
令和元年第３回別府市議会定例会 

議案（条例・その他）の概要 

 

議第 ７７号  別府市行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する条例の一部改正について  
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いて  
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議第 ８８号 工事請負契約の締結について  

議第 ８９号 工事請負契約の締結について  

議第 ９０号 工事請負契約の締結について  

議第 ９１号 市長専決処分について  
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議第７７号  

   別府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する条例の一部改正について  

１ 趣旨  

  子ども・子育て支援法の一部を改正する法律（令和元年法律第７号）

による子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の一部改正に

より子育てのための施設等利用給付の支給が定められ、その事務におい

て、地方税関係情報等の特定個人情報を利用するため、条例を改正しま

す。  

２ 議案の内容  

  個人番号の独自利用事務及び情報を定める別表第２の１９の項事務の

欄を次のように改めます。  

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）による子どものた

めの教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又

は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定

めるもの  

３ 施行期日  令和元年１０月１日  

４ 担当課 総務部総務課  

 

議第７８号  

   別府市森林環境譲与税基金条例の制定について  

１ 趣旨  

  森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成３１年法律第３号）

の規定により譲与を受けた森林環境譲与税を、森林の整備及びその促進

に関する施策に要する費用に充てるため、別府市森林環境譲与税基金を

設置します。  

２ 議案の内容  

第１条に別府市森林環境譲与税基金の設置を規定し、第２条以下に積

立て、管理、運用益金の処理、繰替運用、処分及び委任を規定します。  

３ 施行期日  公布の日  
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４ 担当課 経済産業部農林水産課  

議第７９号  

   別府市手数料条例の一部改正について  

１ 趣旨  

  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第

５３号）の一部改正に伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画に他の

建築物を記載した場合の建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請に

係る審査手数料等を定めるため、及び地方公共団体の手数料の標準に関

する政令（平成１２年政令第１６号）の一部が改正され、危険物の貯蔵

所の設置の許可の申請に対する審査に係る手数料の標準が改められたこ

とに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物を記載した場合

の建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請及び建築物エネルギ

ー消費性能向上計画変更認定申請に係る審査手数料を定めます。（別

表第６（建設に関するもの）の７４の項及び７５の項関係）  

 (2) 貯蔵所の設置許可申請手数料のうち浮き屋根式特定屋外タンク貯

蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の手数料を改正後の政令に

定める標準額に改定します。（別表第７（消防に関するもの）の３の項

関係）  

３ 施行期日  公布の日又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律の一部を改正する法律（令和元年法律第４号）の施行の

日のいずれか遅い日。一部は、令和元年１０月１日  

４ 担当課 別表第６の改正部分 建設部建築指導課  

      別表第７の改正部分 消防本部予防課  

 

議第８０号  

   別府市立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正について  

１ 趣旨  

  子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の
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整備等及び経過措置に関する政令（令和元年政令第１７号）により子ど

も・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号）の一部が改正さ

れ満３歳以上教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育を受ける場合

の利用者負担額が無料とされたこと及び子ども・子育て支援法の一部を

改正する法律（令和元年法律第７号）により子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号）の一部が改正され子育てのための施設等利用給

付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  

 (1) 幼稚園保育料を無料とします。（別表第４関係）  

 (2) 預かり保育料は、子ども・子育て支援法に基づき施設等利用費の法

定代理受領が行われる場合は、当該法定代理受領額を減額することと

します。（別表第４備考第４項関係）  

３ 施行期日  令和元年１０月１日  

４ 担当課 教育委員会学校教育課  

 

議第８１号  

   別府市市民会館の設置及び管理に関する条例の一部改正について  

１ 趣旨  

  別府市市民会館の市民ギャラリーべっぷ部分の施設解体に伴い、条例

を改正します。  

２ 議案の内容  

  別表から市民ギャラリーべっぷの使用料を定める部分を削ります。  

３ 施行期日  公布の日  

４ 担当課 教育委員会社会教育課  

 

議第８２号  

   別府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正について  

１ 趣旨  

  子ども・子育て支援法の規定に基づき条例を定めるに当たり従うべき
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基準等を定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一部が改正され、幼児教育・

保育の無償化により食事の提供に要する費用の取扱いが変更されたこと

等に伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  内閣府令の改正内容（「特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する

基準」に関する部分を除く。）と同様の内容で改正します。  

３ 施行期日  令和元年１０月１日  

４ 担当課 福祉保健部子育て支援課  

 

