平成 29 年 6 月釜石市議会定例会付議事件(予定)
総 括 表
1 付議事件(予定)件数 29 件
2 内 訳
(1) 報告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9件
ア 平成28年度繰越明許費の報告･･････････････････････････････( 3件)
イ 平成28年度事故繰越しの報告･･････････････････････････････( 1件)
ウ 工事の変更請負契約の締結に関する専決処分の報告 ‥‥･････( 4件)
エ 損害賠償事件に関する専決処分の報告････････････････‥‥･･( 1件)
(2) 専決処分の承認‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4件
ア 条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥( 3件)
イ 平成28年度補正予算‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥( 1件)
(3) 条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3件
ア 一部改正‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥( 3件)
(4) 補正予算‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 件
(5) その他の議案‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 件
ア 工事の請負契約の締結に関し議決を求めること‥‥‥‥‥‥‥( 3件)
イ 工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めること‥‥‥‥‥( 3件)
ウ 財産の取得に関し議決を求めること‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥( 2件)
エ 議決事項の一部変更に関し議決を求めること‥‥‥‥‥‥‥‥( 1件)
オ 釜石市過疎地域自立促進計画を変更することに関し
議決を求めること‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥( 1 件)
(6) 人事案件‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 件
ア 人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めること‥‥‥‥‥( 1件)

議案番号

平成29年6月釜石市議会定例会付議事件(予定)総括表
件名
要旨

報告第6号

平成28年度釜石市一般会計繰
越明許費の報告について

報告第7号

平成28年度釜石市水道事業会
計予算繰越の報告について

地方自治法施行令
第146条第2項

(別紙のとおり)

報告第8号

平成28年度釜石市公共下水道
事業会計予算繰越の報告につ
いて

報告第9号

平成28年度釜石市一般会計事
故繰越しの報告について

報告第10号

平成28年度土木関係設計単価表の一部改定に伴
い、契約額を増額する変更請負契約を締結した
もの
【変更前】
274,320,000円
平成28年度仮宿漁港災害復旧
【変更後】
工事の変更請負契約の締結に
278,053,560円
関する専決処分の報告につい
【増額金額】
て
3,733,560円
【契約の相手方】
株式会社 及川工務店
【専決処分の日】
平成29年3月30日

報告第11号

備考

地方公営企業法第
26条第3項

地方自治法施行令
第150条第3項にお
いて準用する同令
第146条第2項

地方自治法第180条
他事業と施工区分の見直しを図ったことによる 第2項
盛土量の減量に伴い、契約額を減額する変更請
負契約を締結したもの
【変更前】
527,280,840円
箱崎半島線道路新設工事(そ
【変更後】
の5)の変更請負契約の締結に
521,473,680円
関する専決処分の報告につい
【減額金額】
て
5,807,160円
【契約の相手方】
株式会社 青紀土木
【専決処分の日】
平成29年3月27日

1

平成28年度土木関係設計単価表の一部改定に伴
い、契約額を増額する変更請負契約を締結した
もの
【変更前】
456,840,000円
【変更後】
464,787,720円
【増額金額】
7,947,720円
【契約の相手方】
戸田・青紀土木特定建設工事共同企業体
【専決処分の日】
平成29年5月1日
平成28年度土木関係設計単価表の一部改定に伴
い、契約額を増額する変更請負契約を締結した
もの
【変更前】
696,492,000円
【変更後】
703,041,120円
地方自治法第180条
【増額金額】
第2項
6,549,120円
【契約の相手方】
㈱熊谷組・㈱小澤組特定建設工事共同企業体
【専決処分の日】
平成29年4月27日

