
- 1 - 
 

 令和３年第４回佐伯市議会定例会 予算外議案の概要  
 

 議 案  

 
議案第 72 号 
 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に

基づく個人番号の利用等に関する条例の一部改正について 
 （議案書４ページ） 
 「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（マイ

ナンバー法）」の一部改正等に伴い、規定の整理をしようとするものである。 
 ＜改正の内容＞ 
 （１） 法律の改正に伴う引用規定等の改正 
     マイナンバー法の一部改正において、転職時等において使用者間での特定

個人情報の提供を可能とする同法第 19 条第４号の追加に伴い、同法の改正前

の同号以降の号名を引用する規定について「号ずれ」が生じることに加え、

情報提供ネットワークシステムの所管が、「総務省」から新たに設置される

「デジタル庁」に変更されることに伴い、規定の整理をする（第１条、第５

条第１項及び第７条の表改正関係）。 
 （２） 施行期日 

     令和３年９月１日 
（担当課：総務課） 

 
議案第 73 号 
 財産の取得について（仮設集合トイレ） 
 （議案書５ページ） 
 災害時の避難所等で使用する仮設集合トイレを上堅田上城地区防災備蓄倉庫に配備

する必要がある。 
この仮設集合トイレの購入に当たり、「佐伯市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条の規定により、議会の議決を求めようとするもの

である。 
 （１） 購入予定動産 

品名 数量 内訳 
トイレ基本セット 36 セット トイレ本体（フレーム、天幕、横

幕、内幕）、便座一式、杭、ロー

プ 
トイレセット３日用 36 セット 吸水トイレ袋、トイレットペーパ

ー、除菌消臭スプレー、トイレ収

容袋 
テントウエイト 216 個  

 （２） 購入の方法   指名競争入札 
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 （３） 予定価格    29,918,900 円（税抜き 27,199,000 円） 
 （４） 入札業者及び入札金額（消費税及び地方消費税を含まない金額） 

入札業者 入札金額 備考 
（有）サンワ技研 21,986,000 円 落札 
（有）朋友 24,500,000 円  
エトウ商会 辞退  
（株）入江電池工業所 欠席  
ひろつるテント 23,630,000 円  
（株）なかがま 22,298,400 円  
ヤナイ電装 辞退  

 （５） 契約の相手方及び契約金額（消費税及び地方消費税を含む金額） 
       佐伯市大字堅田 3905 番地１ 
       有限会社サンワ技研 
       代表取締役 山中 和浩          24,184,600 円 
                          （落札率：80.83％） 
 
【その他参考事項】 
 （１） 納入期限  令和４年３月 11 日 
 （２） 購入費の財源内訳 
                        （単位：円） 

購入費 財源内訳 
国庫支出金 一般財源 

24,184,600 24,184,600 0 
（担当課：防災危機管理課） 

 
議案第 74 号 
 財産の取得について（消防ポンプ自動車（ＣＤ－１型）） 
 （議案書６ページ） 
 常備消防管理分の消防ポンプ自動車（ＣＤ－１型）を経年劣化に伴い更新する必要

がある。 
この車両の購入に当たり、「佐伯市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条の規定により、議会の議決を求めようとするものである。 
 （１） 購入予定車両  消防ポンプ自動車（ＣＤ－１型）  １台 
 （２） 購入の方法   指名競争入札 
 （３） 予定価格    50,807,047 円（税抜き 46,188,225 円） 
 （４） 入札業者及び入札金額（消費税及び地方消費税を含まない金額） 

入札業者 入札金額 備考 
新日本消防設備（株） 41,700,000 円 落札 
九州丸防設備（株） 43,800,000 円  
セーフティサービス（有） 43,000,000 円  
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（株）消防防災 大分本店 42,800,000 円  
（株）武田商会 辞退  
（株）富士総合防災 辞退  
（株）コテガワ 辞退  

