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 令和３年第７回佐伯市議会定例会 予算外議案の概要  
 

 議 案  

 
議案第 122 号 
 佐伯市情報ネットワーク施設条例の一部改正について 
 （議案書５ページ） 
 光ケーブルネットワーク施設の整備に伴う所要の改正をしようとするものである。 
 ＜主な改正の内容＞ 
 （１） 光ケーブルネットワーク施設の整備に伴う改正 

ア 上浦・直川地域 
     ① 現在施工中の「情報ＮＷ（上浦・直川エリア）光化整備工事」により、

令和４年４月１日から、上浦・直川エリアを対象とした光ケーブルネッ

トワーク施設が整備されることとなる。 
       これに伴い、光ケーブルネットワーク施設において市民情報サービス

を行う対象区域及び放送サブセンターの名称等を次の表のとおり追加す

る（第１条による改正の別表第２及び別表第５改正関係）。 
市民情報サー

ビス対象区域 
放送サブセンター 

区分 名称 位置 
上浦地域 
（加入予定者

数 926 件） 
新設

上浦光ケーブル

サブセンター 
佐伯市上浦大字津井浦192
番地１ 

直川地域 
（加入予定者

数 826 件） 
既設

本匠光ケーブル

サブセンター 
佐伯市本匠大字波寄2685番
地 

宇目光ケーブル

サブセンター 
佐伯市宇目大字千束2892番
地１ 

     ② 上記①の改正により、上浦・直川地域においては、令和４年４月１日

から光ケーブルネットワークにより情報が提供されることとなり、原則

として同軸ケーブルは不要となる。 
       しかし、光ケーブルネットワークによる情報の提供を受けるためには、

個別に加入者宅への引込工事が必要となることから、一定の移行期間を

設ける必要がある。 
       以上により、その移行期間を１年間（令和４年４月１日～令和５年３

月 31 日）として令和５年３月 31 日をもって上浦・直川地域における同

軸ケーブルによる情報の提供を終了することとし、同軸ケーブル等ネッ

トワーク施設の放送サブセンターのうち、「上浦サブセンター」及び「直

川サブセンター」を廃止する（第２条による改正の別表第１及び別表第

４改正関係）。 
イ 弥生・鶴見地域 

     ① 弥生・鶴見地域において、今年度、（株）ケーブルテレビ佐伯により光
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ケーブルが整備され、令和５年４月１日から民営化される。 
これに伴い、令和４年４月１日から光ケーブルネットワーク施設にお

いて市民情報サービスを行う対象区域に当該地域を追加し、移行期間を

１年間（令和４年４月１日～令和５年３月 31 日）として同軸ケーブル等

ネットワーク施設及び光ケーブルネットワーク施設のそれぞれの施設に

おいて市民情報サービスを行うこととする（第１条による改正の別表第

５改正関係）。 
② 上記①の移行期間終了日の令和５年３月 31 日をもって同軸ケーブル及

び光ケーブルによる情報の提供を終了することとし、同軸ケーブル等ネ

ットワーク施設の放送サブセンターのうち、「弥生サブセンター」、「鶴見

サブセンター」及び「大島サブセンター」を廃止する（第２条による改

正の別表第１、別表第４及び別表第５改正関係）。 
 （２） 使用料の特例 
     光ケーブルネットワーク施設の整備後１年間は移行期間として位置付けて

いることから、その間に限り、月額 1,430 円である使用料を月額 730 円とす

る（附則第２項関係）。 
 （３） 施行期日 
     ① 上記（１）ア①及びイ①並びに（２） 令和４年４月１日 
     ② 上記（１）ア②及びイ②       令和５年４月１日 

（担当課：情報推進課） 
 
議案第 123 号 
 工事請負契約の締結について（令和３年度佐伯市本匠振興局庁舎建設（建築

主体）工事） 
 （議案書７ページ） 
 令和３年度佐伯市本匠振興局庁舎建設（建築主体）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    指名競争入札 
 （２） 工期      令和４年８月 25 日まで 
 （３） 予定価格    164,297,100 円（税抜き 149,361,000 円） 
 （４） 最低制限価格  151,153,332 円（税抜き 137,412,120 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 
（株）ヤマト冨永工務店 149,250,000 円 落札 
旭産業（株） 149,290,000 円  
現代建設（株） 149,300,000 円  
谷川建設工業（株） 149,300,000 円  
（株）佐々木建設 149,360,000 円  
小代築炉工業（株） － 辞退 
恵藤建設（株） － 辞退 
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（有）宮成工務店 － 辞退 
 （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） 
       佐伯市弥生大字大坂本 36 番地 
       株式会社ヤマト冨永工務店 
       代表取締役 冨永 斉子          164,175,000 円 
                          （落札率：99.93％） 
 
