
平成２６年第３回　広島市議会定例会提出案件

１　予　算　案

（１） 平成２６年度広島市一般会計補正予算（第３号）

（２） 平成２６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） 広島市社会福祉審議会条例の一 就学前の子どもに関する教育、保育等の総

部改正について（こども未来局） 合的な提供の推進に関する法律の改正に伴

うもの

  幼保連携型認定こども園の設置の認可等

　を調査審議するため、社会福祉審議会を

　就学前の子どもに関する教育、保育等の

　総合的な提供の推進に関する法律に基づ

　く合議制の機関としても位置付ける。

　施行期日　就学前の子どもに関する教育、

　　　　　　保育等の総合的な提供の推進

　　　　　　に関する法律の一部を改正す

　　　　　　る法律の施行の日
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－1－



（２） 広島市附属機関設置条例の一部 （主な改正内容）

改正について（こども未来局）

　児童福祉法の改正に伴い、小児慢性特定

　疾患治療研究審議会の名称及び目的を改

　め、小児慢性特定疾病医療費の支給認定

　等に関する事項を調査審議する小児慢性

　特定疾病審査会とする。

　　施行期日　平成２６年１１月１日

（３） 広島市衛生関係手数料条例の一 薬事法等の改正に伴う規定の整備

部改正について（健康福祉局）

　施行期日　平成２６年１１月２５日
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（４） 広島市まちづくり市民交流プラ 公の施設の呼称を定めることができること

ザ条例等の一部改正について とするもの

（市民局ほか） 　

　広島市まちづくり市民交流プラザ条例な

　ど２１条例

　施行期日　平成２７年４月１日

（５） 広島市特定教育・保育施設等運 子ども・子育て支援法の制定に伴うもの

営基準条例の制定について

（こども未来局） 　施設型給付費及び地域型保育給付費の支

　給に係る確認を行うための特定教育・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。

　施行期日　子ども・子育て支援法の施行

　　　　　　の日
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（６） 広島市幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総

設備等基準条例の制定について 合的な提供の推進に関する法律の改正に伴

（こども未来局） うもの

　幼保連携型認定こども園の設備及び運営

　に関する基準を定める。

　施行期日　就学前の子どもに関する教育、

　　　　　　保育等の総合的な提供の推進

　　　　　　に関する法律の一部を改正す

　　　　　　る法律の施行の日

（７） 広島市児童福祉施設設備基準等 児童福祉法の改正に伴うもの

条例の一部改正について

（こども未来局、教育委員会） （主な改正内容）

１　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。

２　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。

　施行期日　子ども・子育て支援法及び就

　　　　　　学前の子どもに関する教育、

　　　　　　保育等の総合的な提供の推進

　　　　　　に関する法律の一部を改正す

　　　　　　る法律の施行に伴う関係法律

　　　　　　の整備等に関する法律の施行

　　　　　　の日
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（８） 広島市児童館条例の一部改正に 児童館を新設するもの