 （５） 契約の相手方及び契約金額（消費税及び地方消費税を含む金額） 
       大分市住吉町２丁目６番 34 号 
       新日本消防設備株式会社 
       代表取締役 中野 裕之          45,870,000 円 
                          （落札率：90.28％） 
 
【その他参考事項】 
 （１） 配備先   佐伯市消防署東部分署 
 （２） 納入期限  令和３年 12 月 24 日 
 （３） 購入費の財源内訳 
                         （単位：円） 

購入費 財源内訳 
過疎対策事業債 一般財源 

45,870,000 45,800,000 70,000 
（担当課：警防課） 

 
議案第 75 号 
 佐伯市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 （議案書７ページ） 

 大分県知事に申し出ていた下水道事業の事業期間延伸（令和３年３月 31 日→令和７

年３月 31 日）による計画諸元（人口・原単位・汚水量等）の変更協議が終了したこと

に伴い、変更後の経営の規模に合わせ、所要の改正をしようとするものである。 
 ＜改正の内容＞ 
 （１） 排水人口の変更 
     公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の排水人口を次のとおり

改める（第３条第２項改正関係）。 
事業区分 改正前 改正後 差 

公共下水道事業 23,050 人 22,120 人 △930 人 
特定環境保全公共下水道事業 5,180 人 5,040 人 △140 人 
※特定環境保全公共下水道事業については、蒲江処理区の排水人口の変更（1,780 人→1,640 人）に

伴うもの 

 （２） 施行期日 
     公布の日 

（担当課：営業課） 
 

議案第 76 号 
 工事請負契約の締結について（令和３年度市道小半線橋梁上部工工事） 
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 （議案書８ページ） 
 令和３年度市道小半線橋梁上部工工事に係る工事請負契約を締結することについて、

「佐伯市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条の

規定により、議会の議決を求めようとするものである。 
 （１） 入札方式    要件設定型一般競争入札（事後審査型） 
 （２） 工期      301 日間 
 （３） 予定価格    172,687,900 円（税抜き 156,989,000 円） 
 （４） 最低制限価格  155,419,110 円（税抜き 141,290,100 円） 
 （５） 入札業者及び入札金額（消費税及び地方消費税を含まない金額） 

入札業者 入札金額 備考 
極東興和（株） 大分営業所 141,290,100 円 抽選・審査に

より落札 
（株）IHI インフラ建設 九州支店 141,290,100 円  
川田建設（株） 大分営業所 141,290,100 円  
（株）富士ピー・エス 大分営業所 141,290,100 円  
昭和コンクリート工業（株） 大分営

業所 
141,290,100 円  

ドーピー建設工業（株） 九州営業所 156,989,000 円  
 （６） 契約の相手方及び契約金額（消費税及び地方消費税を含む金額） 

       大分市大字上戸次字長川原 3606－１ 
       極東興和株式会社 大分営業所 
       所長 大迫 修          155,419,110 円 
                      （落札率：90.00％） 
 
【その他参考事項】 

 （１） 工事の場所 
     佐伯市本匠大字小半 
 （２） 工事の概要 

     ① ＰＣ橋工          Ｌ= 50ｍ      
② 舗装工          Ａ=246 ㎡ 

 （３） 工事費の財源内訳 

                         （単位：円） 

工事費 財源内訳 
合併特例債 一般財源 

155,419,110 147,600,000 7,819,110 
（担当課：建設総務課） 

 
議案第 77 号 
 工事請負契約の締結について（令和３年度市道馬場先新女島線女島橋架替工

事） 

 （議案書 12 ページ） 
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 令和３年度市道馬場先新女島線女島橋架替工事に係る工事請負契約を締結すること

について、「佐伯市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条の規定により、議会の議決を求めようとするものである。 
 （１） 入札方式    要件設定型一般競争入札（事後審査型） 
 （２） 工期      403 日間 
 （３） 予定価格    419,756,700 円（税抜き 381,597,000 円） 
 （４） 最低制限価格  381,978,597 円（税抜き 347,253,270 円） 
 （５） 入札業者及び入札金額（消費税及び地方消費税を含まない金額） 