【その他参考事項】 
 （１） 工事の場所 
     佐伯市本匠大字笠掛２番地５ 
 （２） 工事の概要 
     ① 建物の構造 鉄筋コンクリート造一部木造 地上１階 
     ② 延べ床面積 499.79 ㎡ 
     ③ 施設の概要 エントランスホール・執務室、小会議室、中会議室、湯

沸し室、書庫、相談室、印刷室、管理室等 
 （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 その他財源 
164,175,000 153,100,000 8,075,000 3,000,000

（担当課：財政課） 
 
議案第 124 号 
 大分市と佐伯市との消防指令業務に係る事務の委託に関する協議について 
 （議案書 12 ページ） 
 県内18市町村（14消防本部）において、消防指令業務の共同運用を実施するため、

当該消防指令業務に係る事務を大分市に委託することに関し、同市と協議の上、規約

を定めようとするものである。 
 ＜規約の主な内容＞ 
 （１） 目的 
     地方自治法第 252 条の 14 第１項の規定に基づき、大分市と本市との消防指

令業務に係る事務の委託について必要な事項を定める（第１条関係）。 
 （２） 委託事務の範囲 
     消防指令業務に係る事務の管理及び執行を大分市に委託する（第２条関

係）。 
     【消防指令業務】 
      ① 災害通報の受付 
      ② 災害発生地点及び災害種別の決定 
      ③ 消防隊等の編成及び出動指令 
      ④ 消防通信の統制 
      ⑤ 災害情報及び災害活動の支援に必要な情報の収集及び伝達 
      ⑥ 上記①～⑤に附帯する業務 
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 （３） 管理及び執行の方法 
     委託事務の管理及び執行は、大分市の条例等の定めるところにより行う

（第３条関係）。 
 （４） 経費の負担 
     委託事務の管理及び執行に要する経費は、本市の負担とする（第４条関

係）。 
 （５） 予算の執行等 
     委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、大分市の歳入歳

出予算において計上すること等とする（第５条から第７条まで関係）。 
 （６） 連絡会議 
     委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、連絡会議を年１回

定期に開き、必要に応じて臨時に連絡会議を開く（第８条関係）。 
 （７） 条例等改正の場合の措置 
     大分市は、委託事務の管理及び執行に係る条例等を改正しようとするとき

は、あらかじめ本市に通知し、本市は、改正後の通知を受けたときは、当該

条例等を公表する（第９条関係）。 
 （８） 通信手段が損なわれた場合の対応 
     委託事務の管理及び執行に必要な通信手段が損なわれた場合は、この規約

の規定にかかわらず、管轄する住民からの緊急通報の受信等ができるよう、

本市においてその管理及び執行を行う（第 10 条関係）。 
（９） 施行期日 

     令和６年４月１日から起算して１年を超えない範囲内において大分市長と

佐伯市長が協議して定める日 
（担当課：通信指令課） 

 
議案第 125 号 
 佐伯市営駐車場条例の一部改正について 

 （議案書 14 ページ） 
 近年の利用状況等を勘案し、「佐伯市営第２駐車場」を用途廃止しようとするもので

ある。 
 ＜主な改正の内容＞ 
 （１） 「佐伯市営第２駐車場」に関する規定の削除 
     佐伯市営第２駐車場（佐伯市中村南町 2146 番３、10143 番６）は、旧佐伯

郵便局跡地を平成８年に大分県から賃借し、その後、平成 12 年に佐伯市が土

地開発基金により購入して、現在まで市営駐車場として供用している。 
近年の利用状況については、本来の目的である商店街利用者等の利用が減

少し、月極駐車場としての利用に転換している現状にある。 
一方、佐伯市営第２駐車場の周辺エリアには、複数の公共の駐車場が設置

されており、いずれも各商店街等から徒歩圏内にあり、金融機関の協力によ

り開放している駐車場を含めると、多くの駐車可能台数が確保されている。

また、当該周辺エリアには、月極駐車場も多く、現状では、その全てが利用

されている状況にない。 
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これらの状況から、佐伯市営第２駐車場の供用を市が継続する必要性が見

出し難く、また、佐伯市営第２駐車場の用地は、周辺商店街で駐車場が不足

しているとの要望があったことにより、当面の間、市営駐車場として利用し

ていくこととした経緯があり、現在、「市街地グランドデザイン第１期実施計

画」において、佐伯市営第２駐車場の用地を「仲町周辺再生プロジェクト」

の中に位置付け、利活用策を検討することとなっている。 
よって、これらの状況を総合的に勘案し、佐伯市営第２駐車場を用途廃止

するため、関連規定を削除する。 
 （２） 施行期日 
     公布の日 

（担当課：商工振興課） 
 
議案第 126 号 
 佐伯市新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金利子補給基金条例の制定

について 

 （議案書 16 ページ） 
 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けている事業者に対する大分県の支援策

