
平成29年12月八戸市議会定例会 

提 出 議 案 



1 2 月 市 議 会 定 例 会 に 付 議 す べ き 事 件 

議案第138号 平成29年度八戸市一般会計補正予算 別冊 

議案第139号 平成29年度八戸市自動車運送事業会計補正予算 別冊 

議案第140号 平成29年度八戸市立市民病院事業会計補正予算 別冊 

議案第141号 平成29年度八戸市国民健康保険特別会計補正予算 別冊 

議案第142号 平成29年度地方卸売市場八戸市魚市場特別会計補正 

予算 別冊 

議案第143号 平成29年度八戸市都市計画土地区画整理事業特別会 

計補正予算 別冊 

議案第144号 平成29年度八戸市学校給食特別会計補正予算 別冊 

議案第145号 平成29年度八戸市都市計画下水道事業特別会計補正 

予算 別冊 

議案第146号 平成29年度八戸市中央卸売市場特別会計補正予算 別冊 

議案第147号 平成29年度八戸市霊園特別会計補正予算 別冊 

議案第148号 平成29年度八戸市農業集落排水事業特別会計補正予 

算 別冊 

議案第149号 平成29年度八戸市介護保険特別会計補正予算 別冊 

議案第150号 平成29年度八戸市国民健康保険南郷診療所特別会計 

補正予算 別冊 

議案第151号 平成29年度八戸市後期高齢者医療特別会計補正予算 別冊 

議案第152号 平成29年度八戸市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特 

別会計補正予算 別冊 

議案第153号 八戸市監査委員に選任する者につき同意を求めるこ 

とについて ５ 

議案第154号 人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を求 

めることについて ９ 



議案第155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 13 

議案第156号 八戸市地域包括支援センターの包括的支援事業の実 

施に係る人員等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 15 

議案第157号 八戸市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の 

制定について 19 

議案第158号 沢里長根線道路改良工事請負契約の締結について 25 





－５－ 

議案第153号 

八戸市監査委員に選任する者につき同意を求めることについて 

八戸市監査委員に別紙の者を選任することについて同意を求める。 

  平成29年12月５日 提出 

八戸市長  小  林 眞 

理 由 

  識見を有する１人の監査委員の任期満了に伴う後任の監査委員を選任するため同意を求め

るものである。 



－６－ 

財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者 

氏 名  小 原 隆 平 



－７－ 



－８－ 



－９－ 

議案第154号 

人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を求めることについて 

人権擁護委員の候補者に別紙の者を推薦することについて意見を求める。 

  平成29年12月５日 提出 

八戸市長  小  林 眞 

理 由 

  １人の委員の任期満了に伴う後任の委員の候補者を推薦することについて意見を求めるも

のである。 



－１０－ 

氏 名  新 原 秀 郎 



－１１－ 



－１２－ 



－１３－ 

議案第155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 

八戸市中央卸売市場条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

  平成29年12月５日 提出 

八戸市長  小  林 眞 

理 由 

低温卸売場を設置し、その使用料を定めるためのものである。 



－１４－ 

八戸市中央卸売市場条例の一部を改正する条例 

八戸市中央卸売市場条例（昭和52年八戸市条例第38号）の一部を次のように改正する。 

別表第４中 

「 

卸売業者市場使用料 卸売金額の1,000分の４に相当する額及び卸売場面積

１平方メートルにつき を 

月額 150円（花き部にあっては、200円） 

」 

「 

卸売業者市場使用料 卸売金額の1,000分の４に相当する額及び次に掲げる

区分に応じ、それぞれ次に定める額 

⑴ 低温卸売場

１平方メートルにつき 
に 

月額 820円 

⑵ その他の卸売場

１平方メートルにつき 

月額 150円（花き部にあっては、200円） 

」 

改める。 

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 



－１５－ 

議案第156号 

八戸市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る人員等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 

 八戸市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

  平成29年12月５日 提出 

八戸市長  小  林 眞 

理 由 

  介護保険法施行規則の一部改正に伴い、地域包括支援センターに配置すべき主任介護支援

専門員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である。 



－１６－ 

八戸市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

 八戸市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定める条

例（平成26年八戸市条例第44号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第115条の46第４項」を「第115条の46第５項」に改める。 

