平成 30 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 39 件
2 内 訳
(1) 報告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8 件
ア 平成 29 年度繰越明許費の報告 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥( 3 件)
イ 平成 29 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‥‥‥‥‥‥( 1 件)
エ 損害賠償事件に関する専決処分の報告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥( 3 件)
(2) 専決処分の承認‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 件
ア 条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥( 5 件)
イ 平成 29 年度補正予算 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥( 1 件)
(3) 条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7件
ア 一部改正‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥( 5 件)
イ 廃止‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥( 2 件)
(4) 平成 30 年度補正予算‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 件
(5) その他の議案‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 件
ア 工事の請負契約の締結に関し議決を求めること‥‥‥‥‥‥‥‥( 6 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‥‥‥‥‥‥( 2 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‥‥‥‥‥‥‥‥‥( 2 件)
オ 損害賠償請求控訴事件に係る和解及びこれに伴う和
解金の額を定めることに関し議決を求めること‥‥‥‥‥‥‥‥( 1 件)
カ 字の区域の変更に関し議決を求めること‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥( 1 件)
キ 字の区域の変更及び町の区域の画定に関し議決を求めること‥‥( 1 件)
ク 町の区域の画定に関し議決を求めること‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥( 1 件)

議案番号
報告第8号

平成30年6月釜石市議会定例会付議事件(予定)総括表
件名
要旨
平成29年度釜石市一般会
計繰越明許費の報告につ
いて

備考
地方自治法施行
令第146条第2項

報告第9号

平成29年度釜石市水道事
業会計予算繰越の報告に
ついて

報告第10号

平成29年度釜石市公共下 (別紙のとおり)
水道事業会計予算繰越の
報告について

報告第11号

平成29年度釜石市一般会
計事故繰越しの報告につ
いて

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

報告第12号

平成29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】
244,620,000円
平成29年度佐須漁港海岸
【変更後】
災害復旧工事の変更請負
246,404,160円
契約の締結に関する専決
【増額金額】
処分の報告について
1,784,160円
【契約の相手方】
株式会社 及川工務店
【専決処分の日】
平成30年3月30日

地方自治法第180
条第1項及び釜石
市長専決条例第2
条第1号

報告第13号

平成30年4月25日午後3時44分頃、新市庁舎建設推
進室職員が運転する公用車が、出張用務で盛岡市
から仙台市へ移動中、国道4号線盛岡市南大橋十字
路交差点手前で、車線変更をしたところ、前方の
バスの死角に入っていた相手方車両に気付くのが
公用車による車両損傷事 遅れ、相手方車両左側後部に追突し、相手方車両
故に係る損害賠償事件に のバンパー等に損害を与えてしまったもので、損
関する専決処分の報告に 害賠償額が決定したことから、専決処分したもの
ついて
【損害賠償の額】
290,180円
【相手方】
花巻市在住の個人
【専決処分の日】
平成30年5月25日

地方自治法第180
条第1項及び釜石
市長専決条例第2
条第2号
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地方公営企業法
第26条第3項

議案番号

報告第14号

報告第15号

件名

要旨

平成30年3月2日午前11時25分頃、釜石市立図書館
の移動図書館車が、巡回先の大松地区コミュニ
ティ消防センター駐車場に駐車できなかったた
め、コミュニティ消防センター正面に駐車しよう
として歩道に進入したところ、岩手県沿岸広域振
公用車による物損事故に 興局所有の歩道側溝の蓋を損壊してしまったもの
係る損害賠償事件に関す で、損害賠償額が決定したことから、専決処分し
る専決処分の報告につい たもの
て
【損害賠償の額】
108,000円
【相手方】
岩手県沿岸広域振興局
【専決処分の日】
平成30年4月24日

備考

地方自治法第180
条第1項及び釜石
市長専決条例第2
平成30年2月16日午前11時20分頃、国道396号紫波 条第2号
郡紫波町赤沢下岡田付近において、建設部職員が
運転する公用車の2台前を先行する車両がスリップ
し、それを避けるために相手方車両が車線左側に
緊急停止したことに伴い、建設部職員も追突を避
けようと急ブレーキをかけて停止を試みたもの
公用車による車両損傷事 の、路面が凍結していたことから止まり切れずに
故に係る損害賠償事件に 追突し、相手方車両の右リアフェンダー等に損害
関する専決処分の報告に を与えてしまったもので、損害賠償額が決定した
ついて
ことから、専決処分したもの
【損害賠償の額】
225,720円
【相手方】
遠野市在住の個人
【専決処分の日】
平成30年3月24日
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議案番号

