令和３年第１回福岡市議会（定例会）提出議案
（令和３年度関係）

１ 条例案（51件）
☆(１)

福岡市情報公開条例等の一部を改正する条例案（総務企画局情報公開室）
福岡市土地開発公社の解散に伴い、条例の適用対象となる実施機関から同公社
を除外するもの
◇ 改正する条例
・ 福岡市情報公開条例
・ 福岡市個人情報保護条例
〔施行日 土地開発公社が解散する日の翌日〕

☆(２)

福岡市避難行動要支援者名簿の情報の提供に関する条例案
（市民局地域防災課）
避難支援等関係者による円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、もって避
難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するため、避難支援等関係者への
名簿情報の提供に関し必要な事項を定めるもの
〔施行日 公布の日〕

☆(３)

福岡市地域交流センター条例の一部を改正する条例案（市民局公民館支援課）
福岡市早良南地域交流センターの設置に伴い、その施設の使用料の額を定める
もの
〔施行日 公布の日〕

(４)

福岡市職員定数条例の一部を改正する条例案（総務企画局組織定数課）
令和３年度組織編成を行い、職員の定数を定めるもの
◇ 職員定数
【現 行】16,957人
【改正後】17,253人
〔施行日 令和３年４月１日〕

(５)

福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案
（総務企画局労務課）
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、所要の改正を行うも
の
〔施行日 公布の日〕

☆(６)

福岡市貝塚駅周辺土地区画整理事業特別会計条例案
（住宅都市局九大跡地整備課）
福岡広域都市計画事業貝塚駅周辺土地区画整理事業の円滑な運営とその経理の
適正を図るため、特別会計を設置するもの
〔施行日 令和３年４月１日〕
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(７)

福岡市医療・介護従事者等応援基金条例の一部を改正する条例案
（保健福祉局医療事業課）
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、所要の改正を行うも

の
〔施行日 公布の日〕
☆(８)

福岡市留守家庭子ども会事業の実施に関する条例の一部を改正する条例案
（こども未来局放課後こども育成課）
☆☆☆児童を取り巻く環境の変化に鑑み、市外に住所を有する児童のうち福岡市立の
小学校に在学しているものを、留守家庭子ども会事業の対象児童に加えるもの
〔施行日 令和３年４月１日〕
☆(９) 福岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改
正する条例案
（こども未来局放課後こども育成課）
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に鑑み、放課
後児童支援員の資格要件を拡大するもの
〔施行日 令和３年４月１日〕
★(10)

福岡市指定障がい児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等を定め
る条例の一部を改正する条例案
★(11) 福岡市指定障がい児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例
の一部を改正する条例案
★(12) 福岡市児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条
例案
（こども未来局こども発達支援課）
児童福祉法に係る省令の一部改正に伴い、指定障がい児通所支援事業者等に感
染症の発生又はまん延の防止のための措置を講じるよう義務づける等の改正を行
うもの
〔施行日 令和３年４月１日〕
☆(13) 福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定め
る条例の一部を改正する条例案
☆(14) 福岡市指定障がい者支援施設等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例
の一部を改正する条例案
☆(15) 福岡市障がい福祉サービス事業の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改
正する条例案
☆(16) 福岡市地域活動支援センターの設備及び運営の基準を定める条例の一部を改
正する条例案
☆(17) 福岡市福祉ホームの設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例
案
★(18) 福岡市障がい者支援施設の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正す
る条例案
（保健福祉局障がい福祉課）
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る省令の一
部改正に伴い、指定障害福祉サービス事業者等に感染症の発生又はまん延の防止
のための措置を講じるよう義務づける等の改正を行うもの
〔施行日 令和３年４月１日〕
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☆(19)

福岡市養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する
条例案
(20) 福岡市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正
する条例案
(21) 福岡市軽費老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する
条例案
（保健福祉局事業者指導課）
老人福祉法等に係る省令の一部改正に伴い、養護老人ホーム等に虐待の発生又
はその再発を防止するための措置を講じるよう義務づける等の改正を行うもの
〔施行日 令和３年４月１日〕