の一つである「新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金」を借り受けた中小企業

者等に対し、本市の支援策として、当該融資に対する利子補給金を交付する「新型コ

ロナウイルス感染症緊急対策特別資金利子補給事業」を実施している。 
当該事業に要する経費の財源には、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金」を充当する予定であり、令和３年度に交付される当該交付金を令和４年

度以降も当該事業に要する経費の財源として充当する場合には、令和３年度において

当該交付金を基金として積み立てる必要がある。 
このことから、当該事業に要する経費の財源に充てるため、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）。 
 
【その他参考事項】 

 基金として積み立てる額（令和３年度一般会計補正予算（第７号）に計上） 

基金積立金 
財源内訳 

国県支出金 一般財源 
10,000,000 円 7,000,000 円 3,000,000 円 

（担当課：商工振興課） 
 
議案第 127 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 18 ページ） 
 「佐伯市本匠椎茸

しいたけ

生産施設条例」及び「佐伯市かみうら天海展望台施設条例」を廃

止しようとするものである。 
 ＜改正の内容＞ 
 （１） 佐伯市本匠椎茸

しいたけ

生産施設条例の廃止 
     佐伯市本匠椎茸

しいたけ

生産施設は、椎茸
しいたけ

産業の振興及び後継者の確保を図るため、
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旧本匠村が国の補助事業により、平成 17 年１月に４基の人工ほだ場（三股・

小川・因尾・山部地区）を整備した。当時、本市での椎茸
しいたけ

生産は、路地での

生産が主体となっており、人工ほだ場を活用することで、高品質の椎茸
しいたけ

を生

産できることを生産者に周知することも施設整備の目的の一つであった。 
     施設整備後は、生産者が補助事業を利用して個別に整備するなど、人工ほ

だ場が生産者に普及し、品質の高い椎茸
しいたけ

の生産が行われてきている。 
しかしながら、一方で、当該施設は、施設整備後 16 年を経過し、経年劣化

等により、修繕箇所が増加している現状にある。 
     これらのことから、当該施設は、設置時の目的を一定程度達したほか、今

後の維持管理には、施設の更新や大規模改修等多くの費用を要し、存続が困

難であるため、現指定管理期間の満了をもって、「佐伯市本匠椎茸
しいたけ

生産施設条

例」を廃止する（本則第 78 号追加関係）。 
 （２） 佐伯市かみうら天海展望台施設条例の廃止 
     佐伯市かみうら天海展望台は、平成５年１月に旧上浦町が建設した２階建

ての施設である。 
１階には、海中撮影の映像を視聴できるコーナーがあり、２階には、天体

望遠鏡を備えた天文台があったが、施設完成の数年後の台風被害により、海

中撮影用のビデオカメラが故障し、２階の天文台の機能のみが残っている。 
しかしながら、平成 27 年度以降は、天体望遠鏡の不具合が見られるように

なり、部品類の製造終了などによって中古部品などの修繕で対応してきたが、

大規模な改修が必要となっている状況にある。 
この施設の更新等には、多額の費用を要し、施設の存続が困難であるため、

現指定管理期間の満了をもって、「佐伯市かみうら天海展望台施設条例」を廃

止する（本則第 79 号追加関係）。 
 （３） 施行期日 
     令和４年４月１日 

（担当課：（１）については林業課、 
（２）については観光課） 

 
議案第 128 号 
 佐伯市手数料条例の一部改正について 

 （議案書 19 ページ） 
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の一部改正による住棟認定制度の導入

及び長期優良住宅型総合設計制度の創設に伴う審査手数料を新設するとともに、「住宅

の品質確保の促進等に関する法律」の一部改正による登録住宅性能評価機関の活用に

よる審査の合理化に伴う規定の整備をしようとするものである。 
 ＜主な改正の内容＞ 

 （１） 住棟認定制度の導入に伴う審査手数料の新設 

     区分所有の共同住宅は、各住戸の区分所有者がそれぞれ長期優良住宅建築

等計画の認定を受けることとされていたところ、「長期優良住宅の普及の促

進に関する法律」の一部改正により、共同住宅の認定促進に向けた手続の合

理化として、管理組合の管理者等が一住棟を一括して認定を受ける仕組みに

変更された。 
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     これに伴い、長期優良住宅建築等計画の認定（変更認定）の申請に対する