議案第54号

件名

要旨
備考
地方税法の一部を改正する法律等が平成30年3月31
日に公布され、同年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) 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見直した。
ア 水質汚濁防止法に規定する汚水又は
廃液処理施設で総務省令に定めるもの
（現行の1/3から1/2に見直し）
イ 出力5,000kW以上の水力発電設備
（現行の1/2から2/3に見直し）
ウ 出力1,000kW未満の地熱発電設備
（現行の1/2から2/3に見直し）
エ 出力10,000kW以上のバイオマス発
電設備（現行の1/2から2/3に見直し）
オ 出力1,000kW以上の特定太陽光発
電設備（現行の2/3から3/4に見直し）
カ 出力20kW未満の特定風力発電設
備（現行の2/3から3/4に見直し）
② 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
釜石市市税条例の一部を
産税を軽減する特例措置を講ずること
改正する条例の専決処分
地方自治法第179
とした。
に関し承認を求めること
条第3項
ア 指定避難施設の用に供する家屋のう
について
ち指定避難用施設避難用部分
(減額割合2/3)
イ 津波対策の用に供する償却資産のう
ち指定避難用償却資産（減額割合2/3）
③ 平成29年度まで講じられてきた土地に
係る負担調整措置について、平成32年度
まで3年間延長することした。
(2) 国民健康保険税関係
① 課税限度額を次のとおり引き上げる
こととした。
基礎課税額 54万円 → 58万円
※ 後期高齢者支援金等課税額は変更なし
（19万円）
※ 介護納付金課税額は変更なし
（16万円）
※ 改正後の国民健康保険税の最高額は
年額93万円（改正前89万円）
② 低所得者に対する保険税の軽減判定と
なる所得基準額を引き上げることとした。
(3) その他、地方税法の改正等に伴う必要な
規定の整理を行った。
【施行期日】
平成30年4月1日
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議案番号

件名

要旨

釜石市放課後児童健全育
成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
専決処分に関し承認を求
めることについて

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する
基準の一部を改正する省令が平成30年3月30日に公
布され、同年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) 放課後児童支援員の資格要件の拡大
放課後児童支援員の基礎資格等について、一
定の実務経験があり、かつ、市長村長が適当と
認めた者に対象を拡大することとし、「5年
以上放課後児童健全育成事業に従事した者で
あって、市町村長が適当と認めたもの」を新設
する。
(2) 学校の教諭となる資格を有する者の規定
の明確化
学校教育法の規定により、学校の教諭となる
資格を有する者を放課後児童支援員の基礎資
格として規定しているところ、教員免許状の更
新を受けていない場合の取扱いを明確にするた
め、「教育職員免許法第4条に規定する免許状
を有する者」に改正する。
【施行期日】
平成30年4月1日

議案第56号

釜石市特定教育・保育、
特定地域型保育等の保育
料を定める条例の一部を
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

子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政
令が平成30年3月31日に公布され、同年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 地方自治法第179
るもの
条第3項
【主な改正内容】
教育認定子どもに係る保育料月額の引下げ
市町村民税所得割課税額が77,101円未満の支
給認定保護者の利用者負担の上限額が14,100円
から10,100円に引き下げられたことに伴い、釜
石市特定教育・保育、特定地域型保育等の保育
料を定める条例で定めている市町村民税所得割
課税額が48,600円以上77,101円未満の保護者の
属する世帯の保育料月額を12,000円から10,100
円に引き下げる。
【施行期日】
平成30年4月1日

議案第57号

岩手県漁港管理条例の一部を改正する条例が平成
30年3月28日に公布され、同年4月1日に施行された
ことに伴い、条例の一部を改正したことに関し、
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】
占用料について
釜石市漁港管理条例の一
(1) 電柱類を設置する場合
部を改正する条例の専決
1本ごとに1年につき「380円」を「360円」
処分に関し承認を求める
に改める。
ことについて
(2) 地下埋設物を設置する場合
外径40センチメートル未満の場合は1メート
ルまでごとに1年につき「82円」を「78円」に
改める。
【施行期日】
平成30年4月1日

