） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、水産科学館の管理を行う指定管理者を指定するため

のもの 

 

議案第181号  指定管理者の指定について（農林畜産課） 

        （市民の森不習岳） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、市民の森不習岳の管理を行う指定管理者を指定する

ためのもの 

 

議案第182号  指定管理者の指定について（農林畜産課） 

        （大久喜生活センター） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、大久喜生活センターの管理を行う指定管理者を指定

するためのもの 

 

議案第183号  指定管理者の指定について（農林畜産課） 

        （白浜生活センター） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、白浜生活センター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184号  指定管理者の指定について（農林畜産課） 

        （南郷泉清水集会所） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、南郷泉清水集会所の管理を行う指定管理者を指定す

るためのもの 

 

議案第185号  指定管理者の指定について（農林畜産課） 

        （南郷第四区区民会館） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、南郷第四区区民会館の管理を行う指定管理者を指定

するためのもの 

 

議案第186号  指定管理者の指定について（農林畜産課） 

        （南郷農村婦人の家） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、南郷農村婦人の家の管理を行う指定管理者を指定す

るためのもの 

 

議案第187号  指定管理者の指定について（農林畜産課） 

        （鳩田農業研修センター） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、鳩田農業研修センターの管理を行う指定管理者を指

定するためのもの 

 

議案第188号  指定管理者の指定について（農林畜産課） 

        （南郷第八区研修センター） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、南郷第八区研修センターの管理を行う指定管理者を

指定するためのもの 

 

議案第189号  指定管理者の指定について（水産事務所） 

        （水産会館） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、水産会館の管理を行う指定管理者を指定するための

もの 

 

議案第190号  指定管理者の指定について（福祉政策課） 

        （総合福祉会館） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、総合福祉会館の管理を行う指定管理者を指定するた

めのもの 

 

議案第191号  指定管理者の指定について（福祉政策課） 

        （更上閣） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、更上閣の管理を行う指定管理者を指定するためのも

の 

 

議案第192号  指定管理者の指定について（福祉政策課） 

        （なんごうグリーンタウン集会施設） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、なんごうグリーンタウン集会施設の管理を行う指定

管理者を指定するためのもの 
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議案第193号  指定管理者の指定について（福祉政策課） 

        （旭ケ丘会館） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、旭ケ丘会館の管理を行う指定管理者を指定するため

のもの 

 

議案第194号  指定管理者の指定について（福祉政策課） 

        （根城コミュニティセンター） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、根城コミュニティセンターの管理を行う指定管理者 

を指定するためのもの 

 

議案第195号  指定管理者の指定について（福祉政策課） 

        （中居林コミュニティセンター） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、中居林コミュニティセンターの管理を行う指定管理

者を指定するためのもの 

 

議案第196号  指定管理者の指定について（福祉政策課） 

        （市民保養所洗心荘） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、市民保養所洗心荘の管理を行う指定管理者を指定す

るためのもの 

 

議案第197号  指定管理者の指定について（子育て支援課） 

        （中央児童会館ほか14施設） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、中央児童会館ほか14施設の管理を行う指定管理者を

指定するためのもの 

 

議案第198号  指定管理者の指定について（高齢福祉課） 

        （南郷デイサービスセンター及び老人福祉センター南郷） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、南郷デイサービスセンター及び老人福祉センター南

郷の管理を行う指定管理者を指定するためのもの 

 

議案第199号  指定管理者の指定について（高齢福祉課） 

        （老人いこいの家臥牛荘ほか５施設） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、老人いこいの家臥牛荘ほか５施設の管理を行う指定

管理者を指定するためのもの 

 

議案第200号  指定管理者の指定について（障がい福祉課） 

        （身体障害者更生館） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、身体障害者更生館の管理を行う指定管理者を指定す

るためのもの 

 

議案第201号  指定管理者の指定について（総合保健センター推進室） 

        （休日夜間急病診療所） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、休日夜間急病診療所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202号  指定管理者の指定について（港湾河川課） 

        （新井田川水防センター及び馬淵川水防センター） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、新井田川水防センター及び馬淵川水防センターの管

理を行う指定管理者を指定するためのもの 

 

議案第203号  指定管理者の指定について（都市政策課） 

        （中央駐車場） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、中央駐車場の管理を行う指定管理者を指定するため

のもの 

 

議案第204号  指定管理者の指定について（都市政策課） 

        （八戸駅東口広場駐車場及び八戸駅西口広場駐車場） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、八戸駅東口広場駐車場及び八戸駅西口広場駐車場の

管理を行う指定管理者を指定するためのもの 

 

議案第205号  指定管理者の指定について（公園緑地課） 

        （こどもの国及び八戸植物公園） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、こどもの国及び八戸植物公園の管理を行う指定管理

者を指定するためのもの 

 

議案第206号  指定管理者の指定について（公園緑地課） 

        （館鼻公園及びみなと体験学習館） 

地方自治法第244条の２第３項の規定により、館鼻公園及びみなと体験学習館の管理を行う指定管

理者を指定するためのもの 

 

 

＜報告事件＞ 

 

報告第41号  専決処分の報告について（下水道建設課） 

        （東部終末処理場水処理施設増築（土木）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） 
 

東部終末処理場水処理施設増築（土木）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30年11月８日に行った専決処分（設計変更により、契約額「2,438,044,920円」を「2,495,934,000

円」に変更） 

 

報告第42号  専決処分の報告について（駅西区画整理事業所） 

        （八戸駅西地区駅前広場整備工事（その３）請負の一部変更契約の締結をすることの

専決処分） 
 

八戸駅西地区駅前広場整備工事（その３）請負の一部変更契約を締結することについて、平成30年

11月８日に行った専決処分（設計変更により、契約額「315,781,200円」を「320,781,600円」に変更） 
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報告第43号  専決処分の報告について（下水道施設課） 

        （自転車転倒事故に係る損害賠償の額を定めることの専決処分） 
 

平成30年６月14日に八戸市白銀四丁目の市道において発生した自転車転倒事故に係る損害賠償額の

決定について、平成30年10月４日に行った専決処分（損害賠償額 48,022円） 

 

報告第44号  専決処分の報告について（生活福祉課） 

        （物件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30年９月７日に八戸市大字沢里字沢里山において発生した物件破損事故に係る損害賠償額の決

定について、平成30年11月６日に行った専決処分（損害賠償額 49,896円） 

 

報告第45号  専決処分の報告について（教育総務課） 

        （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30年10月19日に市立市川中学校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30年11月６日に行った専決処分（損害賠償額 60,880円） 

 

報告第46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30年７月27日に八戸市城下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30年10月26日に行った専決処分（損害賠償額 32,549円） 

 

 

＜追加提案（その２）＞（平成30年12月11日提出） 

 

議案第207号  八戸市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の制定について（介護保険課） 
 

 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正に伴い、介護医療院の管理者

が業務を委託する場合の基準に係る規定の整備をするためのもの 

 

議案第208号  （仮称）みなと体験学習施設展示制作業務委託の一部変更契約の締結について 

（公園緑地課） 
 

 先に委託契約を締結した（仮称）みなと体験学習施設展示制作業務について、設計変更により契約

額を変更するためのもの（契約額「222,480,000円」を「236,898,000円」に変更） 

 


