横手市議会 平成30年第3回6月定例会 提出案件
区分

議案等の名称

概要説明

専決処分の報告について
除雪作業中に発生した車両破損事故の損害賠償
報告第4号 （損害賠償額の決定・和解に関
（賠償額 243,127円）
する専決処分）
専決処分の報告について
排雪作業中に発生した車両破損事故の損害賠償
報告第5号 （損害賠償額の決定・和解に関
（賠償額 244,861円）
する専決処分）
専決処分の報告について
走行中に発生した車両物損事故の損害賠償
報告第6号 （損害賠償額の決定・和解に関
（賠償額 15,307円）
する専決処分）
専決処分の報告について
排雪作業中に発生した建物破損事故の損害賠償
報告第7号 （損害賠償額の決定・和解に関
（賠償額 75,600円）
する専決処分）
専決処分の報告について
走行中に発生した車両物損事故の損害賠償
報告第8号 （損害賠償額の決定・和解に関
（賠償額 180,000円）
する専決処分）
専決処分の報告について
除雪作業中に発生した車両破損事故の損害賠償
報告第9号 （損害賠償額の決定・和解に関
（賠償額 127,170円）
する専決処分）
専決処分の報告について
除雪作業中に発生した車両破損事故の損害賠償
報告第10号 （損害賠償額の決定・和解に関
（賠償額 185,414円）
する専決処分）
専決処分の報告について
走行中に発生した車両物損事故の損害賠償
報告第11号 （損害賠償額の決定・和解に関
（賠償額 39,115円）
する専決処分）
専決処分の報告について
走行中に発生した車両物損事故の損害賠償
報告第12号 （損害賠償額の決定・和解に関
（賠償額 16,940円）
する専決処分）
専決処分の報告について
走行中に発生した車両物損事故の損害賠償
報告第13号 （損害賠償額の決定・和解に関
（賠償額 9,180円）
する専決処分）
専決処分の報告について
除雪作業中に発生した電話線断線事故の損害賠償
報告第14号 （損害賠償額の決定・和解に関
（賠償額 28,038円）
する専決処分）

専決処分の報告について
走行中に発生した車両物損事故の損害賠償
報告第15号 （損害賠償額の決定・和解に関
（賠償額 6,500円）
する専決処分）
専決処分の報告について
排雪作業中に発生した電話線断線事故の損害賠償
報告第16号 （損害賠償額の決定・和解に関
（賠償額 25,117円）
する専決処分）
専決処分の報告について
除雪作業中に発生した電話線断線事故の損害賠償
報告第17号 （損害賠償額の決定・和解に関
（賠償額 134,545円）
する専決処分）
繰越計算書の報告について
29年度内に支出の終わらない1事業を、30年度に逓次
報告第18号 （平成29年度横手市一般会計
繰越した繰越額の報告
継続費）
繰越計算書の報告について
29年度内に支出の終わらない29事業を、30年度に繰
報告第19号 （平成29年度横手市一般会計
越した繰越額の報告
繰越明許費）
繰越計算書の報告について
（平成29年度横手市土地区画 29年度内に支出の終わらない2事業を、30年度に繰越
報告第20号
した繰越額の報告
整理事業特別会計繰越明許
費）
繰越計算書の報告について
29年度内に支出の終わらない4事業を、30年度に繰越
報告第21号 （平成29年度横手市水道事業
した繰越額の報告
会計予算繰越）
繰越計算書の報告について
29年度内に支出の終わらない1事業を、30年度に繰越
報告第22号 （平成29年度横手市下水道事
した繰越額の報告
業会計予算繰越）
繰越計算書の報告について
29年度内に支出の終わらない1事業を、30年度に繰越
報告第23号 （平成29年度横手市一般会計
した繰越額の報告
事故繰越）

地方税法等の一部を改正する法律（平成30年法律第
3号）等が平成30年3月31日に公布され、原則として同
年4月1日から施行されたことに伴う条例の一部改正に
ついて、同年3月31日に専決処分したもの

専決処分の承認を求めることに
ついて
承認第3号
（横手市市税賦課徴収条例等
の一部を改正する条例）

・個人市民税において、非課税措置の対象と
なる障害者、未成年者、寡婦及び寡夫の前
年の合計所得金額を135万円以下（現行
125万円以下）とし、現行の非課税限度額を
10万円引き上げるもの
施行日：平成33年1月1日