審査手数料の額及び当該計画の認定を受けた区分所有住宅において、管理者

等が選任された場合における当該計画の変更認定の申請に対する審査手数料

の額を新たに定める（別表第４の 44 の項及び 45 の項改正関係）。 
 （２） 登録住宅性能評価機関の活用による審査の合理化 

     これまで長期優良住宅建築等計画の認定に当たり、登録住宅性能評価機関

による任意の技術的審査を活用していたところ、「住宅の品質確保の促進等

に関する法律」の一部改正により、当該認定の申請をする者は、あらかじめ

当該機関に対し、当該認定の申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造

等であることの確認を求めることが可能となり、当該機関が交付する長期使

用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの

写しを添えて申請をした場合には、当該申請に係る計画は、長期使用構造等

に係る基準に適合しているものとみなすこととされた。 
これに伴い、長期優良住宅建築等計画の認定（変更認定）の申請において、

当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された

確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しの添付があるときは、これ

までの登録住宅性能評価機関が任意の技術的審査により交付する長期使用構

造等に係る基準に適合していることを証する書類の添付があった場合と同様

の手数料の額とする（別表第４の 44 の項改正関係）。 
 （３） 長期優良住宅型総合設計制度の創設に伴う審査手数料の新設 

     「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の一部改正により、認定長期

優良住宅については、地域における居住環境の維持及び向上に対する配慮に

加え、災害に対する配慮がなされていることになったことを踏まえ、高い公

益性を有することから、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に

資するものについて、特定行政庁の許可により容積率制限を緩和することが

できることとされた。 
これに伴い、認定長期優良住宅が特定行政庁の許可により容積率制限の緩

和を受ける場合の当該許可の申請に対する審査手数料の額（１件につき 16 万

円）を新たに定める（改正後の別表第４の 47 の項追加関係）。 
 （４） 施行期日 

     令和４年２月 20 日 
（担当課：建築住宅課） 

 
 
議案第 129 号 
 佐伯市直川地域コミュニティセンター赤木分館ほか４分館の指定管理者の指

定について 
 （議案書 22 ページ） 
 佐伯市直川地域コミュニティセンター赤木分館ほか４分館の管理を行う指定管理者

を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
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議案第 130 号 
 佐伯市宇目商業団地関連施設の指定管理者の指定について 
 （議案書 24 ページ） 
 佐伯市宇目商業団地関連施設の管理を行う指定管理者を指定しようとするものであ

る。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 131 号 
 佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設の指定管理者の指定について 
 （議案書 25 ページ） 
 佐伯市瀬会公園簡易宿泊施設の管理を行う指定管理者を指定しようとするものであ

る。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 132 号 
 佐伯市小半ふれあい広場及び佐伯市小半森林公園キャンプ場を併せて管理す

る指定管理者の指定について 
 （議案書 26 ページ） 
 佐伯市小半ふれあい広場及び佐伯市小半森林公園キャンプ場を併せて管理する指定

管理者を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 133 号 
 佐伯市木浦地区ふれあい施設（木浦名水館）の指定管理者の指定について 
 （議案書 27 ページ） 
 佐伯市木浦地区ふれあい施設（木浦名水館）の管理を行う指定管理者を指定しよう

とするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 134 号 
 佐伯市藤河内渓谷観光施設等の指定管理者の指定について 
 （議案書 28 ページ） 
 佐伯市藤河内渓谷観光施設等の管理を行う指定管理者を指定しようとするものであ

る。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 135 号 
 佐伯市高平キャンプ場の指定管理者の指定について 
 （議案書 29 ページ） 
 佐伯市高平キャンプ場の管理を行う指定管理者を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
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議案第 136 号 
 大入島食彩館の指定管理者の指定について 
 （議案書 30 ページ） 
 大入島食彩館の管理を行う指定管理者を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 137 号 
 佐伯市上浦しおさいの里の指定管理者の指定について 
 （議案書 31 ページ） 
 佐伯市上浦しおさいの里の管理を行う指定管理者を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 138 号 
 工事委託契約の締結について（日豊本線平野踏切道拡幅工事） 

 （議案書 32 ページ） 
 日豊本線佐伯駅構内 197ｋ615ｍ付近平野踏切道拡幅工事に係る工事委託契約を締結

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） 契約の方法   随意契約 
 （２） 施行期間    2021 年度～2023 年度 
 （３） 予定価格    214,110,000 円 
 （４） 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） 

       福岡市博多区博多駅前３丁目 25 番 21 号 
       九州旅客鉄道株式会社 
       代表取締役社長 青柳 俊彦          214,110,000 円 
 
【その他参考事項】 

 （１） 工事の場所 
     佐伯市蟹田・平野町・駅前２丁目 
 （２） 主な工事の概要 

     ① 負担金工事           
       踏切改良 軌道工事       Ｌ＝20.0ｍ 
       信号通信設備改良 踏切遮断機  Ｎ＝４基 
                踏切警報機  Ｎ＝４基 

