
 

平成２８年第４回別府市議会定例会 

議案（条例・その他）の概要 
 

 

議第１０４号 別府市役所事務分掌条例の一部改正について  

議第１０５号 特別職の常勤職員の給与及び旅費に関する条例等の一部改正に

ついて  

議第１０６号 別府市職員の給与に関する条例及び別府市一般職の任期付職員

の採用等に関する条例の一部改正について  

議第１０７号 別府市職員の退職手当に関する条例の一部改正について  

議第１０８号 別府市税条例の一部改正について  

議第１０９号 別府市立学校の設置及び管理に関する条例等の一部改正につい

て  

議第１１０号 別府市立学校職員の退職手当に関する条例の一部改正について  

議第１１１号 別府市国民健康保険税条例の一部改正について  

議第１１２号 別府市駐車場の設置及び管理に関する条例及び別府市神楽女駐

車場の設置及び管理に関する条例の一部改正について  

議第１１３号 別府市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に

関する条例の制定について  

議第１１４号 工事請負契約の締結について  

議第１１５号 旧慣による公有財産についての権利を廃止することについて  

議第１１６号 指定管理者の指定について  

議第１１７号 指定管理者の指定について  

議第１１８号 指定管理者の指定について  

議第１１９号 指定管理者の指定について  

議第１２０号 指定管理者の指定について  

議第１２１号 指定管理者の指定について  

議第１２２号 指定管理者の指定について  

議第１２３号 指定管理者の指定について  
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議第議第議第議第１０４１０４１０４１０４号号号号  

            別府市役所事務分掌条例別府市役所事務分掌条例別府市役所事務分掌条例別府市役所事務分掌条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  「まちをまもり、まちをつくる。べっぷ未来共創戦略」及び「別府市総合

計画後期基本計画－地域を磨き、別府の誇りを創生する―」を策定したこと

にかんがみ、政策の円滑な推進を図るとともに、時代の要請や新たな課題に

対応する「政策市役所」の実現を目指して人材育成や組織体制の強化を図る

ため、６部制を８部制に再編するなどして、別府市役所の機構を改革しよう

とすることに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  次の表のとおり設置する部を改正します。   

現行  改正案  

総務部  

企画部  

ＯＮＳＥＮツーリズム部  

 

生活環境部  

福祉保健部  

建設部  

総務部  

企画部  

観光戦略部  

経済産業部  

生活環境部  

福祉保健部  

建設部  

共創戦略室  

３ 施行期日 平成２９年４月１日  

４ 担当課  企画部政策推進課  

 

 

議第議第議第議第１０１０１０１０５５５５号号号号  

            特別職特別職特別職特別職のののの常勤職員常勤職員常勤職員常勤職員のののの給与及給与及給与及給与及びびびび旅費旅費旅費旅費にににに関関関関するするするする条例等条例等条例等条例等のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  市長、副市長、議員、教育長及び水道企業管理者に支給する期末手当の額

を改定することに伴い、次に掲げる条例を改正します。  

 (1) 特別職の常勤職員の給与及び旅費に関する条例  

 (2) 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例  

 (3) 別府市教育委員会教育長の給与等に関する条例  

 (4) 別府市水道企業管理者の給与及び旅費に関する条例  
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２ 議案の内容  

  期末手当の支給率を次の表のとおり改定します。  

区分  現行  平成 28 年 12 月分  平成 29 年 4 月以降  

６月  150/100 －  155/100 

１２月  165/100 175/100 170/100 

３ 施行期日 公布の日。一部は平成２９年４月１日  

４ 担当課 総務部職員課  

 

 

議第議第議第議第１０１０１０１０６６６６号号号号  

            別府市職員別府市職員別府市職員別府市職員のののの給与給与給与給与にににに関関関関するするするする条例及条例及条例及条例及びびびび別府市一般職別府市一般職別府市一般職別府市一般職のののの任期付職員任期付職員任期付職員任期付職員のののの採用採用採用採用  

            等等等等にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  国家公務員及び大分県職員の給与改定の事情を考慮して、一般職の職員の

給与改定を行うことに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 第１条 別府市職員の給与に関する条例の一部改正  