内容

・個人市民税において、前年の合計所得金額
が2,500万円を超える所得割の納税義務者
については、基礎控除の適用外とするもの
施行日：平成33年1月1日
・中小企業等の減価償却資産に対する固定
資産税の課税標準を3年間ゼロとするもの
施行日：生産性向上特別措置法の施行の日
・平成30年10月1日からたばこ税の税率を3
段階で順次引き上げるもの

施行日 上記のとおり
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康
保険法等の一部を改正する法律（平成27年法律第31
号）及び国民健康保険法施行令の一部を改正する政
令（平成30年政令第27号）が平成30年4月1日に施行
されたことに伴う条例の一部改正について、同年3月31
日に専決処分したもの
（1）課税額の定義変更
・財政運営の責任主体が県となり、市は保険
税を賦課徴収し県に納付金を納める仕組みと
なることに伴い改正するもの

専決処分の承認を求めることに
ついて
承認第4号
（横手市国民健康保険税条例
の一部を改正する条例）
内容

（2）課税限度額の見直し
・基礎課税額の限度額「54万円」⇒「58万
円」
（3）保険税軽減対象の拡大
・被保険者均等割額及び世帯別平等割額を
減額する基準を改正するもの

施行日 平成30年4月1日

部の分掌事務を見直すための現行条例の一部改正
議案第60号

横手市行政組織条例の一部を
改正する条例
（公布日施行）

内容

平成31年度からの行政組織機構の見直しに
向けて、分掌事務のうち「組織に関すること」
を総務部から総合政策部に改めるもの

市長の給料の額を改めるための現行条例の一部改正
横手市特別職の職員で常勤の
ものの給与及び旅費に関する条
議案第61号 例の一部を改正する条例
（公布日施行）

内容

市長の給料の額を平成30年7月から9月まで
に限り、100分の10乗じて得た額を減額支給
するもの

夜間看護業務手当の額を改めるための現行条例の一
部改正

介護老人保健施設老健おおもりに勤務する
看護師又は准看護師の夜間看護業務手当
の額を次のとおり改めるもの

横手市職員の特殊勤務手当に
関する条例の一部を改正する
議案第62号 条例
（公布日施行、H30.4.1適用）

内容

・深夜の全部を含む勤務
「6,800円」⇒「7,300円」
・深夜の勤務時間が4時間以上
「3,300円」⇒「3,550円」
・深夜の勤務時間が2時間以上4時間未満
「2,900円」⇒「3,100円」

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基
準の一部を改正する省令（平成30年厚生労働省令第
46号）の施行に伴う現行条例の一部改正
横手市放課後児童健全育成事
業の設備及び運営に関する基
準を定める条例の一部を改正
議案第63号
する条例
（公布日施行、H30.4.1適用）

放課後児童支援員の資格要件について
・第11条第3項第4号の規定を「教育職員免
許法第4条に規定する免許状を有する者」と
し、より明確化
・規定を追加し、資格要件を拡大
内容
開所日数について
・放課後児童健全育成事業の設備及び運営
に関する基準（平成26年厚生労働省令第63
号）に合わせ「281日以上」を「250日以上」に
改めるもの

議案第64号

横手市増田集落センター設置
条例を廃止する条例

横手市増田狙半内地区基幹集落センターを用途廃止
し、解体するため、現行条例を廃止するもの

（H30年7月1日施行）
横手市公文書館建設工事（建築本体工事）

議案第65号 工事請負契約の締結について

工事
場所

横手市新坂町２番７４号 地内

契約
方法

条件付き一般競争入札

契約
金額

237,600,000円

契約
期間

平成31年2月28日

横手市大町5番19号
伊藤・横手 横手市公文書館建設工事（建
相手方 築本体工事）特定建設工事共同企業体
代表者 伊藤建設工業株式会社
代表取締役 中村 清昭
よこて農業創生大学事業 地域価値創造拠点（狐塚エ
リア）整備工事（建築工事）

議案第66号 工事請負契約の締結について

工事
場所

横手市大雄字狐塚 地内

契約
方法

条件付き一般競争入札

契約
金額

380,160,000円

契約
期間

平成31年3月15日

横手市大町5番19号
伊藤・半田・丸茂 よこて農業創生大学事業
地域価値創造拠点（狐塚エリア）整備工事
相手方
（建築工事）特定建設工事共同企業体
代表者 伊藤建設工業株式会社
代表取締役 中村 清昭