② 受託工事 
踏切道拡幅    Ｌ＝48.0ｍ  Ｗ＝8.5ｍ 

 （３） 工事委託費の財源内訳 

                                 （単位：円） 

工事委託費 
財源内訳 

合併特例債 過疎対策事業債 一般財源 
214,110,000 2,000,000 211,800,000 310,000

  （担当課：建設総務課） 
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議案第 139 号 
 佐伯市本匠農産加工施設の指定管理者の指定について 
 （議案書 36 ページ） 
 佐伯市本匠農産加工施設の管理を行う指定管理者を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 140 号 
 佐伯市本匠釜茶加工施設の指定管理者の指定について 
 （議案書 37 ページ） 
 佐伯市本匠釜茶加工施設の管理を行う指定管理者を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 141 号 
 佐伯市重岡ライスセンターの指定管理者の指定について 
 （議案書 38 ページ） 
 佐伯市重岡ライスセンターの管理を行う指定管理者を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 142 号 
 佐伯市本匠堆肥化施設の指定管理者の指定について 
 （議案書 39 ページ） 
 佐伯市本匠堆肥化施設の管理を行う指定管理者を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 143 号 
 佐伯市宇目農林産物等直売所の指定管理者の指定について 
 （議案書 40 ページ） 
 佐伯市宇目農林産物等直売所の管理を行う指定管理者を指定しようとするものであ

る。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 144 号 
 佐伯市直川農林産物加工直売所の指定管理者の指定について 
 （議案書 41 ページ） 
 佐伯市直川農林産物加工直売所の管理を行う指定管理者を指定しようとするもので

ある。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 145 号 
 佐伯市本匠林産物加工施設の指定管理者の指定について 
 （議案書 42 ページ） 
 佐伯市本匠林産物加工施設の管理を行う指定管理者を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
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議案第 146 号 
 工事請負契約の締結について（令和３年度水産生産基盤整備事業長田漁港整

備工事） 
 （議案書 43 ページ） 
 令和３年度水産生産基盤整備事業長田漁港整備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      令和４年３月 31 日まで 
 （３） 予定価格    197,395,000 円（税抜き 179,450,000 円） 
 （４） 最低制限価格  177,655,500 円（税抜き 161,505,000 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 
小野明・佐々木特定建設工事共同企業

体 
161,505,000 円 抽選・審査に

より落札 
東豊・盛田特定建設工事共同企業体 161,505,000 円  
庄司・風戸特定建設工事共同企業体 161,505,000 円  
小田・建工特定建設工事共同企業体 161,505,000 円  
丸和・南九特定建設工事共同企業体 161,505,000 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） 

       佐伯市本匠大字笠掛 1579 番地１ 
       小野明・佐々木特定建設工事共同企業体 
       代表構成員 株式会社小野明組 
       代表取締役 三浦 好          177,655,500 円 
                           （落札率：90％） 
 
【その他参考事項】 

 （１） 工事の場所 
     佐伯市上浦大字最勝海浦 
 （２） 主な工事の概要 

     防波堤 本体工・上部工   Ｌ= 30ｍ      
 （３） 工事費の財源内訳 

                                 （単位：円） 

工事費 
財源内訳 

国庫補助金 県補助金 過疎対策事業債 一般財源

177,655,500 88,827,000 35,531,000 53,200,000 97,500
（担当課：水産課） 

 
議案第 147 号 
 佐伯市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正について 
 （議案書 47 ページ） 
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 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令）の一部改正に伴い、

家庭的保育事業者等及びその職員が書面により行う諸記録の作成等について、電磁的

記録により行うことができることとするほか、規定の整理をしようとするものである。 
 ＜主な改正の内容＞ 
 （１） 書面による諸記録の作成等に係る見直し 
     厚生労働省令の改正により追加された規定は、児童福祉法第 34 条の 16 第

２項の規定により、「厚生労働省令で定める基準を参酌して定める」こととさ

れている。 
追加された当該規定は、家庭的保育事業者等の業務負担軽減等を図る観点

から、諸記録の作成等を電磁的記録により行うことを認める旨のものであり、

本市においても必要な規定であるため、厚生労働省令で定める当該基準と同

様の措置を講じる（第 49 条追加関係）。 
 （２） 施行期日 
     公布の日 

（担当課：こども福祉課） 
 
議案第 148 号 
 佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部改正について 
 （議案書 49 ページ） 
 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等

の運営に関する基準（内閣府令）の一部改正に伴い、特定教育・保育施設等が書面等

により行う諸記録の作成等について電磁的記録により行い、並びに書面等の交付等及

び書面等による同意の取得について電磁的方法により行うことができることとするほ

か、規定の整理をしようとするものである。 
 ＜主な改正の内容＞ 
 （１） 書面等による諸記録の作成等及び手続等に係る見直し 
     内閣府令の改正により追加された規定は、子ども・子育て支援法第 34 条第

