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令和2年 第1回市議会 定例会 議案概要 
 

 

【議案第21号】 飯塚市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

 ○行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の改正に伴い、関係規定を

整備するもの 

○公布の日から施行 
 

 

【議案第22号】 飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

 ○飯塚市新地方卸売市場整備事業者選定委員会の廃止 

○公布の日から施行 
 

 

【議案第23号】 飯塚市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

の一部を改正する条例(行政協力員等関係) 

 〇地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係規定を整備

するもの 

〇(主な改正内容) 

・行政協力員及び行政協力補助員の報酬に係る規定の削除 

○令和2年4月1日から施行 
 

 

【議案第24号】 飯塚市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

の一部を改正する条例(農業委員等関係) 

 ○農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農地利用の最適化に係る活動及び成果の

実績に応じた報酬の支給について定めるもの 

・農業委員会の会長、副会長、委員等について、月額報酬に加え、新たに年額報酬を

規定 

○令和2年4月1日から施行 
 

 

【議案第25号】 飯塚市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例 

 ○会計年度任用職員の健康診断に伴う負担金等について、現金での支払によらず報酬

から控除することができるようにし、また期末手当の支給に関する規定を整備する

もの 

〇令和2年4月1日から施行 
 

 

【議案第26号】 飯塚市手数料条例の一部を改正する条例 

 〇住民基本台帳法の改正に伴い、関係規定を整備するもの 

〇(主な改正内容) 

 住民票及び戸籍の附票の除票に関する規定が新たに設けられたことに伴い、当該規

定に基づく住民票及び戸籍の附票の除票の写し等に係る交付手数料を定めるもの 

〇公布の日から施行 
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【議案第27号】 飯塚市教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 ○北九州市及び福岡市の義務教育諸学校に勤務する県費負担教職員の給与負担が

福岡県から両政令市に移譲されたことに伴い、福岡県公立学校職員の給与に関す

る条例が改正され、福岡県公立学校職員(常勤講師)の給与が見直されたことか

ら、これを参考にして本市教育職員の給与を見直するもの 

・地域手当の改定 

 支給割合を100分の5.0から100分の1.8に引き下げたものに改正 

  福岡県内一律の支給割合100分の5.4に引き上げた給与水準を維持するよう、引き下

げ分を給料に加算して支給[経過措置] 

○令和2年4月1日から施行 

 

 

【議案第28号】 飯塚市子育て支援センター条例の一部を改正する条例 

 〇子育て支援センターの管理運営について、指定管理者に行わせることを可能とする

ため、関係規定を整備するもの 

〇児童福祉法に基づき子育て支援センターの利用者について規定するもの 

〇公布の日から施行 
 

 

【議案第29号】 飯塚市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 

 ○外来診療に係る子ども医療費の支給対象者を「小学校第6学年修了前まで」から「中

学校第3学年修了前まで」に拡大するもの。 

○令和2年10月1日から施行 
 

 

【議案第30号】 飯塚市集会所及び生活館条例の一部を改正する条例 

 ○牟田集会所及び庄内元吉第2集会所の無償譲渡に伴う廃止 

○公布の日から施行 
 

 

【議案第31号】 飯塚市協働のまちづくり推進条例 

 〇協働のまちづくりを推進するため、その基本理念を定め、市民等、地域活動団体、

市民活動団体及び市の役割を明らかにし、協働のまちづくりに係る市の支援等に関

し必要な事項を定めるもの 

○令和2年4月1日から施行 
 

 

【議案第32号】 飯塚市印鑑条例の一部を改正する条例 

 ○成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備

に関する法律の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことか

ら、関係規定を整備するもの 

○(主な改正内容) 

 印鑑登録の資格を有しない者のうち「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」

に変更 

○公布の日から施行 
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【議案第33号】 飯塚市営駐車場条例の一部を改正する条例 

 〇本町駐車場、東町駐車場の廃止、飯塚立体駐車場の供用時間の変更、飯塚立体駐車

場及び飯塚文化会館駐車場の上限金額の設定を行うもの 

〇(主な改正内容) 
駐車場名 改正内容 

飯塚立体駐車場 供用時間及び入出庫時間の変更  

7時から22時まで→0時から24時まで 

飯塚立体駐車場、飯塚文化会館駐車場 駐車料金の上限額を設定 

1,200円以内で規則で定める額 

〇令和3年4月1日から施行 
 

 

