
令和３年第４回別府市議会定例会 

議案（条例・その他）の概要 

 

議第 ９２号 別府市手数料条例の一部改正について 

議第 ９３号 別府市手数料条例及び別府市印鑑条例の一部改正について 

議第 ９４号 別府市国際交流会館の設置及び管理に関する条例の廃止につい

て 

議第 ９５号 別府市営体育施設の設置及び管理に関する条例及び議会の議決

に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正

について  

議第 ９６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 

議第 ９７号 別府市国民健康保険条例の一部改正について 

議第 ９８号 別府市自転車等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 ９９号 別府市道路占用料徴収条例等の一部改正について 

議第１００号 建物の売払いについて 

議第１０１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１０２号 指定管理者の指定について 

議第１０３号 指定管理者の指定について 

議第１０４号 指定管理者の指定について 

議第１０５号 指定管理者の指定について 

議第１０６号 指定管理者の指定について 

議第１０７号 指定管理者の指定について 

議第１０８号 指定管理者の指定について 

議第１０９号 指定管理者の指定について 

議第１１０号 事務の委託の協議について 

議第１１１号 市長専決処分について 
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議第９２号  

   別府市手数料条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号。以下「長

期優良住宅法」といいます。）の一部が改正され、新たな手数料を定めること等

に伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容  

 (1) 別表第６の５３の項（長期優良住宅建築等計画認定申請に係る審査手数料）

中「適合証」を「確認書」に改め、同項の備考に長期優良住宅法第５条第４

項又は第５項に規定する区分所有住宅の場合の手数料の金額を定めます。 

 (2) 長期優良住宅法第１８条第１項の規定に基づく建築物の容積率の特例許

可申請に対する審査に係る手数料を定めます。（別表第６の５７の項関係）  

 (3) その他長期優良住宅法の一部改正に伴い、条例の改正をします。 

３ 施行期日 令和４年２月２０日  

４ 担当課 建設部都市計画課  

 

議第９３号  

   別府市手数料条例及び別府市印鑑条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  個人番号カードを利用した印鑑登録証明書のコンビニ交付を定めること及び

印鑑登録証明書等のコンビニ交付に係る手数料を定めることに伴い、条例を改

正します。 

２ 議案の内容  

 第１条 別府市手数料条例の一部改正  

  ア 次の表のとおり多機能端末機による交付（コンビニ交付）の場合の手数

料を定めます。（別表第１関係） 

手数料の名称  

金額 

現行 
多機能端末機

による交付  

印鑑登録証明書交付手数料  ３００円  １５０円 

その他の証明書交付手数料  

（市県民税課税・非課税証明書及び

所得証明書）  

３００円  １５０円 
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住民票交付手数料  ３００円  １５０円 

住民票記載事項証明書交付手数料  ３００円  １５０円 

戸籍の附票の写しの交付手数料  ３００円  １５０円 

戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍の

全部事項証明書、個人事項証明書若

しくは一部事項証明書の交付手数料  

４５０円  ３００円 

 第２条 別府市印鑑条例の一部改正  

  ア 個人番号カードを利用した多機能端末機による印鑑登録証明書の交付を

定めます。（第１０条の２関係）  

  イ その他字句等の整理をします。（第８条、第１１条関係）  

３ 施行期日 令和４年２月１日 

４ 担当課 市民福祉部市民課、総務部市民税課  

 

議第９４号  

   別府市国際交流会館の設置及び管理に関する条例の廃止について 

１ 趣旨 

  別府市国際交流会館の売払いをすることに伴い、条例を廃止します。 

２ 施行期日 規則で定める日  

３ 担当課 観光・産業部文化国際課  

 

議第９５号  

   別府市営体育施設の設置及び管理に関する条例及び議会の議決に付すべ

き公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  別府市営体育施設としてウエイトリフティング場を設置することに伴い、条

例を改正します。  

２ 議案の内容  

 第１条 別府市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正  

  ア 第２条の表に次のように加えます。 

名称 位置 

ウエイトリフティング場  別府市大字別府３０８８番地の９  

  イ 第４条第１項の表に次のように加えます。  
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名称 休館日又は休場日 
開館時間又は開場

時間 

ウエイトリフティング場  １２月２８日から

翌年１月３日まで  

午前９時から午後

９時まで  

 第２条 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改

正 

  ア ５年以上の期間にわたり独占的な利用をさせようとするときは議会にお

いて議決を得なければならない公の施設に、別府市営ウエイトリフティン

グ場を追加します。（第２条関係）  

３ 施行期日 令和４年１月１日 

４ 担当課 いきいき健幸部スポーツ推進課  

 

議第９６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（平成２４年法律第６５号）に基づき条例を制定する

に当たり従うべき基準等を定める内閣府令の一部を改正する特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関す

る基準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令（令和３

年内閣府令第５３号）が訂正されたことに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容  

  一部を改正する内閣府令の訂正内容と同様の改正をします。  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 市民福祉部子育て支援課  

 

議第９７号  

   別府市国民健康保険条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）等の一部が改正され、出産

育児一時金等の金額が改定されたことに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容  

  出産育児一時金の金額を「４０万４千円」から「４０万８千円」に改めます。

（第５条関係）  
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３ 施行期日 令和４年１月１日 

４ 担当課 いきいき健幸部保険年金課  

 

議第９８号  

   別府市自転車等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 

１ 趣旨 

  亀川駅東口自転車駐車場及び亀川駅西口自転車駐車場を整備したことに伴い、

条例を改正します。 

２ 議案の内容  

  第２条の表に次のように加えます。  

名称 位置 

亀川駅東口自転車駐車場  別府市亀川浜田町１６番１０ 

亀川駅西口自転車駐車場  別府市亀川浜田町１１６５番７ 

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 建設部都市整備課  

 