入札業者 入札金額 備考 
富士ピー・エス・小田開発工業特定建

設工事共同企業体 
347,253,270 円 抽選・審査に

より落札 
川田・佐々木特定建設工事共同企業体 347,253,270 円  
極東興和・南九建設特定建設工事共同

企業体 
347,253,270 円  

松尾・小野明特定建設工事共同企業体 347,253,270 円  
オリエンタル白石・風戸工務店特定建

設工事共同企業体 
347,253,270 円  

 （６） 契約の相手方及び契約金額（消費税及び地方消費税を含む金額） 

       大分市松が丘２丁目 16 番２号 
       富士ピー・エス・小田開発工業特定建設工事共同企業体 
       代表構成員 株式会社富士ピー・エス 大分営業所 
             所長 吉用 和史          381,978,597 円 
                             （落札率：91.00％） 
 
【その他参考事項】 

 （１） 工事の場所 
     佐伯市長島町・中の島・新女島区 
 （２） 工事の概要 

     ① 橋台工（逆Ｔ式橋台）   Ｈ=5.4ｍ、Ｎ=１基 
     ② 護岸工          Ａ=102 ㎡ 
     ③ 上部工          Ｌ=48.4ｍ 
 （３） 工事費の財源内訳 

                            （単位：円） 

工事費 財源内訳 
緊急防災・減災事業債 一般財源 

381,978,597 381,900,000 78,597 
（担当課：建設総務課） 

 
議案第 78 号 
 工事請負契約の変更について（令和２年度市道馬場先新女島線女島橋架替工

事） 
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 （議案書 16 ページ） 
 令和２年度市道馬場先新女島線女島橋架替工事（令和２年第４回（６月）市議会定

例会において、その請負契約の締結について議決済み）において、橋台工及び橋脚工

の作業土工等により発生した床掘土の土砂運搬等に必要な経費を追加することに伴い、

工事請負契約の一部（契約金額）を変更しようとするものである。 
 （１） 契約の相手方 

佐伯市宇目大字小野市 4985 番地２ 
佐々木・小野明特定建設工事共同企業体 
代表構成員 株式会社佐々木建設  代表取締役 佐々木 高明 

 （２） 契約変更事項 
     契約金額 

     変更前 298,881,583 円 

     変更後 314,820,000 円（15,938,417 円の増額） 

  
【その他参考事項】 

（１） 工事の主な変更内容 

①  橋梁下部工 土砂運搬Ｖ=9,988 ㎥ の追加 
②  橋梁下部工  仮設工 水替工 ポンプ運転 147 日 の追加 
③  橋梁下部工  仮設工  交通誘導員 75 人 の追加 

 （２） 工事内容の変更理由 

     ① 橋台工及び橋脚工の作業土工、仮設工の土留・仮締切工において、当

初設計では河川内施工ヤードに床掘土を仮置きし、埋戻し後の残土のみ

土砂運搬をする計画であったが、大型建設機械等の設置を行ったところ

施工ヤードが狭く、仮置きスペースが確保できないため、各工程（床掘、

埋戻等）に土砂運搬が必要となった。 
② Ａ１橋台・Ｐ１橋脚工の床掘を行ったところ、底面からの湧水が多く、

水替工が必要となったためポンプ運転（Ａ１橋台 66 日、Ｐ１橋脚 81 日）

を追加施工する必要が生じた。 
③ 本工事の着手に当たり、交通規制（車両通行止）を実施したところ、

現場内に侵入する車両が多く危険であるため、交通誘導員（75 人）を追

加する必要が生じた。 
（３） 工事費及びその財源内訳の変更 

                              （単位：円） 

区分 工事費 
財源内訳 

緊急防災・減災事業債 一般財源 

 変更前 298,881,583 298,800,000 81,583 
 変更後 314,820,000 314,800,000 20,000 
 増減額 15,938,417 16,000,000 △61,583 