【議案第34号】 飯塚市農業施設条例の一部を改正する条例 

 
〇潤野下区農機具保管庫の廃止 

〇公布の日から施行 
 

 

【議案第35号】 飯塚市地方卸売市場条例の一部を改正する条例 

 

〇卸売市場法の改正及び福岡県卸売市場条例の廃止に伴い、飯塚市地方卸売市場の業

務に関し必要な措置を講じるため、関係規定を整備するもの 

〇(主な改正内容)  
 改正内容 

卸売市場法の改正に伴う規定 ・開設者の取引参加者に対する不当な差別的取扱い

の禁止 

・卸売業者による売買取引等に関する公表 

・開設者による卸売予定数量等の公表 

福岡県卸売市場条例の廃止に

伴う規定 
・卸売業務の許可 

・卸売業務の許可の取消し 

・卸売業務の名称変更等の届出 

〇令和2年6月21日から施行 

 

 

【議案第36号】 契約の締結(鯰田交流センター建設工事) 

 

○鯰田交流センター建設工事 

・契約金額 275,262,900円 

・受注者 飯塚市赤坂876番地44 

友信建設株式会社 

代表取締役 小倉 信一 

 (関係法令) 地方自治法 第96条第1項第5号 

飯塚市議会の議決に付すべき契約に関する条例 第2条 
 

 

【議案第37号】 財産の譲渡(牟田集会所建物) 

 

〇牟田集会所建物を認可地縁団体に無償譲渡するもの 

・所在地 飯塚市潤野1133番地29 

・構 造 木造かわらぶき平家建 

・床面積 152.31㎡ 

・譲渡の相手方 飯塚市潤野1133番地1 

潤野牟田自治会(認可地縁団体) 代表者 小川 雄治 

 (関係法令) 地方自治法 第96条第1項第6号 
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【議案第38号】 財産の譲渡(庄内元吉第2集会所建物) 

 

○庄内元吉第2集会所建物を認可地縁団体に無償譲渡するもの 

・所在地 飯塚市庄内元吉169番地7 

・構 造 木造かわらぶき平家建 

・床面積 171.67㎡ 

・譲渡の相手方 飯塚市庄内元吉169番地7 

庄内元吉自治会(認可地縁団体) 代表者 嶋田 茂富 

 (関係法令) 地方自治法 第96条第1項第6号 
 

 

【議案第39号】 財産の無償貸付け(ふれあい広場) 

 

〇筑穂ふれあい交流センターを利用した「ふれあい広場事業」を実施するため、施設

の一部を、引き続き筑穂地区まちづくり協議会に無償で貸し付けるもの 

・所在地 飯塚市長尾1242番地1 

・建物の名称 筑穂ふれあい交流センター(筑穂支所庁舎1階) 

・貸付面積 37.88㎡ 

・貸付期間 令和2年4月１日～令和4年3月31日 

 
・貸付けの相手方 飯塚市長尾1340番地 

筑穂地区まちづくり協議会 会長 田中 英美 

 (関係法令) 地方自治法 第96条第1項第6号 
 

 

【議案第40号】 土地の処分(パークタウン潤野) 

 

○土地を処分するもの 

・所在地 飯塚市潤野字大牟田904番87外10筆 

・地  目 雑種地 外 

・処分面積 18,841.71㎡ 

・処分価格 138,000,000円 

・契約の相手方 飯塚市弁分127番地7 

未来エステート株式会社 代表取締役 安永 尚平 

 (関係法令)地方自治法 第96条第1項第8号 

飯塚市議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例 第2条 
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【議案第41号】 権利の放棄(山倉外) 

 〇放棄する権利 鉱業権 

〇放棄する財産の表示 

(1)所在地   飯塚市山倉、綱分、田川市大字弓削田地内 

種 類   採掘権 

鉱 種   石灰石 

登録番号  福岡県採掘権登録第2472号 

登録年月日 昭和38年4月11日 

放棄面積  109,400㎡ 

(2)所在地   飯塚市山倉地内 

種 類   採掘権 

鉱 種   石灰石 

登録番号  福岡県採掘権登録第2473号 

登録年月日 昭和38年4月11日 

放棄面積  37,300㎡ 

 (関係法令) 地方自治法第96条第1項第10号 
 

 