議案第55号
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備考

議案番号

件名

要旨
備考
岩手県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
が平成30年3月28日に公布され、同年4月1日に施行
されたことに伴い、条例の一部を改正したことに
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) 道路の占用料の額(単価)を改定する。
(2) 占用物件として道路法施行令第7条第8号に
地方自治法第179
掲げる施設で地下に設けるものを加える。
(3) 表示面積等にかかる端数計算の方法を改正 条第3項
する。
【施行期日】
平成30年4月1日

議案第58号

釜石市道路占用料徴収条
例及び道路法等の適用を
受けない公共用財産の管
理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

議案第59号

平成29年度釜石市一般会
計補正予算(第8号)の専
(別紙のとおり)
決処分の承認を求めるこ
とについて

議案第60号

釜石市議会の議決すべき事項に「防災市民憲章」
の制定を加えることに伴い、条例の一部を改正し
ようとするもの
釜石市議会の議決すべき
【主な改正内容】
事項を定める条例の一部
第2条第3号中「釜石市民憲章」の次に「及び
を改正する条例
釜石市防災市民憲章」を加える。
【施行期日】
公布の日

議案第61号

地方税法等の一部を改正する法律等が平成30年3月
31日に公布され、平成30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) 固定資産税関係
生産性向上特別措置法(平成30年法律
第25号)の規定による認定先端設備等導
入計画に基づき行われた中小企業の一定の
設備投資について、3年間固定資産税をゼロ
地方自治法第96
に軽減する特例措置を講じるものとする。
条第1項第1号
(2) 市たばこ税関係
① 税率を段階的に引き上げることとする。
② 国のたばこ税と同様に加熱式たばこに
釜石市市税条例等の一部
係る課税方式の見直しを実施する。
を改正する条例
(｢重量｣と｢価格｣を紙巻たばこの本数に換
算する方式とし、平成30年10月1日から
5年間かけて段階的に移行。)
(3) その他、地方税法の改正等に伴う必要な
規定の整理を行う。
【施行期日】
(1) 公布の日(平成30年6月6日から適用)
(2) 平成30年10月1日
平成31年10月1日(①を除く)
平成32年10月1日
平成33年10月1日
平成34年10月1日(①を除く)
(3) 平成30年10月1日から平成33年1月1日
までの附則で定める日
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議案番号

件名

要旨

備考

議案第62号

集会所未設置地区への新規整備をするため、尾崎
白浜集会所を新たに設置することに伴い、条例の
一部を改正しようとするもの
釜石市立集会所条例の一 【主な改正内容】
部を改正する条例
第2条の表に尾崎白浜集会所の名称及び位置を加
える
【施行期日】
平成30年7月1日

議案第63号

ラグビーワールドカップ2019釜石開催へ向け、鵜
住居運動公園の有料公園施設として整備される釜
石鵜住居復興スタジアム(仮称)が平成30年7月末に
完成することに伴い、条例の一部を改正しようと
するもの
【主な改正内容】
(1) 第11条の11別表第4の表に鵜住居運動公園
の有料公園施設名(釜石鵜住居復興スタジア
ム)及び施設の所在地を加える。
(2) 第11条の13別表第5の表に鵜住居運動公園
地方自治法第96
の有料公園施設名、開場時間及び利用時間を
条第1項第1号
加える。
(3) 第11条の14別表第6の表に鵜住居運動公園
の有料公園施設名、休場日及び休館日を加え
釜石市都市公園条例の一
る。
部を改正する条例
(4) 第11条の18に別表第8(釜石鵜住居復興スタ
ジアムの使用料)を加える。
(5) 条例中、指定管理に関する部分を市の直営
管理と指定管理が両立できるよう文言の改正
を行う。
※釜石鵜住居復興スタジアムは、ラグビー
ワールドカップ2019釜石開催終了までは
市の直営管理とする方針であることから、
有料公園施設の管理方法に指定管理と市
の直営管理が混在することになるため、
それらに対応する改正を行う。（第11条、
第11条の12から21及び第11条の28）
(6) その他、字句の改正を行う。
【施行期日】
公布の日
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議案番号