報告第12号

釜石市北ブロック復興整備事
業両石地区造成工事(その11)
の変更請負契約の締結に関す
る専決処分の報告について

報告第13号

釜石市中央ブロック復興整備
事業仮置場整備工事(その6)
の変更請負契約の締結に関す
る専決処分の報告について

報告第14号

平成29年3月14日午後1時20分頃、学校教育課非
常勤職員が運転するスクールバスが、甲子中学
校敷地内において、下校便運行前に切り返しの
ためバックした際、後方不注意により、駐車し
ていた乗用車に接触し、相手方車両のバンパー
公用車による車両損傷事故に 等に損害を与えたもので、損害賠償額が決定し
係る損害賠償事件に関する専 たことから、専決処分したもの
決処分の報告について
【損害賠償の額】
422,255円
【相手方】
千葉県匝瑳市在住の個人
【専決処分日】
平成29年5月24日

議案第65号

釜石市過疎地域における固定
資産税の課税免除に関する条
例の一部を改正する条例の専
決処分に関し承認を求めるこ
とについて

過疎地域自立促進特別措置法第31条に定める地
方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置につ
いて、対象となる事業が一部改正されたことに
伴い、条例の一部を改正することに関し、専決
処分したことの承認を求めようとするもの
【主な改正内容】
地方自治法第179条
過疎地域内における固定資産税の課税
第3項
免除の対象となる事業について、農林水産
物等販売業を加え、情報通信技術利用
事業(コールセンター)を除くこととした。
【施行期日】
平成29年4月1日

2

地方税法及び航空機燃料譲与税法等の一部を改
正する法律が平成29年3月31日に公布され、平
成29年4月1日に施行されたことに伴い、条例の
一部を改正することに関し、専決処分したこと
の承認を求めようとするもの
【主な改正内容】
(1) 個人住民税関係
① 上場株式等の配当等について、市・
県民税申告書の提出があった場合には、
所得税と異なる課税方法により市・
県民税を課すことができることを
明確化することとした。
② 肉用牛の売却による事業所得等に
対する個人市民税の課税免除措置の
適用期限を3年延長することとした。

議案第66号

釜石市市税条例の一部を改正
する条例の専決処分に関し承
認を求めることについて

(2) 固定資産税関係
① 地域決定型地方税特例措置(わがまち
特例)として、次の資産について固定
資産税を軽減する特例措置を講ずる
こととした。
ア 家庭的保育事業の用に供する
家屋及び償却資産（減額割合1/2）
イ 居宅訪問型保育事業の用に供する
家屋及び償却資産（減額割合1/2）
ウ 事業所内保育事業（利用定員5人
以下）の用に供する家屋及び
償却資産（減額割合1/2）
② 住宅が震災等の事由により滅失・
損壊した土地について、当該土地が
被災市街地復興推進地域内に存する
場合、やむを得ない事情により当該
土地を住宅用地として使用できない
と認められるときは、震災等の
発生後4年度分（現行：2年度分）
に限り住宅用地とみなす措置
を講ずることとした。
(3) 軽自動車税関係
① 一定の燃費基準を達成した三輪
以上の軽自動車に係る軽自動車税の
税率を軽減するグリーン化特例に
ついて、特例の適用期限を2年延長
することとした。
② 国土交通大臣へ燃費等に係る認
定等の申請を行った者が、偽りそ
の他不正の手段により認定等を受
けたことを事由としてその認定が
取り消された場合、不足する軽自
動車税については、その者を納税
義務者とみなすとともに、その不
足額に10/100を乗じて計算した金
額を加算することとした。
(4)

国民健康保険税関係
減額措置に係る軽減判定所得の算定
方法を次のとおり変更することとした。
5割軽減
33万円＋26.5万円×被保険者数 以下
⇒33万円＋27万円×被保険者数 以下
2割軽減
33万円＋48万円×被保険者数 以下
⇒33万円＋49万円×被保険者数 以下
7割軽減
改正なし(33万円以下)
(5) その他地方税法の改正に伴う必要な
規定の整理を行った。
【施行期日】
平成29年4月1日
3

