
 

平成２９年第４回別府市議会定例会 

議案（条例・その他）の概要 
 

 

議第１０３号 別府市個人情報保護条例及び別府市情報公開条例の一部改正に

ついて  

議第１０４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１０５号 別府市職員の給与に関する条例等の一部改正について  

議第１０６号 別府市土地開発基金条例の廃止について  

議第１０７号 別府市手数料条例の一部改正について  

議第１０８号 別府市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いて  

議第１０９号 別府市県営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正について  

議第１１０号 別府市営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正について  

議第１１１号 別府市ＰＦＩ事業等事業者選定委員会設置条例の制定について  

議第１１２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１１３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１０３１０３１０３１０３号号号号  

            別府市個人情報保護条例及別府市個人情報保護条例及別府市個人情報保護条例及別府市個人情報保護条例及びびびび別府市情報公開条例別府市情報公開条例別府市情報公開条例別府市情報公開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  

  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５８

号）等の一部改正に伴い、個人番号等の個人識別符号が個人情報に該当する

ことを明確にする等のため、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 第１条 別府市個人情報保護条例の一部改正  

  ア 条例第２条第２号の個人情報の定義を次のように改めます（取消線部

分を削り、下線部分を加えます。）。  

   (2) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる

もの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別すること

ができることとなるものを含む。）次のいずれかに該当するものをい

う。  

    ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画

若しくは電磁的記録（略）に記載され、若しくは記録され、又は音

声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符号

を除く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人を識別することが

できるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別す

ることができることとなるものを含む。）  

    イ 個人識別符号が含まれるもの  

  イ 条例第２条第３号に次のように個人識別符号の定義を追加します。  

   (3) 個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

（略）第２条第３項に規定する個人識別符号をいう。  

  ウ その他字句の整理をします。  

 (2) 第２条 別府市情報公開条例の一部改正  

   第７条第１号中の「記述等」の次に「（文書、図画若しくは電磁的記録に

記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表さ

れた一切の事項をいう。次条第２項において同じ。）」を加えます。  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課  総務部総務課  
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議第議第議第議第１０１０１０１０４４４４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  

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 29 年 12 月分  平成 30 年 4 月以降  

６月  155/100 －  157.5/100 

１２月  170/100 175/100 172.5/100 

３ 施行期日 平成３０年３月３１日までの間において規則で定める日。一部

は同年４月１日  

４ 担当課 総務部職員課  

 

 

議第議第議第議第１０１０１０１０５５５５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  

  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２９年１２月支給分）の支給率を 85/100 から 95/100

（再任用職員にあっては 40/100 から 45/100）に改定します。（第１７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  

  ア 勤勉手当（平成３０年４月以降支給分）の支給率を 95/100 から 90/1
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00（再任用職員にあっては 45/100 から 42.5/100）に改定します。（第１

７条関係）  

  イ 給料表の一部を改正します。（別表第１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２９年１２月支給分）の支給率

を 162.5/100 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３０年４月以降支給分）の支給率を

167.5/100 から 165/100 に改定します。（第８条関係）  

 第５条 別府市職員の給与に関する条例及び単純な労務に雇用される職員の

給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正  

  平成２９年度における扶養親族たる子についての扶養手当の額を「7,500

円」から「8,000 円」に改めます。（附則第２項関係）  

３ 施行期日 平成３０年３月３１日までの間において規則で定める日。ただ

し、第２条及び第４条は、同年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  

            別府市土地開発基金条例別府市土地開発基金条例別府市土地開発基金条例別府市土地開発基金条例のののの廃止廃止廃止廃止についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  公共用地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行を図るため、

平成３年に別府市土地開発基金を創設してこれまで運用してきましたが、近

年の地価下落により先行取得の経済効果が期待できず、基金設置の必要性が

薄れたため、条例を廃止します。  

２ 施行期日 平成３０年４月１日  

３ 担当課 企画部財政課  

 

 

議第議第議第議第１０１０１０１０７７７７号号号号  

            別府市別府市別府市別府市手数料手数料手数料手数料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  

  次の理由により条例を改正します。  
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 (1) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による指定地域密着型サ

ービス事業者等の指定の申請に対する審査について手数料を定めること。 

 (2) 都市緑地法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第２６号）により

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の一部が改正され、条項移動等

が生じたこと。  

２ 議案の内容  

 (1) 別表第３に次の手数料を定めます。  

  ・指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料 15,000 円  

  ・指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料 9,000 円  

  ・指定居宅介護支援事業者指定申請手数料 15,000 円  

  ・指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料 9,000 円  

  ・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料 5,000 円  

  ・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 3,000 円  

  ・指定介護予防支援事業者指定申請手数料 5,000 円  

  ・指定介護予防支援事業者指定更新申請手数料 3,000 円  

  ・第１号事業指定事業者指定申請手数料 5,000 円  

  ・第１号事業指定事業者指定更新申請手数料 3,000 円  

 (2) 別表第６において引用する建築基準法の条項の整理及び字句の整理を

します。  

３ 施行期日 平成３０年４月１日  

４ 担当課 別表第３の改正関係 福祉保健部高齢者福祉課  

      別表第６の改正関係 建設部建築指導課  

 