議第８３号  

   別府市子ども・子育て支援法に基づく過料を定める条例の一部改正

について  

１ 趣旨  

  子ども・子育て支援法の一部を改正する法律により子ども・子育て支

援法に定められた子育てのための施設等利用給付に関し、同法の規定に

基づき過料を定めるため、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  第２条第１号及び第２号を次のように改めます。  

第２条 次の各号のいずれかに該当する者は、１０万円以下の過料に処

する。  

(1) 正当な理由なしに、法第１３条第１項（法第３０条の３において

準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定による報告

若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若し

くは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項法第１３条第１

項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽

の答弁をした者  

(2) 正当な理由なしに、法第１４条第１項（法第３０条の３において

準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定による報告

若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若し
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くは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項又は法第１４条

第１項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは

虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若

しくは忌避した者  

３ 施行期日  令和元年１０月１日  

４ 担当課 福祉保健部子育て支援課  

 

議第８４号  

   別府市印鑑条例の一部改正について  

１ 趣旨  

  住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令（平成３１年政令第１

５２号）により、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）

の一部が改正され、氏に変更があった者の旧氏の住民票への記載の請求

が定められたこと等に伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 旧氏を表している印鑑も登録できることとします。（第６条及び第

１５条関係）  

 (2) 印鑑登録原票の登録事項に旧氏を加え、男女の別を削ります。（第

７条関係）  

 (3) その他字句の整備を行います。  

３ 施行期日  令和元年１１月５日  

４ 担当課 生活環境部市民課  

 

議第８５号  

   ハイパフォーマンスジム別府の設置及び管理に関する条例の制定

について  

１ 趣旨  

  市民の健康増進と競技水準の向上を図るため、ハイパフォーマンスジ

ム別府を実相寺中央公園内に設置することに伴い、条例を制定します。  

２ 議案の内容  
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 (1) 条例には、設置、位置、事業、使用の許可、使用許可の取消し等、

使用料、目的外使用等の禁止、原状回復義務、損害賠償、委任につい

て定めます。  

 (2) 位置は、別府市大字鶴見３７６３番地１とします。  

 (3) 別表で使用料を次のとおり定めます。  

区分  金額  

個人  

使用  

一般  １人１回２時間につき  ３８５円  

高校生  １人１回２時間につき  ２２０円  

回数券  

一般  １冊（１１枚つづり）  ３，８５０円  

高校生  １冊（１１枚つづり）  ２，２００円  

月会員  

一 般 ・

高校生  

１月  ５，５００円  

団体  

専用  

使用  

市内団体  １団体１回２時間につき  ４，４００円  

市外団体  １団体１回２時間につき  １１，５５０円  

 (4) 別府市都市公園の設置及び管理に関する条例（昭和３２年別府市条

例第２２号）別表第２（有料公園施設）にハイパフォーマンスジム別

府を加えます。（附則第２項関係）  

３ 施行期日  令和元年１１月１日  

４ 担当課 観光戦略部ラグビーワールドカップ２０１９推進室  

 

議第８６号  

   別府市営店舗の設置及び管理に関する条例の一部改正について  

１ 趣旨  

  消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）の一部が改正され令和元年１０月１日から消費税及び地

方消費税の税率が引き上げられること、並びに市営店舗使用料の改定後
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相当年数が経過し経済情勢に変動等が認められることに伴い、使用料の

額を改定するため、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  市営店舗使用料を次のとおり改定します。  

名称 現行 改正案 

市営浜脇高層店舗Ａ ２４，２６０円 ２３，２２０円 

市営浜脇高層店舗Ｂ ６８，１２０円 ６５，７６０円 

市営浜脇高層店舗Ｃ ５４，９７０円 ５３，０６０円 

市営浜脇高層店舗Ｄ ８４，２９０円 ８０，８４０円 

市営浜脇高層店舗Ｅ ６０，８９０円 ５８，６４０円 

市営浜脇再開発店舗１号棟１ ３７，５２０円 ３５，８８０円 

市営浜脇再開発店舗１号棟３ ６７，９９０円 ６５，７００円 

市営浜脇再開発店舗２号棟１ ３０，７００円 ２９，５００円 

市営浜脇再開発店舗２号棟５ ３７，６６０円 ３６，３９０円 

市営浜脇再開発店舗２号棟９ ２２，７１０円 ２１，８８０円 

市営浜脇再開発店舗３号棟１－１ ５５，８００円 ５３，８７０円 

市営浜脇再開発店舗３号棟１－２ ６４，２６０円 ６２，０３０円 

市営浜脇再開発店舗３号棟２ ３９，６１０円 ３８，１７０円 

市営浜脇再開発店舗３号棟３ １９５，４３０円 １８６，４７０円 

市営松原店舗 ３７１，１５０円 ３６８，５５０円 

市営浜町住宅店舗 １０，４４０円 ９，８５０円 

３ 施行期日  令和元年１０年１日  

４ 担当課 建設部建築指導課  

 