  ア 勤勉手当（平成２８年１２月支給分）の支給率を 80/100 から 90/100

（再任用職員にあっては 37.5/100 から 42.5/100）に改定します。（第１

７条関係）  

  イ 給料表を全部改正します。（別表第１関係）  

 第２条 別府市職員の給与に関する条例の一部改正  

   勤勉手当（平成２９年４月以降支給分）の支給率を 90/100 から 85/100

（再任用職員にあっては 42.5/100 から 40/100）に改定します。（第１７

条関係）  

 第３条 別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正  

  ア 特定任期付職員の給料表を改定します。（第７条関係）  

  イ 特定任期付職員に係る期末手当（平成２８年１２月支給分）の支給率

を 157.5/100 から 167.5/100 に改定します。（第８条関係）  

 第４条 別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正  

   特定任期付職員に係る期末手当（平成２９年４月以降支給分）の支給率

を 167.5/100 から 162.5/100 に改定します。（第８条関係）  

３ 施行期日 公布の日。ただし、第２条及び第４条は、平成２９年４月１日  
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４ 担当課 総務部職員課  

 

議第議第議第議第１０１０１０１０７７７７号号号号  

            別府市職員別府市職員別府市職員別府市職員のののの退職手当退職手当退職手当退職手当にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  雇用保険法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１７号）により雇

用保険法（昭和４９年法律第１１６号）の一部が改正され、失業等給付の給

付内容等が変更され、併せて国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８

２号）の失業者の退職手当について定めた部分に所要の改正が行われたこと

に伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 目次を付します。  

 (2) 失業者の退職手当を定める第１０条について、国家公務員退職手当法の

改正と同様の改正をします。  

３ 施行期日 平成２９年１月１日  

４ 担当課 総務部職員課  

 

 

議第議第議第議第１０１０１０１０８８８８号号号号  

            別府市税条例別府市税条例別府市税条例別府市税条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  所得税法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１５号）により外国

人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に

関する法律（昭和３７年法律第１４４号）の一部が改正され、題名が外国居

住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（以

下「外国居住者等所得相互免除法」といいます。）に改められ、事業から生

ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等が定められたことに伴い、

条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  附則第２０条の２を附則第２０条の３とし、新たに附則第２０条の２とし

て、外国居住者等所得相互免除法第８条第２項等に規定する特例適用利子等

又は同条第４項等に規定する特例適用配当等を有する者に対し、当該特例適

用利子等の額又は特例適用配当等の額に係る所得を分離課税することを定
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めます。  

３ 施行期日 平成２９年１月１日  

４ 担当課 総務部課税課  

 

議第議第議第議第１１１１００００９９９９号号号号  

            別府市立学校別府市立学校別府市立学校別府市立学校のののの設置及設置及設置及設置及びびびび管理管理管理管理にににに関関関関するするするする条例等条例等条例等条例等のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についについについについてててて  

１ 趣旨  

  別府商業高等学校を廃止することに伴い、関係条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 第１条 別府市立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正  

  ア 第３条の学校施設の定義から「高等学校」を削ります。  

  イ 第９条（使用料等）について、手数料の徴収関係を削り、字句の整理

をすることに伴い、全部改正します。  

  ウ 高等学校の名称及び位置を定める別表第４を削ります。  

  エ 学校施設使用料を定める別表第５から別府商業高等学校授業料関係部

分を削り、同表を別表第４とします。  

 第２条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正  

   報酬の額及び旅費の額を定める別表から別府商業高等学校非常勤講師

（初任者研修に係る非常勤講師を含む。）の項を削ります。  

 第３条 別府市手数料条例の一部改正  

   教育に関する手数料を定める別表第２から「別府市立別府商業高等学校

入学考査料」及び「別府市立別府商業高等学校入学料」を削ります。  

 第４条 別府市立学校職員の給与等に関する条例の一部改正  

  ア 第２条の職員の定義から「市立別府商業高等学校の校長」等を削りま

す。  

  イ 第５条第２項第１号の市立別府商業高等学校の職員の給料表を定める

部分を削ります。  

  ウ 第８条第１項の義務教育等教員特別手当の支給のうち、市立別府商業

高等学校の職員に関する部分を削ります。  

  エ 第９条第１項第１号の市立別府商業高等学校の職員の勤務時間を定め

る部分を削り、同条第２項の勤務時間の割振りのうち、学校（高校）関

係部分を削ります。  
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  オ 旅費を定める第１２条を削ります。（削除後は、別府市職員等の旅費に

関する条例が適用されます。）  

 第５条 別府市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の

一部改正  

   第１条の条例の対象者を規定する部分から「市立の高等学校の校長」等

を削ります。  

 第６条 別府市立学校職員の退職手当に関する条例の一部改正  

   第１条の別府市立学校職員の定義部分を改め、「市立別府商業高等学校の

校長」等を削ります。  

３ 施行期日 平成２９年４月１日  

４ 担当課 教育委員会教育総務課  

 