 第３条第１項第３号中「介護保険法施行規則第140条の68第１項に規定する主任介護支援専

門員研修を修了した者」を「介護支援専門員であって、介護保険法施行規則第140条の68第１

項第１号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者（当該研修を修了した日（以下この

号において「修了日」という。）から起算して５年を経過した者にあっては、修了日から起算

して５年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第２号に規定する主任介護支援

専門員更新研修を修了している者に限る。）」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成26年度までに介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第140条の68第１項第

１号に規定する主任介護支援専門員研修（以下「主任研修」という。）を修了した者（以下

「平成26年度以前修了者」という。）に係る最初の更新研修（主任研修を修了した日から

起算して５年を経過するごとに、当該経過する日（以下「経過日」という。）までの間に受

ける同項第２号に規定する主任介護支援専門員更新研修（以下「更新研修」という。）のう

ち最初のものをいう。以下同じ。）については、この条例による改正後の八戸市地域包括支

援センターの包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定める条例（以下「新条

例」という。）第３条第１項第３号の規定にかかわらず、平成31年３月31日（平成24年度

から平成26年度までに主任研修を修了した者にあっては、平成32年３月31日）までに修了

した場合には、経過日までの間に修了したものとみなす。 

３ 前項の規定により経過日までの間に最初の更新研修を修了したものとみなされた者のうち、

平成29年３月31日前に更新研修を修了したものに係る最初の更新研修以外の更新研修につ

いては、新条例第３条第１項第３号に規定する修了日は、次の表の左欄に掲げる主任研修の

修了時の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日とする。 



－１７－ 

主任研修の修了時 新条例第３条第１項第３号に規定する修了日 

平成23年度までに主任研修を修了した者 平成31年３月31日 

平成24年度及び平成25年度に主任研修を

修了した者 

平成32年３月31日 

平成26年度に主任研修を修了した者 更新研修を修了した日 

４ 第２項の規定により経過日までの間に最初の更新研修を修了したものとみなされた者（前

項に規定する者を除く。）に係る最初の更新研修以外の更新研修については、新条例第３条

第１項第３号に規定する修了日は、最初の更新研修を修了した日とする。 

５ 前２項の規定は、平成26年度以前修了者が、新条例第３条第１項第３号に規定する修了

日から起算して５年を経過するごとに、当該経過する日までの間に更新研修を修了しないこ

とにより、同号に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には適用しな

い。 



－１８－ 



－１９－ 

議案第157号 

八戸市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

八戸市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

  平成29年12月５日 提出 

八戸市長  小  林 眞 

理 由 

  道路法施行令の一部改正に準じ、占用料の額を改定するとともに、地下に設ける食事施設

等に係る占用料の額を定め、その他所要の改正をするためのものである。 



－２０－ 

八戸市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

八戸市道路占用料徴収条例（昭和31年八戸市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１号中「１平方メートル若しくは１メートル」を「0.01平方メートル若しくは0.01