議案第64号

議案第65号

議案第66号

件名

要旨
備考
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推
進を図るための関係法律の整備に関する法律の施
行により、公営住宅法施行令及び住宅地区改良法
施行令の一部改正する政令、公営住宅法施行規則
及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住
宅等の整備等に関する特別措置法施行規則の一部
を改正する省令が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) 釜石市改良住宅管理条例
① 第2条第2号中「保育所」の次に「、幼保
連携型認定こども園」を加える。
② 第23条中「第11条」を「第12条」に改め
る。
③ 第32条第2項中「第8条」を「第7条」に改
める。
(2) 釜石市コミュニティ住宅管理条例
釜石市改良住宅管理条例
① 第2条第5号中「改良住宅等管理要綱(昭和
等の一部を改正する条例
54年建設省住整第6号)第13」を「改良住宅
等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号)第
14」に改める。
② 第25条第2項中「第8条」を「第7条」に改
める。
③ 第27条第2項の表中「第26条」を「前条」
に改める。
(3) 釜石市営住宅条例
① 第8条第3項中「(平成13年法律第31号)」
を削る。
② 第13条第1項、第39条及び第40条中「第11
地方自治法第96
条」を「第12条」に改める。
③ 第15条第2項中「第8条」を「第7条」に改 条第1項第1号
める。
④ 第74条第1項中「(昭和22年法律第67号)」
を削る。
【施行期日】
公布の日
遺族年金を受給していた最後の受給対象者が死亡
したことに伴い、関連条例も含めて廃止しようと
するもの
【廃止する条例】
(1) 釜石市吏員恩給条例
(2) 釜石市吏員恩給条例臨時特例に関する条例
(3) 昭和23年6月30日以前に給付事由が発生し
釜石市吏員恩給条例等を
た普通恩給等の年額の改定に関する条例
廃止する条例
(4) 昭和28年12月31日以前に給付事由が発生し
た普通恩給等の年額の改定に関する条例
(5) 釜石市吏員恩給の基礎となるべき在職期間
の通算等に関する条例
(6) 釜石市教育職員の退職年金及び退職一時金
に関する条例
【施行期日】
公布の日
東日本大震災による津波で被災した釜石市民文化
会館は、災害復旧工事による復旧が完了し、代替
釜石市民文化会館条例を 施設として釜石市民ホールが供用開始されたこと
廃止する条例
に伴い、条例を廃止しようとするもの
【施行期日】
公布の日
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議案番号

件名

議案第67号

平成30年度釜石市一般会
計補正予算(第1号)

要旨

備考
地方自治法第96
条第1項第2号

(別紙のとおり)
議案第68号

地方自治法第96
条第1項第2号及
び地方公営企業
法第24条第3項

平成30年度釜石市公共下
水道事業会計補正予算
(第1号)

議案第69号

釜石市民体育館建設(建
築主体)工事の請負契約
の締結に関し議決を求め
ることについて

議案第70号

釜石市民体育館建設(機
械設備)工事の請負契約
の締結に関し議決を求め
ることについて

議案第71号

釜石市民体育館建設(電
気設備)工事の請負契約
の締結に関し議決を求め
ることについて

【契約の方法】
条件付一般競争入札
【契約金額】
1,535,868,000円
【契約の相手方】
㈱タカヤ・㈱山長建設特定共同企業体
【仮契約締結日】
平成30年5月25日
【契約の方法】
条件付一般競争入札
【契約金額】
322,768,800円
【契約の相手方】
三浦設備 株式会社
【仮契約締結日】
平成30年5月25日
【契約の方法】
条件付一般競争入札
【契約金額】
224,640,000円
【契約の相手方】
株式会社 ユアテック 釜石営業所
【仮契約締結日】
平成30年5月25日
【契約の方法】
随意契約
【契約金額】
184,788,000円
【契約の相手方】
㈱小澤組・㈱八幡建設特定共同企業体
【仮契約締結日】
平成30年5月25日

議案第72号

観光交流拠点施設建設工
事の請負契約の締結に関
し議決を求めることにつ
いて

議案第73号

【契約の方法】
随意契約
【契約金額】
魚河岸にぎわい創出施設
487,620,000円
建設工事の請負契約の締
【契約の相手方】
結に関し議決を求めるこ
日鉄住金テックスエンジ 株式会社
とについて
建設事業部 釜石建設センター
【仮契約締結日】
平成30年5月25日

議案第74号

【契約の方法】
条件付き一般競争入札
【契約金額】
東部地区避難路施設整備
448,200,000円
工事(その6)の請負契約
【契約の相手方】
の締結に関し議決を求め
日鉄住金テックスエンジ 株式会社
ることについて
建設事業部 釜石建設センター
【仮契約締結日】
平成30年5月21日
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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