地方自治法第179条
第3項

子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴
い、条例の一部を改正することに関し、専決処
分したことの承認を求めようとするもの
【主な改正内容】
(1) 市町村民税非課税世帯の第2子無償化
保護者と生計を一にする子どもについ
て、2人目は半額。3人目以降は無料
⇒2人目以降は無料
(2) 市町村民税所得割課税額77,100円
以下の世帯（非課税世帯は除く。）の
うちひとり親世帯等の保護者負担
軽減の拡充（保育料軽減）
7,550円 ⇒ 3,000円
【施行期日】
地方自治法第179条
平成29年3月31日
第3項

議案第67号

釜石市立幼稚園に関する条例
の一部を改正する条例の一部
を改正する条例の専決処分に
関し承認を求めることについ
て

議案第68号

平成28年度釜石市一般会計補
正予算(第9号)の専決処分の (別紙のとおり)
承認を求めることについて

地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児
休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律の一部を改正する法律の
施行に伴い、条例の一部を改正するもの
【主な改正内容】
(1) 育児休業、介護休業等の対象となる
子の範囲に、特別養子縁組の監護期間中の
子及び養子縁組里親に委託されている
子等を加える。
(2) 介護が必要な親族のある職員の所定外
労働の義務を免除する。
(3) 介護休暇の取得可能期間を、連続する
6月の期間内から、通算して6月を
超えない範囲内で3つの期間に分割して
取得することができることとする。
(4) 休暇の種類に、介護時間（連続する
3年の期間内で1日につき2時間を
超えない範囲内で勤務しないことが
地方自治法第96条
できる（無給））を加える。
第1項第1号
【施行期日】
公布の日

議案第69号

釜石市職員の育児休業等に関
する条例及び釜石市職員の勤
務時間、休日及び休暇に関す
る条例の一部を改正する条例

議案第70号

地方税法及び航空機燃料譲与税法等の一部を改
正する法律等が平成29年3月31日に公布され、
平成29年4月1日に施行されたことに伴い、条例
の一部を改正しようとするもの
【主な改正内容】
(1) 平成29年度税制改正により、主婦等が
就業調整を意識しなくて済む仕組みを
釜石市市税条例等の一部を改
構築する観点から、配偶者控除及び配偶者
正する条例
特別控除の見直しがされたため、控除
対象配偶者の定義等の変更を行った。
(2) その他、地方税法の改正等に伴う必要
な規定の整備を行った。
【施行期日】
(1) 平成31年1月1日
(2) 公布の日

4

議案第71号

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が改正され、平成
29年4月1日から施行されたことに伴い、条例の
一部を改正しようとするもの
【主な改正内容】
釜石市復興産業集積区域にお
東日本大震災の被災者等に係る国税関係
ける固定資産税の課税免除に
地方自治法第96条
法律の臨時特例に関する法律の規定により
関する条例の一部を改正する
第1項第1号
課税免除対象とされる施設又は設備の取得
条例
期間及び東日本大震災区域法に規定される
指定事業者及び指定法人として指定を受け
る期間について4年延長し、平成33年3月31
日までとする。
【施行期日】
公布の日※平成29年4月1日から適用する。

議案第72号

平成29年度釜石市一般会計補
正予算(第1号)

地方自治法第96条
第1項第2号
(別紙のとおり)

議案第73号

平成29年度釜石市公共下水道
事業会計補正予算(第1号)

地方公営企業法第
24条第3項

議案第74号

【契約の方法】
条件付一般競争入札
【契約金額】
室浜漁港海岸災害復旧(その
961,200,000円
3)工事の請負契約の締結に関
【契約の相手方】
し議決を求めることについて
株式会社 山長建設
【仮契約締結日】
平成29年5月22日

議案第75号

【契約の方法】
随意契約
釜石市中央ブロック復興整備
【契約金額】
事業嬉石松原地区造成工事
164,700,000円
(その7)の請負契約の締結に
【契約の相手方】
関し議決を求めることについ
㈱熊谷組・㈱小澤組特定建設工事共同企業体
て
【仮契約締結日】
平成29年6月2日

