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平成25年第３回福岡市議会（定例会）提出議案等

条 例 案 １１件， 一般議案 １１件， 予 算 案 １件○ 議案 ２６件

人事案件 ３件

○ 報告 ３６件

○ 経営状況を説明する書類 ２０件

１ 条例案（１１件）

（総務企画局企画調整部）（1） 福岡市屋台基本条例案

屋台が市民，地域住民及び観光客に親しまれ，福岡のまちと共生する持続可能な存

在となるため，屋台の効用の活用及び屋台営業の適正化に関し，基本理念を定め，市，

屋台営業者等及び利用者の責務を明らかにするとともに，公共空間における屋台営業

に係る施策の基本的な事項を定めるもの

〔施行日 平成25年９月１日ほか〕

（総務企画局労務課）（2） 福岡市職員の給与の特例に関する条例案

厳しい財政状況等が続くなか，地方交付税法の一部改正を受け，市民サービスを維
持する観点から一般職職員の給与を減額して支給するもの
〔施行日 公布の日〕

（こども未来局総務企画課）（3） 福岡市こども・子育て審議会条例案

子ども・子育て支援法の施行等に鑑み，児童福祉を始めとした子ども施策を総合的

に推進するため，福岡市こども・子育て審議会を設置するとともに，当該審議会に関

し必要な事項を定めるもの（現行の福岡市児童福祉審議会条例の全部を改正するも

の）

◇ 併せて改正する条例

・福岡市附属機関設置に関する条例

〔施行日 平成25年９月１日ほか〕

（保健福祉局生活（4） 福岡市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例案

衛生課）

動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正に伴い，動物取扱業者の名称を改める

等の改正を行うもの

〔施行日 平成25年９月１日〕

（環境局環（5） 福岡市環境影響評価条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例案

境調整課）

福岡県環境影響評価条例の一部改正に鑑み，法の手続との調整規定について所要の

改正等を行うもの

◇ 改正する条例

・福岡市環境影響評価条例の一部を改正する条例（平成24年福岡市条例第84号）

〔施行日 公布の日〕
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（6） 博多港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の一部を改正する条

（港湾局計画課）例案

社会経済情勢の変化に的確に対応するとともに，港湾機能と調和した臨海部におけ

るにぎわいの創出を図るため，博多港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関

する事項を改める等の改正を行うもの

〔施行日 公布の日〕

（住宅都市局みどり管理課）（7） 福岡市公園条例の一部を改正する条例案

清流公園に設けられる屋台を占用の許可の対象とするとともに，当該屋台に係る公

園占用料を定めるもの

◇ 清流公園に設けられる屋台に係る公園占用料

占用面積１平方メートルにつき１月 1,150円

〔施行日 平成25年９月１日〕

（道路下水道局路政課）（8） 福岡市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案

屋台に係る道路の占用料の額を適正なものに改めるもの

【現 行】占用面積１平方メートルにつき１月 700円

【改正後】占用面積１平方メートルにつき１月 2,500円

〔施行日 平成25年９月１日〕

（9） 福岡市地区計画及び集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

（住宅都市局建築指導課）部を改正する条例案

空港前第二土地区画整理地区地区計画，博多駅中央街地区地区計画及び天神二丁目

地区地区計画の区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため，建築

物の用途等に関する事項について新たに条例による制限として定める等の改正を行う

もの

〔施行日 公布の日〕

（消防局指導課）（10）福岡市火災予防条例の一部を改正する条例案

消防法施行令及び消防法施行規則の一部改正に鑑み，屋内消火栓設備の設置及び維

持に関する技術上の基準を改める等の改正を行うもの

〔施行日 平成25年10月１日ほか〕

（教育委員会教職員課）（11）福岡市立学校職員の給与の特例に関する条例案

厳しい財政状況等が続くなか，地方交付税法の一部改正を受け，市民サービスを維

持する観点から教育職員の給与を減額して支給するもの

〔施行日 公布の日〕

２ 一般議案（１１件）

（財政局財（1） 糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合規約の一部変更に関する協議について

産管理課）

糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合の議会の議員の定数及び経費の負担割合を変更す

るため，当該組合の規約の一部変更に関し関係町と協議するもの

◇議員の定数及び経費の負担割合

【現 行】議員定数 11人 負担割合（福岡市） 11分の２

【変更後】議員定数 ７人 負担割合（福岡市） ７分の１

〔規約の施行日 県知事の許可のあった日〕
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（教育委員会教育環境課）（2） 小学校校舎の取得について