（担当課：建設総務課） 
 
議案第 79 号 
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 佐伯市手数料条例の一部改正について 

 （議案書 20 ページ） 
 「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（マイ

ナンバー法）」の一部改正に伴い、個人番号カードの再交付に係る手数料の規定を削

除しようとするものである。 
 ＜改正の内容＞ 
 （１） 個人番号カードの再交付に係る手数料の規定の削除 

     個人番号カードの発行は、現在、市長が地方公共団体情報システム機構

（J-LIS）に委任して行っており、市が一定の再交付に係る手数料を徴収して

いる。 
     今回、マイナンバー法の一部改正により、個人番号カードの発行主体が J-

LISであることが明確化されるとともに、J-LISが個人番号カードの発行に対

し手数料を徴収することができ、その徴収事務を市長に委託することができ

ることが新たに規定された。 
     このことから、従来どおり再交付手数料を徴収するものの、委託契約によ

り J-LIS から受託する徴収事務へ位置付けが変わることにより、当該条例に

規定している個人番号カードの再交付に係る手数料の規定を削除する（別表

第２の 17 の項削除関係）。 
 （２） 施行期日 

     令和３年９月１日 
（担当課：市民課） 

 
議案第 80 号 
 佐伯市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例の

制定について 
 （議案書 21 ページ） 
 再生可能エネルギー発電事業が自然環境や景観、市民の生活環境に及ぼす影響に鑑

み、再生可能エネルギー発電施設の設置に関し必要な事項を定めることにより、本市

の自然環境と地域住民等の安全な生活の保全を図り、再生可能エネルギー発電事業と

地域との共生に寄与することを目的に、新たに条例を制定しようとするものである。 
 ＜条例の主な内容＞ 
 （１） 市、事業者、市民及び土地所有者等の責務 
     市、事業者、市民及び土地所有者等のそれぞれの立場において果たすべき

責務を規定する（第４条から第７条まで関係）。 
 （２） 適用事業 
     この条例を適用する事業は、次のいずれかに該当する再生可能エネルギー

発電施設（太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス発電施設）とする（第８

条関係）。 
     ① 築造面積が 500 ㎡を超えるもの 
     ② 高さが 10ｍを超えるもの 
    （適用除外） 建築物の屋根又は屋上に設置するもの 
 （３） 抑制区域 
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     市長が事業者に対し、事業区域に含めないように求めることができる区域

を指定することができることとする（第９条関係）。 
 （４） 設置手続 

     事業者は、再生可能エネルギー発電施設を設置しようとするときは、あら

かじめ、事業計画について、市長との事前協議及び地域住民等への説明を行

うとともに、事業計画書の縦覧を行い、工事に着手しようとする 30 日前まで

に設置の届出をしなければならないこととする。また、その届出をしたとき

は、市長と協定を締結し、工事が完了したときは、完了の届出をしなければ

ならないこととする（第 10 条から第 14 条まで及び第 16 条関係）。 
 （５） 指導、助言、勧告及び公表 

     市長は、事業者に対し、「指導・助言・勧告」を行うことができることとし、

その講じた措置の内容を市長に報告しなければならないこととする。また、

事業者が正当な理由なく勧告に従わない場合は、事業者の氏名（名称）、住所

（所在地）及び勧告の内容を公表することができることとする（第 19 条及び

第 20 条関係）。 
 （６） 施行期日等 

     公布の日（令和３年 10 月１日以後に工事に着手する再生可能エネルギー発

電事業について適用する。） 
（担当課：環境対策課） 

 
議案第 81 号 
 佐伯市地域福祉計画策定委員会条例の一部改正について 

 （議案書 26 ページ） 
 佐伯市地域福祉計画策定委員会の庶務を行う担当課を変更しようとするものである。 
 ＜改正の内容＞ 
 （１） 庶務担当課の変更 
     福祉分野の上位計画に位置付けられている地域福祉計画をより効果的に推