 

議第議第議第議第１１１１１１１１００００号号号号  

            別府市立学校職員別府市立学校職員別府市立学校職員別府市立学校職員のののの退職手当退職手当退職手当退職手当にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  雇用保険法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１７号）により雇

用保険法（昭和４９年法律第１１６号）の一部が改正され、失業等給付の給

付内容等が変更され、併せて国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８

２号）の失業者の退職手当について定めた部分に所要の改正が行われたこと

に伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  失業者の退職手当を定める第１０条について、国家公務員退職手当法の改

正と同様の改正をします。  

３ 施行期日 平成２９年１月１日  

４ 担当課 教育委員会教育総務課  

 

 

議第議第議第議第１１１１１１１１１１１１号号号号  

            別府市国民健康保険税条例別府市国民健康保険税条例別府市国民健康保険税条例別府市国民健康保険税条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  所得税法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１５号）により外国

人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に
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関する法律（昭和３７年法律第１４４号）の一部が改正され、題名が外国居

住者等所得相互免除法に改められ、事業から生ずる所得に係る国民健康保険

税の課税の特例が定められたことに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  附則中第１２項を第１４項とし、第１１項を第１３項とし、第１０項を第

１２項とし、新たに附則第１０項及び第１１項に次に掲げる事項を定めます。 

 (1) 市民税で分離課税される外国居住者等所得相互免除法第８条第２項等

に規定する特例適用利子等の額を、国民健康保険税の所得割額の算定及び

軽減判定に用いる総所得金額に含めること。（改正後の附則第１０項関係） 

 (2) 市民税で分離課税される外国居住者等所得相互免除法第８条第４項等

に規定する特例適用配当等の額を、国民健康保険税の所得割額の算定及び

軽減判定に用いる総所得金額に含めること。（改正後の附則第１１項関係） 

３ 施行期日 平成２９年１月１日  

４ 担当課 総務部保険年金課  

 

 

議第議第議第議第１１１１１１１１２２２２号号号号  

            別府市駐車場別府市駐車場別府市駐車場別府市駐車場のののの設置及設置及設置及設置及びびびび管理管理管理管理にににに関関関関するするするする条例及条例及条例及条例及びびびび別府市神楽女駐車場別府市神楽女駐車場別府市神楽女駐車場別府市神楽女駐車場のののの  

            設置及設置及設置及設置及びびびび管理管理管理管理にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一一一一部改正部改正部改正部改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  道路交通法の一部が改正され、自動車の種類に準中型自動車が新たに規定

されたことに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 第１条 別府市駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正  

  ア 第４条の駐車できる自動車の種類に準中型自動車を加えます。  

  イ 別表中「中型自動車（８トン車両等を除く。）及び普通自動車」を「中

型自動車（８トン車両等を除く。）、準中型自動車及び普通自動車」とし

ます。  

  ウ 「き損」を「毀損」に、「１箇月」を「１か月」に改めます。  

 第２条 別府市神楽女駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正  

  ア 別表中「中型自動車（８トン車両等を除く。）及び普通自動車」を「中

型自動車（８トン車両等を除く。）、準中型自動車及び普通自動車」とし

ます。  
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  イ 「き損」を「毀損」に改めます。  

３ 施行期日 平成２９年３月１２日  

４ 担当課 ＯＮＳＥＮツーリズム部観光課  

 

 

議第議第議第議第１１１１１１１１３３３３号号号号  

            別府市農業委員会別府市農業委員会別府市農業委員会別府市農業委員会のののの委員及委員及委員及委員及びびびび農地利用最適化推進委員農地利用最適化推進委員農地利用最適化推進委員農地利用最適化推進委員のののの定数定数定数定数にににに関関関関するするするする  

            条例条例条例条例のののの制定制定制定制定についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  農業協同組合法等の一部を改正する等の法律（平成２７年法律第６３号）

により農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）の一部が改正

され、農業委員会委員の選出方法が変更され、及び農地利用最適化推進委員

の委嘱が定められたことに伴い、これらの委員の定数を定める条例を制定し

ます。  

２ 議案の内容  

 (1) 農業委員会委員の定数は７人、農地利用最適化推進委員の定数は７人と

します。  

 (2) 別府市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例及び別府市農

業委員会の選任による委員の議会推薦委員の定数に関する条例を廃止し

ます。  

 (3) 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正し、報酬及び費用弁償を定めます。なお、報酬は、次の表のとおり