議案番号

議案第75号

議案第76号

議案第77号

議案第78号

件名

要旨

備考

祈りのパークに設置するモニュメントに関する詳
細設計が完了し、そのモニュメント製作工を追加
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
鵜住居駅前津波復興拠点 【変更前】
整備工事の変更請負契約 399,691,800円
の締結に関し議決を求め 【変更後】
ることについて
449,210,880円
【増額金額】
49,519,080円
地方自治法第96
【契約の相手方】
条第1項第5号及
㈱小澤組・㈱八幡建設特定共同企業体
び議会の議決に
付すべき契約及
音響設備の追加整備、分電盤の仕様変更、上下水 び財産の取得又
道配管工の増工及び労働者確保による宿泊費の増 は処分に関する
加に伴い、契約額を増額する変更請負契約を締結 条例第2条
しようとするもの
釜石鵜住居復興スタジア 【変更前】
ム(仮称)整備工事の変更 2,104,830,360円
請負契約の締結に関し議 【変更後】
決を求めることについて 2,152,308,240円
【増額金額】
47,477,880円
【契約の相手方】
大成建設・新光建設特定共同企業体
根浜海岸多目的広場等整備事業の用地に供する土
地を買い入れようとするもの
【取得する土地】
鵜住居町第20地割1番1 外4筆
土地の取得に関し議決を 【取得価格】
求めることについて
49,372,164円
【契約の相手方】
市内在住の個人
地方自治法第96
【仮契約締結日】
条第1項第8号及
平成30年5月10日
び議会の議決に
付すべき契約及
び財産の取得又
都市公園事業(片岸地区)により整備する公園用地 は処分に関する
に供する土地を買い入れようとするもの
条例第3条
【取得する土地】
片岸町第6地割7番2 外8筆
土地の取得に関し議決を 【取得価格】
求めることについて
54,451,850円
【契約の相手方】
市内在住の個人
【仮契約締結日】
平成30年4月18日
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議案番号

件名

要旨

備考

議案第79号

平成29年12月釜石市議会定例会において可決され
た、議案第150号「財産の無償貸し付けに関し議決
を求めることについて」の議決事項のうち、貸し
付ける土地の地番、筆数及び面積を変更しようと
するもの
【主な変更の内容】
《変更前》
筆数 91筆
議決事項の一部変更につ
地方自治法第96
面積 180,520.43㎡
いて
条第1項第6号
《変更後》
筆数 92筆
面積 178,194.43㎡
《増減数》
筆数
1筆の増
面積 2,326㎡の減
【貸付けの相手方】
東日本旅客鉄道 株式会社

議案第80号

平成29年9月釜石市議会定例会において可決された
只越復興住宅5号(仮称)の取得議案である議案第
117号「只越復興住宅5号(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、取得
価格を変更しようとするもの。
【変更の内容】
《変更前》
議決事項の一部変更につ
取得価格 899,786,240円
いて
《変更後》
取得価格 950,407,000円
《増減金額》
取得価格 50,620,760円の増額
【契約の相手方】
パナソニック ホームズ 株式会社
関東・東北支社

議案第81号

平成29年(ネ)第198号損害賠償請求控訴事件に係る
損害賠償請求控訴事件に
和解に関し議決を求めようとするもの
係る和解及びこれに伴う
地方自治法第96
【和解金】
和解金の額を定めること
条第1項第12号及
489,500円
に関し議決を求めること
び第13号
【和解の相手方】
について
大船渡市在住の個人 外1人

議案第82号

釜石都市計画片岸地区被災市街地復興土地区画整
字の区域の変更に関し議
理事業の施行に伴う換地処分を行うため、字の区
決を求めることについて
域を変更しようとするもの

議案第83号

字の区域の変更及び町の 釜石都市計画鵜住居地区被災市街地復興土地区画 地方自治法第260
区域の画定に関し議決を 整理事業の施行に伴う換地処分を行うため、字の 条第1項
求めることについて
区域を変更し、町の区域を画定しようとするもの

議案第84号

釜石都市計画平田地区被災市街地復興土地区画整
町の区域の画定に関し議
理事業の施行に伴う換地処分を行うため、町の区
決を求めることについて
域を画定しようとするもの
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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