（仮称）南分署建設工事（建築本体工事）

議案第67号 工事請負契約の締結について

工事
場所

横手市増田町増田字一本柳西 地内

契約
方法

条件付き一般競争入札

契約
金額

198,072,000円

契約
期間

平成31年2月28日

横手市平和町10番30号
相手方 株式会社大和組
代表取締役 大和 康範
増田中学校長寿命化改修工事（建築工事）

議案第68号 工事請負契約の締結について

工事
場所

横手市増田町増田字若松２７番地

契約
方法

条件付き一般競争入札

契約
金額

747,360,000円

契約
期間

平成31年11月20日

横手市前郷二番町７番１３号
横手・創和 増田中学校長寿命化改修工事
相手方 （建築工事）特定建設工事共同企業体
代表者 横手建設株式会社
代表取締役 武茂 広行
増田中学校長寿命化改修工事（電気設備工事）

議案第69号 工事請負契約の締結について

工事
場所

横手市増田町増田字若松２７番地

契約
方法

条件付き一般競争入札

契約
金額

208,872,000円

契約
期間

平成31年11月20日

横手市旭川一丁目４番３７号
羽後・桜沢 増田中学校長寿命化改修工事
（電気設備工事）特定建設工事共同企業体
相手方
代表者 羽後電設工業株式会社横手営業
所
常務取締役横手営業所長 佐々木 正義

増田中学校長寿命化改修工事（機械設備工事）

議案第70号 工事請負契約の締結について

工事
場所

横手市増田町増田字若松２７番地

契約
方法

条件付き一般競争入札

契約
金額

173,340,000円

契約
期間

平成31年11月20日

横手市十文字町梨木字羽場下１４番地１２
羽後・荒川 増田中学校長寿命化改修工事
相手方 （機械設備工事）特定建設工事共同企業体
代表者 羽後設備株式会社県南支店
支店長 京野 伸彦
ロータリ除雪車 2.2ｍ級 1台

議案第71号 財産の取得について

契約
方法

指名競争入札

購入
金額

42,822,000円
横手市駅前町7番30号

相手方 打川自動車 株式会社

代表取締役 打川 敦
ロータリ除雪車 2.2ｍ級（最大除雪幅2.6ｍ） 1
台

議案第72号 財産の取得について

契約
方法

指名競争入札

購入
金額

43,146,000円
横手市駅前町7番30号

相手方 打川自動車 株式会社

代表取締役 打川 敦
小型ロータリ除雪車 1.5ｍ級（最大除雪幅1.8
ｍ） 1台

議案第73号 財産の取得について

契約
方法

指名競争入札

購入
金額

26,784,000円

横手市赤坂字沢口29番地
住友建機販売 株式会社
相手方
北海道・東北総括部 横手営業所
所長 佐々木 英人

除雪ドーザ 11ｔ級（マルチプラウ付） 1台

議案第74号 財産の取得について

契約
方法

指名競争入札

購入
金額

17,064,000円

横手市横手町字大関越147番地
日本キャタピラー 合同会社
相手方
横手営業所
所長 佐藤 隆夫
除雪ドーザ 8ｔ級（マルチプラウ付） 1台

議案第75号 財産の取得について

契約
方法

指名競争入札

購入
金額

12,852,000円

横手市横手町字大関越147番地
日本キャタピラー 合同会社
相手方
横手営業所
所長 佐藤 隆夫
災害対応特殊救急自動車 １台

議案第76号 財産の取得について

契約
方法

随意契約

購入
金額

25,488,000円
秋田市泉中央二丁目1番3号

相手方 秋田トヨタ自動車株式会社

代表取締役 大柳 康三郎
軽積載車 6台

議案第77号 財産の取得について

契約
方法

指名競争入札

購入
金額

21,837,600円
湯沢市川連町字万九郎屋布32番地
高義商会
代表取締役 髙橋 功

相手方 株式会社

平成30年3月31日付の会社解散にあたり、当該貸付
金の回収が不可能な状況にあるため、債権の放棄をし
ようとするもの
内容
議案第78号 権利の放棄について

株式会社増田町物産流通センターに対する
貸付金に係る返還請求権

横手市増田町狙半内字古家沢口15番地
債務者 株式会社増田町物産流通センター
代表清算人 阿部 隆雄
放棄額 56,000,000円
損害賠償の額を定めること及び 西部斎場霊柩車走行中に発生した車両物損事故の損
議案第79号 これに伴う和解に関することにつ 害賠償
（賠償額 1,489,882円）
いて

