
令和３年第３回　広島市議会定例会提出案件

１　予　算　案

（１） 令和３年度広島市一般会計補正予算（第６号）

（２） 令和３年度広島市競輪事業特別会計補正予算（第１号）

２　条　例　案

（１） 広島市個人情報保護条例の一部 行政手続における特定の個人を識別するた

改正について（企画総務局） めの番号の利用等に関する法律の改正等に

伴う規定の整備

　施行期日　公布の日又はデジタル社会の

　　　　　　形成を図るための関係法律の

　　　　　　整備に関する法律第５０条の

　　　　　　規定の施行の日

（２） 広島市個人番号の利用に関する 行政手続における特定の個人を識別するた

条例の一部改正について めの番号の利用等に関する法律の改正に伴

（企画総務局） う規定の整備

　施行期日　デジタル社会の形成を図るた

　　　　　　めの関係法律の整備に関する

　　　　　　法律第５６条の規定の施行の

　　　　　　日

予算案 条例案
その他の
議　　案

計 報告

２件 ５件 １１件 ２０件 １２件

決　算
認定案

３件

専決処分
承 認 案

２件
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（３） 旧広島市民球場跡地整備事業基 旧広島市民球場の跡地等の整備により、当

金条例の一部改正について 該跡地等を旧広島市民球場跡地イベント広

（都市整備局） 場として供用開始することに伴うもの

（主な改正内容）

　基金を旧広島市民球場跡地イベント広場

　の管理のための資金に充てることができ

　「旧広島市民球場跡地イベント広場基金」

　に改める。

　施行期日　令和５年３月３１日

（４） 広島市印鑑条例の一部改正につ 電子署名等に係る地方公共団体情報システ

いて（企画総務局） ム機構の認証業務に関する法律の改正に伴

う規定の整備

　施行期日　デジタル社会の形成を図るた

　　　　　　めの関係法律の整備に関する

　　　　　　法律第４９条の規定の施行の

　　　　　　日

（５） 広島市特定教育・保育施設等運 （主な改正内容）

営基準条例の一部改正について

（こども未来局） 　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の改正に伴うもの

　　特定教育・保育施設等が書面等により

　　記録等を行うことが規定されているも

　　のについて、電磁的記録により行うこ

　　とができることとする。

　　施行期日　公布の日

るようにするとともに、基金の名称をA
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３　その他の議案

（１） 広島市と広島県との間における 府中浄水場を廃止することに伴うもの

上水道管理事務の一部事務委託

の廃止に関する協議について

（水道局）

（２） 辺地に係る公共的施設の総合整 似島町辺地に係る公共的施設の総合整備計

備計画の変更について 画を変更するもの

（企画総務局）

（主な変更内容）

　事業費の変更

変更後 19億3,500万円

変更前 17億  500万円
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（３） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　中央公園（旧広島市民球場跡地イ

　　　　ベント広場に限る。）

　２　指定の相手方

　　　　ＮＥＷ　ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ

　　　　ＧＡＴＥＰＡＲＫ

　３　指定の期間

　　　　令和５年３月３１日～令和２４年

　　　　３月３１日

（４） 市道の路線の廃止について 安佐北３区５５４号線

（道路交通局）

（５） 市道の路線の認定について 中３区３３４号線など１２路線

（道路交通局）
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（６） 財産の取得について 旧広島市民球場跡地整備等事業において事

（都市整備局） 業者が整備する特定公園施設を取得するも

の

　所 在 地　中区基町

　取得施設　イベント広場、園路、便所、

　　　　　　案内板等

　買入価格　１１億６，８２０万円

　買 入 先　ＮＥＷ　ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ

　　　　　　ＧＡＴＥＰＡＲＫ

（７） 財産の取得について 石内北小学校の校舎等を取得するもの

（教育委員会）

　所 在 地　佐伯区石内北三丁目　

　取得面積　建物延べ　１，６０８㎡

　買入価格　５億５３５万４，０００円

　買 入 先　一般財団法人広島市都市整備

　　　　　　公社
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（８） 契約の締結について 吉島屋内プール新築工事

（市民局）

　工事場所　中区南吉島一丁目　

　工事概要　鉄筋コンクリート造り一部鉄

　　　　　　骨造り２階建ての屋内プール

　　　　　　延べ１，５７９．８８平方メ

　　　　　　ートルの新築工事

　請負金額　７億５，３５０万円

　請 負 人　河井建設工業株式会社

　工　　期　契約成立の日から令和５年２

　　　　　　月２８日まで

（９） 契約の締結について 西風新都環状線善當寺
ぜ ん と う じ

工区第二橋りょう
（都市整備局） （仮称）下部工事（その１）

　工事場所　安佐南区伴北五丁目

　工事概要　橋脚２基の建設工事

　請負金額　５億８，５９７万円

　請 負 人　株式会社田村建設

　工　　期　契約成立の日から令和５年３

　　　　　　月２４日まで
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（10） 令和２年度広島市水道事業会計 令和２年度広島市水道事業会計未処分利益