です。  

区分  現行  改正案  

農 業 委 員 会 委 員

（会長）  

月額 39,000 円  基本給月額 39,000 円及

び能率給  

農 業 委 員 会 委 員

（委員）  

月額 34,000 円  基本給月額 30,000 円及

び能率給  

農地利用最適化推

進委員  

（新設）  基本給月額 20,000 円及

び能率給  

３ 施行期日 平成２９年７月２０日  

４ 担当課 農業委員会事務局  
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議第議第議第議第１１１１１１１１４４４４号号号号  

            工事請負契約工事請負契約工事請負契約工事請負契約のののの締結締結締結締結についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  工事請負契約の締結について、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、議会の議決を求めます。  

２ 議案の内容  

 (1) 契約の目的  別府競輪場選手宿舎管理棟新築外工事  

 (2) 契約の方法  要件設定型一般競争入札による契約  

 (3) 契約の金額  ３４８，８４０，０００円  

          （うち消費税及び地方消費税２５，８４０，０００円）  

 (4) 契約の相手方  和田・光・幸建設工事共同企業体  

            別府市石垣東十丁目３番４０号  

             株式会社和田組  

            別府市石垣東八丁目１番１３号  

             光綜合工業株式会社  

            別府市石垣東一丁目９番３１号  

             株式会社幸建設  

３ 担当課 ＯＮＳＥＮツーリズム部競輪事業課  

 

 

議第議第議第議第１１１１１１１１５５５５号号号号  

            旧慣旧慣旧慣旧慣によるによるによるによる公有財産公有財産公有財産公有財産についてのについてのについてのについての権利権利権利権利をををを廃止廃止廃止廃止することについてすることについてすることについてすることについて  

１ 趣旨  

  大分県が施工する落石対策のための県道別府一の宮線災害防除工事で対象

土地が用地買収されることに伴い、旧慣を廃止します。  

２ 議案の内容  

 (1) 対象土地  

所 在  地 番  地 目  実測面積  

別府市大字南立石字日ノ平  ８番１  原 野  １２９．３８㎡  

 (2) 旧慣を廃止するための事項  

   南立石財産管理委員会に対して、金２０，５７１円を交付する。  

３ 担当課 ＯＮＳＥＮツーリズム部農林水産課   
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議第議第議第議第１１１１１１１１６６６６号号号号～～～～議第議第議第議第１２１２１２１２３３３３号号号号  

            指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき、指定管理者に公の施設

の管理を行わせることについて、同条第６項の規定により議会の議決を求め

ます。  

２ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設及び指定管理者となる団体  

議案  
指定管理者に管理を行わせ

ようとする公の施設  
指定管理者となる団体  

１１６ (1) 温水プール  

(2) 青山プール  

(3) 公園テニスコート  

別府市大字鶴見３７６３番地  

 一般財団法人別府市綜合振興センタ

ー  

１１７ (1) 市民球場  

(2) 実相寺球場  

(3) 野口原総合運動場（野球

場・ソフトボール場）  

別府市大字鶴見３７６３番地  

 一般財団法人別府市綜合振興センタ

ー  

１１８ (1) 体育館  

(2) 実相寺サッカー競技場  

(3 ) 実相寺サッカー競技場

管理棟  

(4 ) 青山中学校運動場夜間

照明施設  

(5 ) 北部中学校運動場夜間

照明施設  

(6 ) 浜脇中学校運動場夜間

照明施設  

(7 ) 別府中央小学校運動場

夜間照明施設  

(8) 実相寺多目的グランド  

(9) 実相寺中央公園管理棟  

(10) 野口原総合運動場（陸

上競技場・管理棟）  

別府市大字鶴見３７６３番地  

 一般財団法人別府市綜合振興センタ

ー  

１１９ 実相寺パークゴルフ場  別府市大字南立石１８８０番地の１  

 一般社団法人別府市緑化協会  
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１２０ (1) 弓道場  

(2) アーチェリー場  

別府市東荘園六丁目２組  

 別府市弓道会  

１２１ (1 ) 別府市営阿蘇くじゅう

国立公園志高湖野営場  

(2) 別府市神楽女駐車場  

別府市大字鶴見３７６３番地  

 一般財団法人別府市綜合振興センタ

ー  

１２２ 地獄蒸し工房鉄輪  別府市大字鉄輪３１８番地の１  

 特定非営利活動法人鉄輪温泉共栄会  

１２３ 鉄輪地獄地帯公園ドッグラ

ン  

別府市松原町２番１号  

 ＮＰＯ法人べっぷドッグラン協会  

３ 指定期間 平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで  