進するため、福祉保健部の企画調整を担うために新設された福祉保健企画課

が委員会の庶務を処理することとする（第７条改正関係）。 
改正前 改正後 

福祉保健部社会福祉課 福祉保健部福祉保健企画課 

 （２） 施行期日 
     公布の日 

（担当課：社会福祉課） 
 
議案第 82 号 
 佐伯市老人ホーム入所判定委員会条例の一部改正について 

 （議案書 27 ページ） 
 佐伯市老人ホーム入所判定委員会の委員の要件を変更しようとするものである。 
 ＜改正の内容＞ 
 （１） 委員の要件の変更 
     現行の規定において、委嘱する委員の一人には、「大分県南部保健所長」が
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定められている。 
しかし、当該保健所の所長は、他の保健所の所長と兼務をしており、当該

保健所に常駐していないことから、当該委員会への出席が困難である状況が

生じている。 
今回、令和３年度の大分県の人事異動により、当該保健所に副所長が置か

れることとなったため、委嘱する委員の要件に、副所長を加え、当該所長に

代わり副所長を委員に委嘱できるようにする（第３条第１項改正関係）。 
 （２） 施行期日 
     公布の日 

（担当課：高齢者福祉課） 
 

議案第 83 号 
 佐伯市条例の廃止に関する条例の一部改正について 

 （議案書 28 ページ） 
 「佐伯市蒲江青少年海の家条例」及び「佐伯市福祉センター条例」を廃止しようと

するものである。 
 ＜主な改正の内容＞ 
 （１） 佐伯市蒲江青少年海の家条例の廃止 
     佐伯市蒲江青少年海の家は、施設及び設備の老朽化等に加え、利用者が恒

常的に少数である状況下においては、当該施設の運営を維持する必要性が見

出し難いため、「佐伯市蒲江青少年海の家条例」を廃止する（本則第 74 号追

加関係）。 
 （２） 佐伯市福祉センター条例の廃止 
     佐伯市福祉センターは、老朽化が著しく、耐震性もないことから、利用が

困難な状況にある。 
     また、当該センターの設置目的である障がい者の福祉の増進等については、

他の施設において、その達成が可能であることを勘案し、「佐伯市福祉センタ

ー条例」を廃止する（本則第 75 号追加関係）。 
 （３） 施行期日 
     公布の日 

（担当課：（１）については社会教育課、 
（２）については障がい福祉課） 

 
議案第 84 号 
 佐伯市学校教育施設整備基金条例の制定について 

 （議案書 29 ページ） 
 本市が設置する学校教育施設の整備に必要な資金を積み立てるため、基金を設置し

ようとするものである（条例の施行期日：公布の日）。 
 補助金等の交付を受けて整備した旧灘幼稚園の園舎を遊休施設の利活用のために有

償で貸付けを行うに当たり、本来であれば当該財産の残存価額に対する補助金等相当

額を国庫に納付しなければならない。 
 しかし、当該補助金等相当額以上の額を本市が設置する学校教育施設の整備に必要
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な資金として積み立て、適切に運用することにより、国庫納付が免除され、積立金を