３項及び第 46 条第３項の規定により、「内閣府令で定める基準を参酌して定

める」こととされている。 
追加された当該規定は、保育所等を利用する保護者の利便性向上や保育所

等の子ども・子育て支援を行う事業者等の業務負担軽減等を図る観点から、

諸記録の作成等を電磁的記録により行うことを認めるとともに、保護者等へ

の説明等のうち、書面等で行うもの及び書面等で行うことが想定されている

ものについて、電磁的方法により行うことを認める旨のものであり、本市に

おいても必要な規定であるため、内閣府令で定める当該基準と同様の措置を

講じる（第 53 条追加関係）。 
 （２） 施行期日 
     公布の日 

（担当課：こども福祉課） 
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議案第 149 号 
 佐伯市国民健康保険税条例の一部改正について 
 （議案書 52 ページ） 
 地方税法等の一部改正に伴い、未就学児に係る被保険者均等割額を減額するほか、

規定の整理をしようとするものである。 
 「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法

律」による地方税法の一部改正により、国民健康保険税について、未就学児に係る被

保険者均等割額を減額し、その減額相当額を公費で支援する制度が創設された。 
 当該被保険者均等割額の減額については、政令で定める基準に従い市町村の条例で

定めるものとされたことに伴い、当該政令で定める基準と同様に被保険者均等割額の

減額に係る規定を条例で定めるものである。 
 ＜主な改正の内容＞ 
 （１） 未就学児に係る被保険者均等割額の減額 

     未就学児（６歳に達する日以後の最初の３月 31 日以前である被保険者）に

係る被保険者均等割額を５割減額する（第 23 条第２項追加関係）。 
   ア 基礎課税額の被保険者均等割額（第１号関係） 

世帯の区分 改正前 改正後 差額 
（減額する額） 

７割軽減世帯 7,800 円 3,900 円 △3,900 円

５割軽減世帯 13,000 円 6,500 円 △6,500 円

２割軽減世帯 20,800 円 10,400 円 △10,400 円

上記以外の世帯 26,000 円 13,000 円 △13,000 円

   イ 後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額（第２号関係） 

世帯の区分 改正前 改正後 差額 
（減額する額） 

７割軽減世帯 1,980 円 990 円 △990 円

５割軽減世帯 3,300 円 1,650 円 △1,650 円

２割軽減世帯 5,280 円 2,640 円 △2,640 円

上記以外の世帯 6,600 円 3,300 円 △3,300 円

 
 

【７割軽減世帯】総所得金額及び山林所得金額の合算額が基本額（※）を

超えない世帯 
【５割軽減世帯】総所得金額及び山林所得金額の合算額が基本額に被保険

者等１人につき 28 万 5,000 円を加算した金額を超えな

い世帯 
【２割軽減世帯】総所得金額及び山林所得金額の合算額が基本額に被保険

者等１人につき 52 万円を加算した金額を超えない世帯 
  

（※）【基本額】43 万円＋（（給与所得者等の数－１）×10 万円） 
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 （２） 施行期日 
     令和４年４月１日 

（担当課：保険年金課） 
 
議案第 150 号 
 佐伯市国民健康保険条例の一部改正について 
 （議案書 54 ページ） 
 出産育児一時金の基本額及び産科医療補償制度（※）における掛金相当加算額を改め

ようとするものである。 
 
 （※） 「産科医療補償制度」とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担

を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資

する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決や産科医療の質の向上を図ることを

目的に創設された制度をいう。 

 
 ＜改正の内容＞ 
 （１） 出産育児一時金の基本額の引上げ及び加算額の引下げ 
     本市の出産育児一時金の基本額については、健康保険法施行令で定める出

産育児一時金の基本額を考慮し、40 万 4,000 円（産科医療補償制度加算の対

象となる出産については、１万 6,000 円を加算）としている。 
令和４年１月１日から産科医療補償制度の掛金が１万 6,000 円から１万

2,000円に引き下げられること、及び社会保障審議会医療保険部会において、

少子化対策としての重要性に鑑み、出産育児一時金の支給総額について 42 万

円を維持すべきとされたことを踏まえ、健康保険法施行令の一部改正により、

健康保険法における出産育児一時金の基本額が現行の 40 万 4,000 円から 40
万 8,000 円に引き上げられ、同日から施行されることとなった。 

     これにより、本市の国民健康保険の被保険者に係る出産育児一時金の基本

額及び産科医療補償制度における掛金相当加算額を次の表のとおり改める

（第３条第１項改正関係）。 
項目 改正前 改正後 差額 
基本額 40 万 4,000 円 40 万 8,000 円 4,000 円

加算額 １万 6,000 円 １万 2,000 円 △4,000 円

合計 42 万円 42 万円 ０円

 （２） 施行期日 
     令和４年１月１日 

（担当課：保険年金課） 
 
議案第 151 号 
 佐伯市給付型奨学金基金条例の制定について 

 （議案書 55 ページ） 
 学業に優れ、又は向上心を持って勉学等にいそしもうとする意欲のある生徒又は学

生が、経済的理由によって就学を断念することがないよう、給付型の奨学金を給付す
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るため、基金を設置しようとするものである。 
 本市在住の安倍彌太郎氏から奨学金の原資に使ってもらいたいとの意向により、本