【議案第42号～第44号】 訴えの提起(学校敷等の所有権移転登記手続請求) 

 〇長期にわたり市が管理してきた学校敷等に存在する個人名義の土地について、学校

用地等として取得する必要があるが、所有者として登記されている者の死亡等によ

り、共同申請による時効取得を原因とする所有権移転登記手続が困難な状況となっ

ているため、所有者及び所有者の相続人に対して福岡地方裁判所飯塚支部に時効取

得による所有権移転登記手続請求訴訟を提起するもの 

・立岩小学校敷   430.00㎡ 

・八木山小学校敷 1,071.07㎡ 

          171.00㎡ 

・旧鎮西中学校敷  948.00㎡ 

 ○請求の内容 

・所有権移転登記手続 

 (関係法令) 地方自治法 第96条第1項第12号 
 

 

【議案第45号】 市道路線の廃止 

 ○廃止の理由と内容 

 ・公営住宅愛宕団地建替えに伴うもの    1路線 91.2ｍ  

 ・都市計画道路鯰田中線道路改良工事完了に伴うもの 2路線 1063.4ｍ  

 (関係法令) 道路法 第10条 
 

 

【議案第46号】 市道路線の認定 

 ○認定の理由と内容 

 ・開発帰属に伴うもの 5路線 713.5ｍ  

 ・寄附採納に伴うもの 3路線 144.2ｍ  

 ・都市計画道路鯰田中線道路改良工事完了に伴うもの 6路線 1443ｍ  

 (関係法令) 道路法 第8条 
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【議案第47号】 教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めること 

 ○教育委員会委員の任命 1名(令和2年5月16日任期満了) 

 (関係法令) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第4条第2項 
 

 

【議案第48号～第51号】 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること 

 ○人権擁護委員の推薦 4名(令和2年6月30日任期満了4名) 

 (関係法令) 人権擁護委員法 第6条第3項 
 

 

【報告第1号】 専決処分の報告(市道上の車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めるこ

と及びこれに伴う和解) 

 専決第1号(令和2年1月7日専決) 

 ○損害賠償・事故の概要 

 ・賠償額 22,770円(修理費用額45,540円の内、市の過失5割) 

・発生日時 令和元年11月12日(火)午前7時15分頃 

・発生場所 飯塚市潤野地内 

・事故の状況 潤野方面から花瀬方面へ向かう途中、進行方向左側にできたくぼみに

車両左側後輪がはまり、タイヤ及びホイールを損傷させたもの  
 

 

【報告第2号】 専決処分の報告(市営住宅の管理上必要な和解の申立て) 

 専決第2号(令和2年1月16日専決) 

 ○市営住宅使用料の滞納者1名に対して、飯塚簡易裁判所に和解を申し立てるもの 

 ○申立ての内容 

・滞納使用料の分割支払 

・今後の住宅使用料の納期遵守 

・分割納入を2回怠った場合又は住宅使用料の支払を通算して3月以上怠った場合、住

宅の明け渡し及び住宅使用料の一括支払 
 

 

【報告第3号】 専決処分の報告(支払督促申立に対する異議申立て(市営住宅使用料請

求事件)) 

 専決第3号(令和2年1月20日専決) 

 ○市営住宅使用料の滞納者1名に対して、飯塚簡易裁判所に支払督促の申立てを行っ

たところ、相手方から督促異議申立てが行われたことにより、民事訴訟法第395条

の規定により訴訟手続へ移行したもの 

 ○請求の内容 

・未払市営住宅使用料の支払 

・訴訟費用の支払 
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【報告第4号】 専決処分の報告(支払督促申立に対する異議申立て(学校給食費請求事

件)) 

 専決第4号(令和2年1月31日専決) 

 ○学校給食費を納入しない長期滞納世帯10件に対して、飯塚簡易裁判所に支払督促の

申立てを行ったところ、相手方1件から督促異議申立てが行われたことにより、民

事訴訟法第395条の規定により訴訟手続へ移行したもの 

 ○請求の内容 

・未払給食費の支払 

・訴訟費用の支払 
 

 

【報告第5号】 平成30年度 児童虐待に関する状況の報告 

 ○児童虐待の発生状況、通告の状況、児童虐待に係る市の施策の実施状況等について

報告するもの 

 (関係法令) 飯塚市の子どもをみんなで守る条例 第28条 
 