メートル」に、「１平方メートル又は１メートル」を「その全面積若しくは全長又はその端数

の面積若しくは長さを切り捨てるもの」に改める。 

 別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

占  用  物  件 
占  用  料 

単  位 金 額 

法第32条第１項第

１号に掲げる工作

物 

第１種電柱 １本につき１年 440円 

第２種電柱 680円 

第３種電柱 920円 

第１種電話柱 400円 

第２種電話柱 630円 

第３種電話柱 870円 

その他の柱類 40円 

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートルにつき

１年 

４円 

地下に設ける電線その他の線類 ２円 

路上に設ける変圧器 １個につき１年 390円 

地下に設ける変圧器 占用面積１平方メート

ルにつき１年

240円 

変圧塔その他これに類するもの及

び公衆電話所 

１個につき１年 790円 

郵便差出箱及び信書便差出箱 330円 

広告塔 表示面積１平方メート

ルにつき１年

1,700円 

その他のもの 占用面積１平方メート

ルにつき１年

790円 

法第32条第１項第

２号に掲げる物件 

外径が0.07メートル未満のもの 長さ１メートルにつき

１年 

17円 

外径が0.07メートル以上0.1メー

トル未満のもの

24円 

外径が0.1メートル以上0.15メー

トル未満のもの

36円 



－２１－ 

外径が0.15メートル以上0.2メー

トル未満のもの

47円 

外径が0.2メートル以上0.3メート

ル未満のもの

71円 

外径が0.3メートル以上0.4メート

ル未満のもの

95円 

外径が0.4メートル以上0.7メート

ル未満のもの

170円 

外径が0.7メートル以上１メート

ル未満のもの

240円 

外径が１メートル以上のもの 470円 

法第32条第１項第３号及び第４号に掲げる施設 占用面積１平方メート

ルにつき１年

790円 

法第32条第１項第

５号に掲げる施設 

地下街及

び地下室 

階数が１のもの Ａに0.005を乗じて

得た額 

階数が２のもの Ａに0.008を乗じて

得た額 

階数が３以上のもの Ａに0.01を乗じて

得た額 

上空に設ける通路 870円 

地下に設ける通路 520円 

その他のもの 790円 

法第32条第１項第

６号に掲げる施設 

祭礼、縁日その他の催しに際し、

一時的に設けるもの 

占用面積１平方メート

ルにつき１日

17円 

その他のもの 占用面積１平方メート

ルにつき１月

170円 

令第７条第１号に

掲げる物件 

看板（ア

ーチであ

るものを

除く。） 

一時的に設けるもの 表示面積１平方メート

ルにつき１月

170円 

その他のもの 表示面積１平方メート

ルにつき１年

1,700円 

標識 １本につき１年 630円 

旗ざお 祭礼、縁日その他の催

しに際し、一時的に設

けるもの 

１本につき１日 17円 

その他のもの １本につき１月 170円 

幕（令第 祭礼、縁日その他の催 その面積１平方メート 17円 



－２２－ 

７条第４

号に掲げ

る工事用

施設であ

るものを

除く。） 

しに際し、一時的に設

けるもの 

ルにつき１日

その他のもの その面積１平方メート

ルにつき１月

170円 

アーチ 車道を横断するもの １基につき１月 1,700円 

その他のもの 870円 

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平方メート

ルにつき１年

790円 

令第７条第３号に掲げる施設 Ａに0.034を乗じて

得た額 

令第７条第４号に掲げる工事用施設及び同条第５号 

に掲げる工事用材料 

占用面積１平方メート

ルにつき１月

170円 

令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び同条第７号 

に掲げる施設  

79円 

令第７条第８号に

掲げる施設 

トンネルの上又は高架の道路の路

面下（当該路面下の地下を除く。）

に設けるもの 

占用面積１平方メート

ルにつき１年

Ａに0.017を乗じて

得た額 

上空に設けるもの Ａに0.024を乗じて

得た額 

地下（ト

ンネルの

上の地下

を除く。）

に設ける

もの 

階数が１のもの Ａに0.005を乗じて

得た額 

階数が２のもの Ａに0.008を乗じて

得た額 

階数が３以上のもの Ａに0.01を乗じて

得た額 

その他のもの Ａに0.034を乗じて

得た額 

令第７条第９号に

掲げる施設 

建築物 Ａに0.017を乗じて

得た額 

その他のもの Ａに0.012を乗じて

得た額 

附 則 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 



－２３－ 

２ この条例の施行の日前にした許可に係る占用の期間が平成30年度以降にわたる場合の同

日以後の占用に係る占用料の額については、改正後の八戸市道路占用料徴収条例の規定を適

用する。 



－２４－ 



－２５－ 

議案第158号 

沢里長根線道路改良工事請負契約の締結について 

沢里長根線道路改良工事について、別紙のように請負契約を締結する。 

  平成29年12月５日 提出 

八戸市長  小  林 眞 

理 由 

  沢里長根線道路改良工事の請負契約を締結するためのものである。 



 －２６－ 

１ 場 所  八戸市売市一丁目地内他 

２ 契約額  269,069,040円 

３ 期 間  契約締結の翌日から平成30年３月30日まで 

４ 契約者  八戸市大字田向字向平12番地１ 

        中当建設株式会社 

        代表取締役 中 村 康 勇 

５ その他  請負契約内容細部については、八戸市財務規則による。 
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