ついて（教育委員会）

　施行期日　平成２６年１１月１日

（９） 広島市市営住宅等条例の一部改 広島市営吉島住宅更新事業により整備した

正について（都市整備局） 施設の第１期工事分を取得することに伴い、

市営住宅及び市営住宅等附設駐車場を設置

するもの

　施行期日　平成２７年１月１日

名　称 位　置

広島市大河児童館 南区旭一丁目５番２５号

名　称 位　置

吉島住宅
中区吉島新町一丁目

吉島住宅附設駐車場
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３　その他の議案

（１） 町の区域の設定等について 住居表示の実施及び町界町名の整理のため

（企画総務局） のもの

（安佐南区）

沼田町の大字伴の一部 伴東二丁目～五丁目、

及び大字大塚 伴東七丁目

伴中央一丁目～七丁目

伴西四丁目～六丁目

伴北四丁目～六丁目

大塚東二丁目

大塚西一丁目・二丁目

伴西二丁目・三丁目

大塚東一丁目

大塚西三丁目・五丁目

伴東町

伴西町

伴北町

大塚東町

大塚西町

（２） 安芸地区衛生施設管理組合規約 地番の変更に伴い、安芸地区衛生施設管理

の変更について（環境局） 組合の事務所の位置の表示を改めるもの

現　　　在 変　更　後

住
居
表
示
の
実
施

設
定

変
更

町
界
町
名
の
整
理

設
定

まち 

  ぬまたちょう    おおあざ とも   ともひがし 

おおあざ  おおづか   ともひがし 

  ともちゅうおう 

  ともにし 

  ともきた 

  おおづかひがし 

  おおづかにし 

  ともにし 

  おおづかひがし 

  おおづかにし 

  ともひがしまち 

  ともにしまち 

  ともきたまち 

  おおづかひがしまち 

  おおづかにしまち 

－6－



（３） 市道の路線の廃止について 安佐北３区１１６号線ほか１路線

（道路交通局）

（４） 市道の路線の認定について 安佐南２区１１４０号線ほか８路線

（道路交通局）

　　

　 

（５） 契約の締結について 広島駅新幹線口広場整備その他工事

（道路交通局）

　工事場所　東区の二葉の里三丁目及び若

　　　　　　草町並びに南区松原町

　工事概要　広場延べ１万３，２７０平方

　　　　　　メートルの整備その他工事

　委託金限度額　19億6,239万5,000円

　委 託 先　独立行政法人都市再生機構

　工　　期　契約成立の日から平成２９年

　　　　　　３月３１日まで
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（６） 平成２５年度広島市水道事業会 平成２５年度広島市水道事業会計未処分利

計未処分利益剰余金の処分につ 益剰余金を建設改良積立金に積み立てるも

いて（水道局） の

　処分額　３７億２，０４４万３３１円

（７） 平成２５年度広島市下水道事業 平成２５年度広島市下水道事業会計未処分

会計未処分利益剰余金の処分に 利益剰余金を減債積立金に積み立てるもの

ついて（下水道局）

　処分額　９億８，８８９万５，４８８円

４　専決処分承認案

（１） 平成２６年度広島市一般会計補 平成２６年８月１９日からの豪雨に伴う災

正予算（第２号）（平成２６年 害によるもの

９月５日専決処分）

（健康福祉局ほか） 　補正額　６８億２，１５０万円

(２） 平成２６年度広島市下水道事業 平成２６年８月１９日からの豪雨に伴う災

会計補正予算（第１号）（平成 害によるもの

２６年９月５日専決処分）

（下水道局） 　補正額　１億２，４００万円
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５　報告

（１） 専決処分の報告について 道路の管理瑕疵等による損害賠償額の決定

（道路交通局ほか） 　

　道路の管理瑕疵

　　　７件 １２６万３，６６３円

　交通事故

　　１３件

　その他

　　　５件 ７１万７，８７８円

（２） 専決処分の報告について

（環境局ほか）

　１　恵下埋立地（仮称）取付道路建設工

　　　事

請負金額の変更

変更理由

　残土処分量の減少等による。

５４７万　　９５４円

工事請負変更契約の締結

変更前 16億7,011万7,400円

変更後 16億6,912万9,350円

か  し 

か  し 
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　２　広島新交通１号線新白島駅（仮称）

　　　建設工事

⑴　請負金額の変更

⑵　工期の終期の変更

変更理由

　地下水対策に係る薬液注入工の追加

　等による。

（３） 法人の経営状況報告について 公立大学法人広島市立大学

（企画総務局）

（４） 公立大学法人広島市立大学の業 公立大学法人広島市立大学の平成２５年度

務実績に係る評価結果の報告に の業務実績に係る評価結果を報告するもの

ついて（企画総務局）

変更前 10億2,181万   80円

変更後 10億6,910万4,360円

変更前 平成26年10月31日

変更後 平成26年12月26日
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６　決算認定案

（１） 平成２５年度広島市水道事業決算

（２） 平成２５年度広島市下水道事業決算

（３） 平成２５年度広島市病院事業決算

［追加送付又は追加提出予定案件］

（１） 平成２６年度広島市一般会計補 平成２６年８月１９日からの豪雨に伴う災

正予算（第４号）ほか 害によるもの

［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） 平成２５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） 平成２５年度決算に係る資金不

足比率の報告について（財政局）

（４） 平成２５年度広島市各会計歳入

歳出決算
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［参考］

（１） 異議申立てに対する決定につい 地方公務員法第２８条第４項の規定により

て（企画総務局） 失職した者に対する退職手当全部不支給処

分についての異議申立てがあったことによ

るもの
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