那珂小学校校舎として次の建物を取得するもの

所 在 地 博多区珂三丁目10番１号

取得する建物 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）３階建ほか

買 入 価 額 500,597,349円（公社が支払う利子相当額を加算する。）

取得の相手方 財団法人 福岡市施設整備公社

（3） 損害賠償額の決定について（５件）

賠償の原因 損害賠償の相手方 損害賠償額 担当課損害の内容

街路樹の管理 朝倉市○○ 円 相手方の 住宅都市局

１ のかし ○○ ○○ 307,990 負傷 みどり管理

課

下水道施設の 博多区○○ 排水ポン 道路下水道

２ 管理のかし ○○ ○○ 378,000 プの破損 局下水道河

等 川管理課

水道管の漏水 博多区千代一丁目17番 ガス本管 水道局節水

３ 事故 １号 2,218,000 の破損 推進課

西部瓦斯株式会社

生活保護の実 大分市○○ 精神的苦 保健福祉局

４ 施における遺 ○○ ○○ 1,000,000 痛 保護課

骨の滅失

風しん抗体検 早良区○○ 腕の後遺 保健福祉局

５ 査における事 ○○ ○○ 13,012,820 障がい 保健予防課

故

（教育委員会健康教育課）（4） 訴えの提起について

学校給食費滞納者に対し，滞納学校給食費等の支払を求めるため訴えの提起をする
もの

訴えの相手方 福岡市○○

○○ ○○

○○ ○○

請 求 の 要 旨 相手方らは，本市に対し，連帯して，滞納学校給食費金756,492円を

支払うこと等

（環境局環境保全課）（5） 和解について

福岡地方裁判所に係属中の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反

する行為に係る損害賠償請求事件について，訴訟上の和解をするもの

和解の相手方 大阪市天王寺区船橋町３番１号

紀本電子工業株式会社

和 解 条 項 相手方は，本市に対し，金3,948,000円を分割して支払うこと等

（教育委員会健康教育課）（6） 和解について

福岡簡易裁判所に係属中の学校給食費請求事件について，訴訟上の和解をするもの

和解の相手方 福岡市○○

○○ ○○

和 解 条 項 相手方は，本市に対し，滞納学校給食費等金238,289円を分割して支

払うこと等
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（7） 損害賠償額の決定に関する専決処分について

賠償の原因 損害賠償の相手方 損害賠償額 担当課損害の内容

市道の管理の 早良区○○ 円 普通乗用 道路下水道局

かし ○○ ○○ 1,055,700 自動車の 路政課

破損

〔専決処分日 平成25年４月１日〕

（財政局財政調整課）３ 予算案（１件）

平成25年度福岡市一般会計補正予算案（1）

４ 人事案件（３件）

（総務企画局人事課）（1） 監査委員の選任について（１件）

石 井 幸 充委員（現在１期目）の任期満了（平成25年７月12日）に伴うもの
いし い ゆき みつ

（市民局人権推進課）（2） 人権擁護委員候補者の推薦について（２件）

次に掲げる委員の任期満了（平成25年９月30日）に伴うもの

今 井 邦 彦委員（現在１期目） 内 田 博 文委員（現在７期目）
いま い くに ひこ うち だ ひろ ふみ

５ 報告（３６件）

（教育委員会健康教（1） 学校給食に係る訴えの提起に関する専決処分について（２件）

育課）

学校給食費滞納者 ２人（専決処分日 平成25年５月１日）

３人 うち １人（専決処分日 平成25年５月23日）

うち ２人（専決処分日 平成25年５月31日）

（教育委員会健康教育課）（2） 学校給食に係る和解に関する専決処分について（１件）

学校給食費滞納者 ２人（専決処分日 平成25年５月１日）

（住宅都市局住宅管（3） 市営住宅に係る訴えの提起に関する専決処分について（４件）

理課）

家賃滞納者 ６人 うち ４人（専決処分日 平成25年３月29日）

うち ２人（専決処分日 平成25年５月27日）

家賃滞納者及び連帯保証人 ８組 うち ６組（専決処分日 平成25年３月29日）

うち ２組（専決処分日 平成25年５月27日）

不法占有者 ２人（専決処分日 平成25年４月16日）

１人（専決処分日 平成25年４月30日）
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（住宅都市局住宅管理課）（4） 市営住宅に係る和解に関する専決処分について（２件）