議第８７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  

１ 趣旨  

  大分県が実施する県道別府一の宮線（南立石）災害防除事業で対象土

地が用地買収されることに伴い、その旧慣を廃止することについて地方

自治法第２３８条の６第１項の規定により、議会の議決を求めます。  
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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鬼ケ嶽  ４０番１  原野  ８ ,６２２ .０７㎡  

(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２ ,１０４ ,６６５円を交付する。 

３ 担当課 経済産業部農林水産課  

 

議第８８号  

   工事請負契約の締結について  

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（平成２年別府市条例第１７号）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   別府西中学校管理教室棟外新築工事  

 (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   ２，０７３，５００，０００円（うち消費税及び地

方消費税の額１８８，５００，０００円）  

 (4) 契約の相手方 光・三光・後藤建設工事共同企業体  

           別府市石垣東八丁目１番１３号  

            光綜合工業株式会社  

             代表取締役  大附 嘉孝  

 

           別府市末広町４番５号  

            三光建設工業株式会社  

             代表取締役  佐藤 秀男  

 

           別府市光町７番２６号  

            株式会社後藤工務店  
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             代表取締役  後藤 憲志  

３ 担当課 教育委員会教育政策課  

 

議第８９号  

   工事請負契約の締結について  

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   別府西中学校管理教室棟外新築電気設備工事  

 (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   ２１９，８９０，０００円（うち消費税及び地方消

費税の額１９，９９０，０００円）  

 (4) 契約の相手方 別電・交永建設工事共同企業体  

           別府市野口元町１１番３３号  

            株式会社別電工業  

             代表取締役  坂本 寛  

 

           別府市石垣東二丁目１０番１６号  

            交永電気工事株式会社  

             代表取締役  米田 勝彦  

３ 担当課 教育委員会教育政策課  

 

議第９０号  

   工事請負契約の締結について  

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   別府西中学校管理教室棟外新築機械設備工事  
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 (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   ２６９，１７０，０００円（うち消費税及び地方消

費税の額２４，４７０，０００円）  

 (4) 契約の相手方 小俣・和光・森建設工事共同企業体  

           別府市大字南立石３９５番地の１９  

            株式会社小俣電設工業  

             代表取締役  小俣 哲哉  

 

           別府市大字鶴見４１５２番地の６  

            和光熱設工業株式会社  

             代表取締役  志賀 敏夫  

 

           別府市大字鶴見４５４６番地の３５８  

            株式会社森工機  

             代表取締役  森  憲司  

３ 担当課 教育委員会教育政策課  

 

議第９１号  

   市長専決処分について  

１ 趣旨  

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基

づき、市長において専決処分したので、同条第３項の規定により議会に

報告し、その承認を求めます。  

２ 議案の内容  

 (1) 処分事項   

旧別府市美術館解体工事における建設工事請負変更契約  

 (2) 処分の概要  

平成３０年１２月１４日に「平成３０年議第１０９号工事請負契

約の締結について」で議決を受けた旧別府市美術館解体工事の工事

請負契約ついて、旧別府市美術館の設計図に表記のあった基礎下の
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ラップルコンクリートが存在しなかったこと等から契約金額の変更

をする必要が生じたため、契約金額を変更する契約を締結したもの

である。  

変更前の契約金額  １８９，０００，０００円（うち消費税及び

地方消費税の額１４，０００，０００円）  

変更後の契約金額  １７８，９２４，６８０円（うち消費税及び

地方消費税の額１３，２５３，６８０円）  

 (3) 処分年月日  令和元年７月２３日  

３ 担当課 教育委員会社会教育課  

 

議第９２号～議第１００号  

   平成３０年度別府市一般会計歳入歳出決算の認定について  

   平成３０年度別府市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

   平成３０年度別府市競輪事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て  

   平成３０年度別府市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算

の認定について  

   平成３０年度別府市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について  

   平成３０年度別府市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

   平成３０年度別府市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

   平成３０年度別府市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について  

   平成３０年度別府市水道事業会計決算の認定について  

１ 趣旨  

 (1) 地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成３０年度別府市一

般会計及び各特別会計の歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議
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会の認定に付します。  

 (2) 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規

定により、平成３０年度別府市水道事業会計決算を監査委員の意見を

付けて議会の認定に付します。  
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