
令和４年第７回　広島市議会定例会提出案件

１　予　算　案

（１） 令和４年度広島市一般会計補正予算（第５号）

（２） 令和４年度広島市下水道事業会計補正予算（第１号）

２　条　例　案

（１） 広島市附属機関設置条例の一部 公共施設の整備等に係る事業者の選定に関

改正について（企画総務局） する事項の審議を総合的な視点の下で効率

的に行うこととし、市長の附属機関として

広島市公共施設整備等事業者選定審議会を

設置するもの

　施行期日　令和４年１０月１日

（２） 広島市都市計画関係手数料条例 （主な改正内容）

の一部改正について

（都市整備局） 　長期優良住宅の普及の促進に関する法律

　の改正に伴うもの

　　長期優良住宅維持保全計画認定申請手

　　数料等を定める。

　　（例）登録住宅性能評価機関の事前審

　　　　　査を経た上で申請する場合

　　　　　一戸建ての住宅１件につき

　　　　　１万９,０００円

　　施行期日　令和４年１０月１日

決　算
認定案

予算案 条例案
その他の
議　　案

計 報告

２件 ４件 ７件 １３件 １１件 ３件
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（３） 広島市児童館条例の一部改正に 竹屋児童館の建替えによるもの

ついて（教育委員会）

　位置の変更

　施行期日　令和４年１０月１日

（４） 広島圏都市計画（広島平和記念 新たに建築制限対象地区及び建築制限内容

都市建設計画）地区計画の区域 （用途、敷地面積等）を定めるもの

内における建築物の制限に関す

る条例の一部改正について （新たな建築制限対象地区）

（都市整備局） 　広島イノベーション・テクノ・ポート地

　区（西区）

　施行期日　公布の日

現　行 中区鶴見町８番５４号

改　正 中区鶴見町８番２９号
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３　その他の議案

（１） 公有水面の埋立てに係る埋立地 広島港出島地区埋立地の埋立免許の用途を、

の用途変更に関する意見につい 広島港港湾計画の土地利用計画に適合する

て（都市整備局） よう変更することについて、広島県知事か

ら意見照会があったもの

　事業主体　広島県

　意　　見　異議なし

（変更内容）

※ 用途の変更を行う第３工区について記載している。

（２） 市道の路線の廃止について 西３区己斐中央線

（道路交通局）

（３） 市道の路線の認定について 西２区２０９号線など９路線

（道路交通局）

Ａ Ｂ

(ha) (ha)

1.1 1.8

25.5 33.4

3.3 －

8.9 1.8

1.0 2.7

3.8 3.9

0.1 0.1

43.7 43.7

胸壁用地 胸壁用地 －

計 計 －

軌道系交通用地 交通機能用地 1.7

緑地 緑地 0.1

業務施設用地 業務施設用地 △3.3

道路用地 道路用地 △7.1

ふ頭用地 ふ頭用地 0.7

保管施設用地 保管施設用地 7.9

変更前 変更後 増　減

用　　途 用　　途
Ｂ－Ａ

(ha)
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（４） 財産の取得について 高規格救急自動車を取得するもの

（消防局）

　数　　量　５台

　買入価格　８，７２３万円

　買 入 先　広島トヨタ自動車株式会社

（５） 財産の取得について 石内北小学校の校舎を取得するもの

（教育委員会）

　所 在 地　佐伯区石内北三丁目　

　取得面積　延べ１，１５６．０８㎡

　買入価格　４億２，１１４万４，０００円

　買 入 先　一般財団法人広島市都市整備

　　　　　　公社

（６） 令和３年度広島市水道事業会計 令和３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

　　　　１７億３，４１４万７，５００円

　建設改良積立金

　　　　　１億１，１２３万４，２７２円

　資本金

　　　　１６億２，２９１万３，２２８円
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（７） 令和３年度広島市下水道事業会 令和３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　

　　　　２４億２，３５０万３，５４９円

　減債積立金

　　　　１０億４，９５６万６，２０７円

　資本金

　　　　１３億７，３９３万７，３４２円

４　報告

（１） 専決処分の報告について

（道路交通局ほか） 　

　　　４件　　　１０万７，６０９円

　交通事故

　　　６件　　　９７万１，１９１円

　その他

　　　１件　　　１２万７，０６１円

　道路の管理瑕疵
か し

道路の管理瑕疵
か し

等に係る損害賠償額の決定
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（２） 専決処分の報告について 工事請負変更契約の締結

（都市整備局ほか）

　１　西風新都環状線善當寺工区第二橋り

　　　ょう（仮称）下部工事（その１）

　　請負金額の変更

  5億8,597万円

　　変更理由

　　　土留構造の変更等による。

　２　西風新都環状線梶毛南工区道路新設

　　　工事（その１）　　

　　請負金額の変更

  21億8,680万円

　　変更理由

　　　排水施設の増強等による。

　３　恵下埋立地（仮称）建設工事

　　請負金額の変更

　　変更理由

　　　賃金水準の変動等による。

変更前 　114億3,050万1,680円

変更後 　114億4,521万7,480円

変更前

変更後   6億2,662万3,800円

変更前

変更後   22億3,120万7,000円
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（３） 専決処分の報告について 市営住宅に係る家賃の長期滞納者に対する

（都市整備局） 家屋明渡等の訴えの提起

　２件

（４） 専決処分の報告について 市営住宅に係る家賃の長期滞納者との即決

（都市整備局） 和解

　１件

（５） 令和３年度の内部統制の評価に 令和３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

（６） 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３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

（７） 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 ３年度の経営状況を報告するもの

（健康福祉局）
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（８） 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３年度の

和３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）

（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

機構の令和３年度の業務実績に ３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）

（10） 公立大学法人広島市立大学の第 公立大学法人広島市立大学の第２期中期目

２期中期目標期間の業務実績に 標期間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

（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第２

機構の第２期中期目標期間の業 期中期目標期間の業務実績に係る評価結果

務実績に係る評価結果の報告に を報告するもの

ついて（健康福祉局）

－8－



５　決算認定案

（１） 令和３年度広島市水道事業決算

（２） 令和３年度広島市下水道事業決算

（３） 令和３年度広島市安芸市民病院事業決算

［追加提出予定案件］

（１） 広島市都市計画関係手数料条例 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規

の一部改正について 則等の改正に伴うもの

（都市整備局）

　低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

　等に係る区分について、共同住宅等の住

　戸の部分に係るものを廃止し、複合建築

　物の住宅部分及び非住宅部分に係るもの

　を加える。

　施行期日　令和４年１０月１日

（２） 教育委員会委員の任命の同意に 任期満了によるもの

ついて（企画総務局）
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（３） 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）

（４） 令和３年度決算に係る健全化判

断比率の報告について

（財政局）

（５） 令和３年度決算に係る資金不足

比率の報告について（財政局）

（６） 令和３年度広島市各会計歳入歳

出決算

（７） 令和３年度高南財産区会計決算

（８） 令和３年度小河内財産区会計決

算

［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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