議第９９号  

   別府市道路占用料徴収条例等の一部改正について 

１ 趣旨 

  大分県道路占用料徴収条例（昭和５１年大分県条例第３８号）に定める道路

占用料が改定されたことを踏まえ、道路占用料等を見直すことに伴い、条例を

改正します。 

２ 議案の内容  

 (1) 次の条例に定める占用料又は使用料を改定します。  

  ア 別府市道路占用料徴収条例  

  イ 別府市使用料の徴収に関する条例  

  ウ 別府市有温泉施設等の設置及び管理に関する条例  

  エ 別府市普通河川取締条例  

  オ 別府市都市公園の設置及び管理に関する条例  

  カ 別府国際観光港多目的広場の設置及び管理に関する条例  

  キ 別府市営湯都ピア浜脇の設置及び管理に関する条例  

 (2) 主な改定内容  
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物件 現行 改定案 

第１種電柱 １本につき１年  ７６０円  ７３０円  

郵便差出箱 １個につき１年  ５７０円  ５５０円  

広告塔 表示面積１㎡につき１年  ３，３００円  ２，９００円  

ガス管等 外径０．０７ｍ未満１ｍにつき１年 ２９円 ２７円 

３ 施行期日 令和４年４月１日  

４ 担当課 建設部都市整備課、公園緑地課、観光・産業部温泉課  

 

議第１００号  

   建物の売払いについて 

１ 趣旨 

  建物の売払いをすることについて、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３条の規定により

議会の議決を求めます。  

２ 議案の内容  

 (1) 売払いをする建物 

建  物 別府市国際交流会館  

所 在 地 別府市上人ケ浜町２番１２号  

構  造 鉄筋コンクリート造瓦葺４階建  

延床面積 ２０６１．２８平方メートル  

 (2) 売払いの相手方  

   別府市大字北石垣８２番地  

    学校法人別府大学  

     理事長 二 宮  滋 夫 

 (3) 売払代金の額  

   １１６，９２４，５００円 

３ 担当課 観光・産業部文化国際課  

 

議第１０１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 

  大分県が施工する別府一の宮線災害防除工事により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（昭和２２年法律
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第６７号）第２３８条の６第１項の規定により、議会の議決を求めます。 

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奥ヶ迫  ４１番１ 原野 ９，１１３．４３㎡ 

(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１，８８３，９４２円を交付する。  

３ 担当課 観光・産業部農林水産課  

 

第１０２号～第１０９号  

   指定管理者の指定について 

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の名称、指定の期間及び指定

管理者となる団体 

議案 

番号 

公の施設の名称及び 

指定の期間 
指定管理者となる団体 担当課 

１０２ 
別府市コミュニティーセンター 

R4.4.1～R7.3.31 

芝居の湯管理運営グループ共同企

業体 

 別府市石垣東四丁目１番４９号 

  朝日綜合管理株式会社 

 宇佐市大字上高７８１番地 

  株式会社エイト 

 宇佐市大字上高７８１番地 

  有限会社エイト 

社会教育課 

１０３ 
総合体育館及び公園テニスコート 

R4.4.1～R9.3.31 

福岡市博多区博多駅東二丁目９番

２５号 

シンコースポーツ九州株式会社 

スポーツ推

進課 

１０４ 
弓道場及びアーチェリー場 

R4.4.1～R9.3.31 

別府市東荘園六丁目２組 

別府市弓道会 

スポーツ推

進課 

１０５ 
温水プール及び青山プール 

R4.4.1～R9.3.31 

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 

スポーツ推

進課 

１０６ 

市民球場、実相寺球場及び野口原総

合運動場（軟式野球場・ソフトボール

球場） 

R4.4.1～R9.3.31 

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 

スポーツ推

進課 
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１０７ 

体育館、実相寺サッカー競技場、実相

寺サッカー競技場管理棟、実相寺多

目的グラウンド、実相寺中央公園管

理棟及び野口原総合運動場（陸上競

技場・管理棟） 

R4.4.1～R9.3.31 

別府市大字鶴見３７９４番地の２

９ 

株式会社西商店 

スポーツ推

進課 

１０８ 
実相寺パークゴルフ場 

R4.4.1～R9.3.31 

別府市大字鶴見３４７０番地 

一般社団法人別府市緑化協会 

スポーツ推

進課 

１０９ 

別府市営阿蘇くじゅう国立公園志高

湖野営場及び別府市神楽女駐車場 

R4.4.1～R9.3.31 

東京都目黒区中目黒三丁目３番２

号 

株式会社Ｒｅｃａｍｐ 

観光課 

 

議第１１０号  

   事務の委託の協議について 

１ 趣旨 

  地方自治法第２５２条の１４第１項の規定に基づき、事務を委託することに

ついて、同条第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項本文の規

定により議会の議決を求めます。  

２ 議案の内容  

  消防指令業務（災害通報の受付、災害発生地点及び災害種別の決定、消防隊

等の編成及び出動指令、消防通信の統制並びに災害情報及び災害活動の支援に

必要な情報の収集及び伝達並びにこれらに附帯する業務）に係る事務を大分市

に委託します。  

３ 担当課 消防本部庶務課  

 

議第１１１号  

   市長専決処分について 

１ 趣旨 

  コロナ禍での市民生活の支援と地域経済の活性化を図るため、地方自治法第

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 令和３年度別府市一般会計補正予算（第７号）  

 (2) 処分年月日 令和３年１０月１１日  

３ 担当課 観光・産業部産業政策課 

 