未処分利益剰余金の処分につい 剰余金について、建設改良積立金への積立

て（水道局） て及び資本金への組入れを行うもの

　処分額

　　　　１７億４，１５３万７，１３０円

　建設改良積立金

　　　　　２億８，９８０万　　９６４円

　資本金

　　　　１４億５，１７３万６，１６６円

（11） 令和２年度広島市下水道事業会 令和２年度広島市下水道事業会計未処分利

計未処分利益剰余金の処分につ 益剰余金について、減債積立金への積立て

いて（下水道局） 及び資本金への組入れを行うもの

　処分額　

　　　　２５億７，７５０万７，６１４円

　減債積立金

　　　　１１億９，８６０万５，４９７円

　資本金

　　　　１３億７，８９０万２，１１７円

４　専決処分承認案

（１） 令和３年度広島市一般会計補正 令和３年８月１１日からの大雨に伴う災害

予算（第５号）（令和３年９月 によるもの

１日専決処分）

（健康福祉局ほか） 　補正額　３４億６，８２０万円
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（２） 令和３年度広島市下水道事業会 令和３年８月１１日からの大雨に伴う災害

計補正予算（第１号）（令和３ によるもの

年９月１日専決処分）

（下水道局） 　補正額　３，０００万円

５　報告

（１） 専決処分の報告について 道路の管理瑕疵
か し

等に係る損害賠償額の決定
（道路交通局ほか）

　道路の管理瑕疵
か し

　　　３件　　　　１万９，４９８円

　交通事故

　　　７件　　　７９万４，３８５円

（２） 専決処分の報告について 緑地の管理瑕疵
か し

に係る損害賠償請求事件の
（都市整備局） 訴訟上の和解

１件
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（３） 専決処分の報告について 工事請負変更契約の締結

（道路交通局ほか）

　１　広島湯来線麦谷工区道路改良工事

　　請負金額の変更

　　変更理由

　　　岩の掘削量の増加等による。

　２　祇園中学校屋内運動場新築その他工

　　　事

　　請負金額の変更

　　変更理由

　　　公共工事設計労務単価の改定による。

（４） 専決処分の報告について 保育園等副食費の滞納者に対する訴えの提

（こども未来局） 起

　１件

変更後 9億6,629万  600円

9億6,580万円     

39億9,596万6,660円

変更前

変更前

変更後

39億6,150万4,760円
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（５） 専決処分の報告について 市営住宅に係る家賃等の長期滞納者に対す

（都市整備局）

　３件

（６） 専決処分の報告について 市営住宅に係る家賃等の長期滞納者との即

（都市整備局） 決和解

　２件

（７） 令和２年度の内部統制の評価に 令和２年度の内部統制の評価を報告するも

ついて（企画総務局） の

（８） 公立大学法人広島市立大学の経 公立大学法人広島市立大学の令和２年度の

営状況について（企画総務局） 経営状況を報告するもの

（９） 地方独立行政法人広島市立病院 地方独立行政法人広島市立病院機構の令和

機構の経営状況について ２年度の経営状況を報告するもの

（健康福祉局）

る家屋明渡等の訴えの提起
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（10） 公立大学法人広島市立大学の令 公立大学法人広島市立大学の令和２年度の

和２年度の業務実績に係る評価 業務実績に係る評価結果を報告するもの

結果の報告について 　

（企画総務局）

（11） 地方独立行政法人広島市立病院 地方独立行政法人広島市立病院機構の令和

機構の令和２年度の業務実績に ２年度の業務実績に係る評価結果を報告す

係る評価結果の報告について るもの

（健康福祉局）

（12） 地方独立行政法人広島市立病院 地方独立行政法人広島市立病院機構の第２

機構の第２期中期目標期間終了 期中期目標期間終了時に見込まれる業務実

時に見込まれる業務実績に係る 績に係る評価結果を報告するもの

評価結果の報告について

（健康福祉局）
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６　決算認定案

（１） 令和２年度広島市水道事業決算

（２） 令和２年度広島市下水道事業決算

（３） 令和２年度広島市安芸市民病院事業決算

［追加送付又は追加提出予定案件］

（１） 令和３年度広島市一般会計補正 令和３年８月１１日からの大雨に伴う災害

予算（第７号）ほか によるもの

［追加提出予定案件］

（１） 人事委員会委員の選任の同意に 任期満了によるもの

ついて（企画総務局）

（２） 令和２年度決算に係る健全化判

断比率の報告について

（財政局）

（３） 令和２年度決算に係る資金不足

比率の報告について（財政局）

（４） 令和２年度広島市各会計歳入歳

出決算
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［参考］

（１） 人権擁護委員候補者の推薦につ 任期満了によるもの

いて（市民局）
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