市に対し、現金 5,000 万円の指定寄附があった。 
この寄附金について、寄附者の意向に沿った活用ができるようにするため基金を設

置し、その適正な管理及び運用を行う（条例の施行期日：公布の日）。 
（担当課：学校教育課） 

 
議案第 152 号 
 佐伯市学校給食センター条例の一部改正について 
 （議案書 57 ページ） 
 学校給食センターにおいて、他の学校給食センターの対象校の学校給食の調理等を

臨時的に行うことができる措置を講じようとするものである。 
 ＜主な改正の内容＞ 
 （１） 学校給食の調理等の臨時的対応措置の創設 
     剣崎学校給食センターのボイラーの老朽化に伴い、更新のため当該学校給

食センターの稼働を一定期間休止する必要がある。 
稼働休止期間において給食の停止を行わないためには、他の学校給食セン

ターにおいて学校給食の調理等を行う必要があるが、現行の条例においては、

それぞれの学校給食センターの対象校を定めており、他の学校給食センター

の対象校の学校給食の調理等を行うことを可能とする措置がとられていない。 
よって、他の学校給食センターにおいて学校給食の調理等を臨時的に行う

ことができる措置を講じ、今後同様の事態が生じた場合等にも対応できるよ

うにする（第３条第２項追加関係）。 
 （２） 施行期日 
     公布の日 

（担当課：体育保健課） 
 
議案第 153 号 
 佐伯市こどもデイサービスセンター「宝島」の指定管理者の指定について 
 （議案書 58 ページ） 
 佐伯市こどもデイサービスセンター「宝島」の管理を行う指定管理者を指定しよう

とするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 154 号 
 佐伯市佐伯児童館の指定管理者の指定について 
 （議案書 59 ページ） 
 佐伯市佐伯児童館の管理を行う指定管理者を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 155 号 
 佐伯市弥生児童館の指定管理者の指定について 
 （議案書 60 ページ） 
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 佐伯市弥生児童館の管理を行う指定管理者を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 156 号 
 佐伯市蒲江児童館の指定管理者の指定について 
 （議案書 61 ページ） 
 佐伯市蒲江児童館の管理を行う指定管理者を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 157 号 
 ひがしなかよしクラブの指定管理者の指定について 
 （議案書 62 ページ） 
 ひがしなかよしクラブの管理を行う指定管理者を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 158 号 
 星の子児童クラブの指定管理者の指定について 
 （議案書 63 ページ） 
 星の子児童クラブの管理を行う指定管理者を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 159 号 
 下堅田児童クラブの指定管理者の指定について 
 （議案書 64 ページ） 
 下堅田児童クラブの管理を行う指定管理者を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 160 号 
 海の子児童クラブの指定管理者の指定について 
 （議案書 65 ページ） 
 海の子児童クラブの管理を行う指定管理者を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 161 号 
 よのうづ子どもクラブの指定管理者の指定について 
 （議案書 66 ページ） 
 よのうづ子どもクラブの管理を行う指定管理者を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 162 号 
 佐伯市弥生地域子育て支援センターの指定管理者の指定について 
 （議案書 67 ページ） 
 佐伯市弥生地域子育て支援センターの管理を行う指定管理者を指定しようとするも
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のである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 163 号 
 佐伯市デイサービスセンター「海悠園」の指定管理者の指定について 
 （議案書 68 ページ） 
 佐伯市デイサービスセンター「海悠園」の管理を行う指定管理者を指定しようとす

るものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 164 号 
 佐伯市老人デイサービスセンターＢ型「中川園」、佐伯市老人デイサービス

センターＥ型「水明園」及び佐伯市老人短期入所施設「悠久園」を併せて管理

する指定管理者の指定について 
 （議案書 69 ページ） 
 佐伯市老人デイサービスセンターＢ型「中川園」、佐伯市老人デイサービスセンター

Ｅ型「水明園」及び佐伯市老人短期入所施設「悠久園」を併せて管理する指定管理者

を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 165 号 
 佐伯市上浦蒲戸生活支援ハウス、佐伯市上浦浅海井生活支援ハウス、佐伯市

上浦ふれあいプラザ、佐伯市上浦浅海井デイサービスセンター、佐伯市上浦児

童館及び佐伯市上浦地域福祉センターを併せて管理する指定管理者の指定につ

いて 
 （議案書 70 ページ） 
 佐伯市上浦蒲戸生活支援ハウス、佐伯市上浦浅海井生活支援ハウス、佐伯市上浦ふ

れあいプラザ、佐伯市上浦浅海井デイサービスセンター、佐伯市上浦児童館及び佐伯

市上浦地域福祉センターを併せて管理する指定管理者を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 166 号 
 佐伯市弥生生活支援ハウス、佐伯市弥生老人憩の家及び佐伯市弥生老人デイ