議案第76号

【契約の方法】
条件付一般競争入札
小佐野小学校校舎増築建設 【契約金額】
(建築主体)工事の請負契約の 178,076,880円
締結に関し議決を求めること 【契約の相手方】
について
株式会社 元持
【仮契約締結日】
平成29年5月26日

5

地方自治法第96条
第1項第5号及び議
会の議決に付すべ
き契約及び財産の
取得又は処分に関
する条例第2条

議案第77号

鋼矢板の打込や支障埋設物撤去等に不測の時間
を要したことから、仮設材の賃貸期間及び鉄道
保安要員の配置期間を延長することに伴い、契
約額を増額する変更請負契約を締結しようとす
るもの
港町2号線道路整備(その1)工 【変更前】
事の変更請負契約の締結に関 1,000,676,160円
し議決を求めることについて 【変更後】
1,275,017,760円
【増額金額】
274,341,600円
【契約の相手方】
株式会社 小澤組

議案第78号

上部工の架設工法を照査した結果、所要日数が
増加することから、鉄道保安要員の配置期間を
延長することに伴い、契約額を増額する変更請
負契約を締結しようとするもの
【変更前】
港町2号線道路整備(その2)工
904,500,000円
事の変更請負契約の締結に関
【変更後】
し議決を求めることについて
1,033,873,200円
【増額金額】
129,373,200円
【契約の相手方】
株式会社 小澤組

議案第79号

議案第80号

議案第81号

地方自治法第96条
第1項第5号及び議
会の議決に付すべ
き契約及び財産の
取得又は処分に関
する条例第2条

平成28年度土木関係設計単価表の一部改定に伴
い、契約額を増額する変更請負契約を締結しよ
うとするもの
釜石市北ブロック復興整備事 【変更前】
業両石地区造成工事(その12) 1,194,480,000円
の変更請負契約の締結に関し 【変更後】
議決を求めることについて
1,206,843,840円
【増額金額】
12,363,840円
【契約の相手方】
戸田・青紀土木特定建設工事共同企業体

釜石市民ホール大ホールの備品として、グラン
ドピアノを取得しようとするもの
【契約金額】
グランドピアノの取得に関し 23,209,200円
議決を求めることについて 【契約の相手方】
有限会社 ピアノテック仙台
地方自治法第96条
【仮契約締結日】
第1項第8号及び議
平成29年5月26日
会の議決に付すべ
き契約及び財産の
東日本大震災で被災した方の住まいを確保する
取得又は処分に関
ため、大只越復興住宅2号(仮称)を取得しよう
する条例第3条
とするもの
大只越復興住宅2号(仮称)の 【契約金額】
取得に関し議決を求めること 514,735,960円
について
【契約の相手方】
積水ハウス 株式会社 岩手支店
【仮契約締結日】
平成29年5月19日
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議案第82号

平成28年11月釜石市議会臨時会において可決さ
れた鵜住居復興住宅戸建てB地区(仮称)の取得
議案である議案第169号「鵜住居復興住宅戸建
てB地区(仮称)の取得に関し議決を求めること
について」の議決事項のうち、延床面積及び取
得価格を変更しようとするもの
【変更の内容】
《変更前》
延床面積
1,261.91㎡
議決事項の一部変更について 取得価格 573,257,418円
《変更後》
延床面積
1,275.15㎡
取得価格 406,890,390円
《増減》
延床面積
13.24㎡の増加
取得価格 166,367,028円の減額
【契約の相手方】
独立行政法人 都市再生機構
岩手震災復興支援本部

議案第83号

釜石市過疎地域自立促進計画
過疎地域自立促進
釜石市過疎地域自立促進計画を変更することに
を変更することに関し議決を
特別措置法第6条第
関し議決を求めようとするもの
求めることについて
1項

議案第84号

人権擁護委員候補者の推薦に
人権擁護委員候補者の推薦に当たり、意見を求 人権擁護委員法第6
関し意見を求めることについ
めようとするもの
条第3項
て
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地方自治法第96条
第1項第8号及び議
会の議決に付すべ
き契約及び財産の
取得又は処分に関
する条例第3条