本市において有効活用することができる。 
 このことから、新たに基金を設置し、補助金等相当額以上の額を積み立て、その適

切な管理及び運用をしようとするものである。 
 なお、今後同様に有償での貸付けや譲渡等を行う場合にも、基金に積立てを行うこ

とにより、国庫納付が免除されることとなる。 
（担当課：教育総務課） 

 
議案第 85 号 
 督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について 

 （議案書 31 ページ） 
 督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について、地方自治

法第 96 条第１項第 12 号の規定により、議会の議決を求めようとするものである。 
 （１） 訴えの相手方（被告） 

住所 氏名 備考 
佐伯市7255番地２ 市営女島団地８Ａ－31 田村 恒雄 債務者 

 （２） 訴えの趣旨の概要 

     次の２点について、判決及び仮執行の宣言を求める。 
     ① 被告は、原告（佐伯市）に対し、次の表に記載の金額を支払うこと。 

債権の区分 金額 
ア 生活保護法第 78 条徴収金及び第 63 条返還金 3,492,823 円 

延滞金 1,295,300 円 
イ ひとり親家庭等医療費助成金返還金 200,356 円 

延滞金 43,400 円 
督促手数料 100 円 

ウ 高齢者住宅整備資金貸付金 555,000 円 
違約金 620,683 円 

エ 申立手続費用 15,529 円 
合計 6,223,191 円 

     ② 訴訟費用は、被告の負担とすること。 
 （３） 訴えに至る経過 

     被告は、生活保護の受給期間中に収入があったにもかかわらず、収入申告

をせず、不正に生活保護費を受給していた。そのことから、生活保護法第 78
条及び第 63 条の規定に基づき支給済みの生活保護費の返還を求めたが、一部

を返還したのみで、いまだ未納となっている。 
     また、被告は、佐伯市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例に基づき、

ひとり親家庭等医療費受給資格者証の交付を受けたが、助成対象者としての

要件を欠いた後も、受給資格喪失の届出及び当該受給資格者証の返還を行わ

ないまま、引き続き、保険医療機関等において当該受給資格者証を提示し、

医療費の助成を受けた。そのことから、不正に受給したひとり親家庭等医療

費助成金の返還を求めたが、返還はなく、いまだ未納となっている。 
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そのほか、被告は、平成 17 年の市町村合併以前の佐伯市における佐伯市高

齢者住宅整備資金貸付条例に基づき、高齢者住宅整備資金貸付契約書を締結

し、高齢者住宅整備資金貸付金を借り受け、分割して平成 23 年 12 月 27 日ま

でに償還することとしていた。しかし、一部を償還したが、いまだ未納とな

っている。 
被告に対してこれらの未納金を納入するよう再三にわたり催告してきたが、

被告がこれに応じないため、令和３年５月６日、佐伯簡易裁判所に支払督促

を申し立て、同月 10 日付けで裁判所書記官が支払督促を被告に発付した。 
これに対し、被告は令和３年５月 18 日付けで、大分地方裁判所佐伯支部に

督促異議の申立てをしたため、民事訴訟法第 395 条前段の規定により、支払

督促の申立ての時（同月６日）に訴えの提起があったとみなされるものであ

る。 
（担当課：収納課） 
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 専決処分の報告  

 

報告第 19 号 
 損害賠償事件の和解及び損害賠償の額の決定について 
 （議案書 33 ページ） 
 損害賠償事件の和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法第 179 条第１項

本文の規定により、令和３年５月 24 日付けで専決処分したので、同条第３項の規定に

より議会に報告し、その承認を求めるものである。 
 （１） 事 件 名：佐伯市蟹田７番 10 号の佐伯市佐伯東地区公民館駐車場で発生

した車両損傷事故に係る損害賠償事件 
 （２） 相 手 方：佐伯市日の出町３番 18 号  大岡 涼子 
 （３） 事件の概要：令和３年４月 30 日午後２時 35 分頃、佐伯市蟹田７番 10 号の

佐伯市佐伯東地区公民館駐車場において、当該公民館職員が

使用する草取り道具を入れたコンテナが強風で飛ばされ、当

該駐車場に駐車中の相手方が所有する自動車に接触し、当該

自動車の右側フロントドアパネル及びリアドアパネルを損傷

した。 
 （４） 和 解 内 容：佐伯市が相手方に損害賠償金を支払う。 
 （５） 賠 償 金 額：115,203 円（保険適用範囲内） 
           上記金額の内訳  車両修理費 95,403 円 
                    代車費用  19,800 円 

（担当課：社会教育課） 
 