サービスセンターを併せて管理する指定管理者の指定について 
 （議案書 72 ページ） 
 佐伯市弥生生活支援ハウス、佐伯市弥生老人憩の家及び佐伯市弥生老人デイサービ

スセンターを併せて管理する指定管理者を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 167 号 
 佐伯市直川老人デイサービスセンター及び佐伯市直川地域福祉センターを併

せて管理する指定管理者の指定について 
 （議案書 73 ページ） 
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 佐伯市直川老人デイサービスセンター及び佐伯市直川地域福祉センターを併せて管

理する指定管理者を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 168 号 
 佐伯市東老人憩の家ほか 11 老人憩の家の指定管理者の指定について 
 （議案書 74 ページ） 
 佐伯市東老人憩の家ほか 11 老人憩の家の管理を行う指定管理者を指定しようとする

ものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 169 号 
 佐伯市弥生竹峯切水高齢者活動促進センターの指定管理者の指定について 
 （議案書 76 ページ） 
 佐伯市弥生竹峯切水高齢者活動促進センターの管理を行う指定管理者を指定しよう

とするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 170 号 
 佐伯市本匠高齢者生活福祉センターの指定管理者の指定について 
 （議案書 77 ページ） 
 佐伯市本匠高齢者生活福祉センターの管理を行う指定管理者を指定しようとするも

のである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 171 号 
 佐伯市宇目高齢者生活福祉センターの指定管理者の指定について 
 （議案書 78 ページ） 
 佐伯市宇目高齢者生活福祉センターの管理を行う指定管理者を指定しようとするも

のである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 172 号 
 佐伯市鶴見高齢者生活福祉センターの指定管理者の指定について 
 （議案書 79 ページ） 
 佐伯市鶴見高齢者生活福祉センターの管理を行う指定管理者を指定しようとするも

のである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 173 号 
 佐伯市米水津高齢者生活福祉センターの指定管理者の指定について 
 （議案書 80 ページ） 
 佐伯市米水津高齢者生活福祉センターの管理を行う指定管理者を指定しようとする



- 19 - 
 

ものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 174 号 
 佐伯市小浦高齢者コミュニティセンターの指定管理者の指定について 
 （議案書 81 ページ） 
 佐伯市小浦高齢者コミュニティセンターの管理を行う指定管理者を指定しようとす

るものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 175 号 
 佐伯市国民健康保険鶴見診療所及び佐伯市国民健康保険大入島診療所を併せ

て管理する指定管理者の指定について 
 （議案書 82 ページ） 
 佐伯市国民健康保険鶴見診療所及び佐伯市国民健康保険大入島診療所を併せて管理

する指定管理者を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 176 号 
 佐伯市国民健康保険因尾診療所の指定管理者の指定について 
 （議案書 83 ページ） 
 佐伯市国民健康保険因尾診療所の管理を行う指定管理者を指定しようとするもので

ある。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 177 号 
 佐伯弓道場の指定管理者の指定について 
 （議案書 84 ページ） 
 佐伯弓道場の管理を行う指定管理者を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
 
議案第 178 号 
 佐伯市南浜テニスコートの指定管理者の指定について 
 （議案書 85 ページ） 
 佐伯市南浜テニスコートの管理を行う指定管理者を指定しようとするものである。 
 （別紙「指定管理者の指定に係る議案の概要一覧表」参照） 
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 報告事項  

 
第 18 号報告 
 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 86 ページ） 
 市長の専決処分事項に関する条例本則第１号及び第２号の事項（１件 200 万円以内

の交通事故の和解及び損害賠償の額の決定）について、地方自治法第 180 条第１項の

規定により専決処分したので、同条第２項の規定により報告するものである。 
 （１） 専決処分日：令和３年 10 月 28 日 
 （２） 事故の場所：大分市大字松岡 5047 番地付近の交差点 
 （３） 相 手 方：大分市公園通り３丁目 18 番２号 
           宮﨑 湊音 
 （４） 事故の概要：令和３年７月 16 日午後３時 20 分頃、佐伯市職員が職務上、

市有自動車で県道鶴崎大南線を戸次方面に走行中、車線変更

をすることに気を取られ、当該県道の大分市大字松岡 5047 番

地付近の交差点の信号機が赤信号になっていることに気付か

ず、当該交差点に進入したところ、当該交差点の横断歩道を

渡り始めた相手方に接触し、相手方が右手の甲及び左頬を負

傷した。 
 （５） 和 解 内 容：佐伯市が相手方に損害賠償金を支払う。 
 （６） 賠 償 金 額：109,037 円（保険適用範囲内） 
           上記金額の内訳  治療費   65,157 円 

通院交通費  1,080 円 
                    付添看護料  8,400 円 
                    慰謝料   34,400 円 

（担当課：社会福祉課） 
 