家賃滞納者

起訴前の和解 22人 うち 11人（専決処分日 平成25年３月29日）

うち １人（専決処分日 平成25年４月16日）

うち 10人（専決処分日 平成25年５月27日）

訴訟上の和解 １人（専決処分日 平成25年５月16日）

（5） 損害賠償額の決定に関する専決処分について（９件）

賠償の原因 損害賠償の相手方 損害の内容 担当課損害賠償額 専決処分日

公民館の管 東区○○ 円 普通乗用自 平成25年 市民局公

１ 理のかし ○○ ○○ 60,000 動車の破損 ４月２日 民館調整

課

公民館の管 城南区○○ 三味線の破 平成25年 市民局公

２ 理のかし ○○ ○○ 36,750 損 ５月27日 民館調整

課

街路樹の管 南区○○ 普通乗用自 平成25年 住宅都市

３ 理のかし ○○ ○○ 179,907 動車の破損 ６月７日 局みどり

管理課

市道の管理 福津市○○ 軽自動車の 平成25年 道路下水

４ のかし ○○ ○○ 88,189 破損 ３月19日 道局路政

課

交通事故 博多区○○ 小型乗用自 平成25年 保健福祉

５ ○○ ○○ 267,550 動車の破損 ３月７日 局介護保

険課

交通事故 南区○○ 小型乗用自 平成25年 保健福祉

６ ○○ ○○ 80,805 動車の破損 ３月７日 局介護保

険課

交通事故 早良区○○ 小型乗用自 平成25年 財政局施

７ ○○ ○○ 38,115 動車の破損 ３月21日 設建設課

交通事故 糸島市○○ 軽自動車の 平成25年 保健福祉

８ ○○ ○○ 259,684 破損 ５月31日 局介護保

険課

交通事故 浜松市西区西山町 軽自動車の 平成25年 道路下水

９ 1370番地 62,675 破損 ６月７日 道局道路

ヤマハリビングテ 維持課

ック株式会社

（財政局財政調整課）（6） 繰越計算書（１０件）

① 平成24年度福岡市一般会計繰越明許費繰越計算書

② 平成24年度福岡市港湾整備事業特別会計繰越明許費繰越計算書

③ 平成24年度福岡市営渡船事業特別会計繰越明許費繰越計算書

④ 平成24年度福岡市伊都土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書

⑤ 平成24年度福岡市香椎駅周辺土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書

⑥ 平成24年度福岡市市債管理特別会計繰越明許費繰越計算書

⑦ 平成24年度福岡市下水道事業会計予算繰越計算書

⑧ 平成24年度福岡市水道事業会計予算繰越計算書

⑨ 平成24年度福岡市工業用水道事業会計予算繰越計算書

⑩ 平成24年度福岡市高速鉄道事業会計予算繰越計算書



- 6 -

（7） 市行政に係る重要な計画を報告する書類（８件）

① 行財政改革プラン（総務企画局行政マネジメント課）

② 政策推進プラン（総務企画局企画調整部）

③ 福岡市バリアフリー基本計画（保健福祉局政策推進課）

④ 福岡市自殺対策総合計画（保健福祉局保健予防課）

⑤ 健康日本２１福岡市計画（保健福祉局健康増進課）

⑥ 福岡市新世代環境都市ビジョン（環境局政策経営課）

⑦ 福岡 観光・集客戦略２０１３（経済観光文化局観光戦略課）

⑧ 福岡市道路整備アクションプラン２０１６（道路下水道局道路計画課）

６ 経営状況を説明する書類（２０件）

（1） 公益財団法人 福岡アジア都市研究所（総務企画局企画調整部）

（2） 福岡市土地開発公社（財政局財産活用課）

（3） 財団法人 福岡市施設整備公社（財政局アセットマネジメント推進課）

（4） 公益財団法人 福岡市スポーツ協会（市民局スポーツ振興課）

（5） 財団法人 福岡市健康づくり財団（保健福祉局健康増進課）

（6） 社会福祉法人 福岡市社会福祉事業団（保健福祉局障がい者施設支援課）

（7） 財団法人 ふくおか環境財団（環境局循環型社会計画課）

（8） 公益財団法人 福岡市中小企業従業員福祉協会（経済観光文化局経営支援課）

（9） 公益財団法人 福岡観光コンベンションビューロー（経済観光文化局観光戦略課）

（10）一般財団法人 福岡コンベンションセンター（経済観光文化局ＭＩＣＥ推進課）

（11）公益財団法人 福岡市文化芸術振興財団（経済観光文化局文化振興課）

（12）一般財団法人 福岡市水産加工公社（農林水産局水産振興課）

（13）財団法人 福岡市海づり公園管理協会（農林水産局漁港課）

（14）福岡市住宅供給公社（住宅都市局住宅計画課）

（15）公益財団法人 博多駅地区土地区画整理記念会館（住宅都市局地域計画課）

（16）公益財団法人 福岡市緑のまちづくり協会（住宅都市局みどり推進課）

（17）公益財団法人 福岡市防災協会（消防局予防課）

（18）公益財団法人 福岡市水道サービス公社（水道局営業課）

（19）一般財団法人 福岡市交通事業振興会（交通局営業課）

（20）公益財団法人 福岡市学校給食公社（教育委員会健康教育課）