議第議第議第議第１１１１００００８８８８号号号号  

            別府市営体育施設別府市営体育施設別府市営体育施設別府市営体育施設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  

  実相寺多目的グラウンドの開場時間を変更すること及び使用料を設定する

こと等に伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 第２条の表に定める施設の名称のうち「実相寺多目的グランド」を「実

相寺多目的グラウンド」に改めます。  

 (2) 第４条第１項の表に定める施設の開館時間又は開場時間を次のように

改めます。  
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施設  現行  改正案  

弓道場  午前９時から午後９時  午前９時から午後１０  

 まで  時まで  

実相寺サッカー競技場

管理棟  

午前８時３０分から午

後７時まで  

４月から９月までの期

間は午前８時３０分か

ら午後７時まで、１０

月から翌年３月までの

期間は午前９時から午

後５時まで  

実相寺多目的グラウン

ド  

午前９時から午後５時

まで  

午前９時から午後１０

時まで  

 (3) 実相寺多目的グラウンドの使用料を次のように定めます。  

区分  金額  

天然芝部分  一般  全面１時間につき  ３，１４０円

半面１時間につき  １，５７０円

高校生  全面１時間につき  ２，３５５円

半面１時間につき  １，１７７円

小学生・中

学生  

全面１時間につき  １，５７０円

半面１時間につき  ７８５円

照明設備  全面全灯１時間につき  １，６２０円

全面半灯１時間につき  ８１０円

半面全灯１時間につき  ８１０円

半面半灯１時間につき  ４０５円

３ 施行期日 平成３０年４月１日  

４ 担当課 教育委員会スポーツ健康課  

 

 

議第議第議第議第１１１１０９０９０９０９号号号号  

            別府市県営土地改良事業分担金徴収条例別府市県営土地改良事業分担金徴収条例別府市県営土地改良事業分担金徴収条例別府市県営土地改良事業分担金徴収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  

  土地改良法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第３９号）により、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）の一部が改正され、条例が引用す
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る条に移動が生じたこと等に伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 条例の趣旨に土地改良法第９１条の２第１項の規定による特別徴収金

の徴収についても定めることを規定します。（第１条関係）  

 (2) 引用する土地改良法の条項の整理及び字句の整理をします。（第３条関

係）  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 経済産業部農林水産課  

 

 

議第議第議第議第１１１１１１１１００００号号号号  

            別府市営土地改良事業分担金徴収条例別府市営土地改良事業分担金徴収条例別府市営土地改良事業分担金徴収条例別府市営土地改良事業分担金徴収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  

  土地改良法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第３９号）により、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）の一部が改正され、条例が引用す

る条に移動が生じたこと等に伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 引用する土地改良法の条項の整理及び字句の整理をします。（第１条、

第２条及び第４条関係）  

 (2) 第３条（賦課に対する異議の申立）を削ります。（行政不服審査法の適

用があるため）  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 経済産業部農林水産課  

 

 

議第議第議第議第１１１１１１１１１１１１号号号号  

            別府市別府市別府市別府市ＰＦＩＰＦＩＰＦＩＰＦＩ事業事業事業事業等等等等事業者事業者事業者事業者選定委員会設置条例選定委員会設置条例選定委員会設置条例選定委員会設置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  

  民間資金等を活用して公共施設等の整備等を実施する事業（ＰＦＩ事業等）

の民間事業者の選定等について、公平性及び透明性を確保するため、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定による市長の

附属機関として別府市ＰＦＩ事業等事業者選定委員会を設置することに伴

い、条例を制定します。  
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２ 議案の内容  

 (1) 条例には、趣旨、設置、所掌事務、組織、委員の責務等を定めます。  

 (2) ＰＦＩ事業等事業者選定委員会は、ＰＦＩ事業等ごとに設置します。  

 (3) 所掌事務は、ＰＦＩ事業等の実施方針、ＰＦＩ事業等の選定、民間事業

者の募集、民間事業者の選定等に関する事項とします。  

 (4) ＰＦＩ事業等事業者選定委員会は、委員１０人以内をもって組織します。 

 (5) 附則で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

（昭和３１年別府市条例第２５号）の一部を改正し、委員の報酬（日額７，

０００円）及び費用弁償（旅費）について定めます。  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 共創戦略室公民連携課  

 

 

議第議第議第議第１１１１１１１１２２２２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  

  大分県が土砂等災害対策として実施する境川災害関連緊急砂防事業で対象

土地が用地買収されることに伴い、対象土地の旧慣を廃止します。  

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長谷川  ６番１  保安林  ６３１．８４㎡  

 (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２１６，０８９円を交付する。  

３ 担当課 経済産業部農林水産課   

 

 

議第議第議第議第１１１１１１１１３３３３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。  
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２ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設  

  地獄蒸し工房鉄輪  

３ 指定管理者となる団体  

  地獄蒸し工房鉄輪共同事業体  

   別府市富士見町１０番２０号  

    旭環境管理株式会社  

   別府市石垣東七丁目２番１４号  

    有限会社割烹平家  

４ 指定期間 平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで  

５ 担当課 観光戦略部観光課  