(22) 福岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例案（保健福祉局保険年金課）
☆☆☆子育て世帯の負担を軽減するため保険料を減免することに伴い減免の申請の特
例を定めるとともに、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い保険料の減額に係
る基準について所要の改正等を行うもの
〔施行日 令和３年４月１日ほか〕
(23)

福岡市介護保険条例の一部を改正する条例案（保健福祉局介護保険課）
介護保険事業の健全な運営を図るため、保険料率の改定等を行うもの
〔施行日 令和３年４月１日〕

(24)

福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条
例の一部を改正する条例案
(25) 福岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定め
る条例の一部を改正する条例案
(26) 福岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例等の
一部を改正する条例案
(27) 福岡市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等を定める条例の
一部を改正する条例案
(28) 福岡市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準を定める条
例の一部を改正する条例案
(29) 福岡市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準を定める条例の一
部を改正する条例案
(30) 福岡市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等を定
める条例の一部を改正する条例案
(31) 福岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基
準等を定める条例の一部を改正する条例案
(32) 福岡市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準を定める条例の
一部を改正する条例案
(33) 福岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準等を定める条例の
一部を改正する条例案
（保健福祉局事業者指導課）
介護保険法に係る省令の一部改正に伴い、指定居宅サービス事業者等に虐待の
発生又はその再発を防止するための措置を講じるよう義務づける等の改正を行う
もの
〔施行日 令和３年４月１日ほか〕
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★(34)

福岡市衛生関係手数料条例の一部を改正する条例案
（保健福祉局食品安全推進課）
食品衛生法及び食品衛生法施行令の一部改正に伴いこれらの規定に基づく営業
の許可の申請に対する審査の事務に係る手数料の額を改めるとともに、福岡県食
品取扱条例の廃止に伴い同条例の規定に基づく営業の許可の申請に対する審査等
の事務に係る手数料を廃止する等の改正を行うもの
〔施行日 令和３年６月１日ほか〕

★(35)

福岡市食品衛生条例を廃止する条例案（保健福祉局食品安全推進課)
食品衛生法の一部改正により、公衆衛生上必要な措置についての基準を厚生労
働省令で定めるものとされたことに鑑み、条例を廃止するもの
〔施行日 令和３年６月１日〕

★(36)

福岡市旅館業法施行条例の一部を改正する条例案（保健福祉局生活衛生課）
旅館業における衛生等管理要領の一部改正に鑑み、旅館業の営業者が講ずべき
措置の基準を改めるもの
〔施行日 令和３年７月１日〕

☆(37) 福岡市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例案（保健福祉局生活衛生課）
☆☆公衆浴場における衛生等管理要領の一部改正に鑑み、公衆浴場の営業者が講ず
べき措置の基準を改めるもの
〔施行日 令和３年７月１日〕
★(38)

福岡市中小企業の生産性向上のための設備投資の促進に関する条例の一部を
改正する条例案
（経済観光文化局政策調整課）
地方税法の一部改正等に鑑み、先端設備等に係る市税の特例措置の適用期限を
延長する等の改正を行うもの
〔施行日 公布の日ほか〕

★(39)

はかた伝統工芸館条例の一部を改正する条例案
（経済観光文化局地域産業支援課）
はかた伝統工芸館の一時移転に伴い、その位置等を改めるもの
〔施行日 令和３年４月１日〕

☆(40)

福岡市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例案(農林水産局市場課)
高度衛生管理整備事業による鮮魚市場の衛生環境の整備に伴い、市場施設の使
用料の額を改めるもの
〔施行日 令和３年４月１日〕

(41)

博多港港湾施設管理条例の一部を改正する条例案（港湾空港局港営課）
穀物用荷役機械及びその附帯施設の使用料の額を適正なものに改めるもの
〔施行日 令和３年４月１日〕
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(42) 福岡広域都市計画事業香椎駅周辺土地区画整理事業施行条例の一部を改正する
条例案
（住宅都市局管理課）
香椎駅周辺土地区画整理事業の換地処分に伴い、施行地区に含まれる地域の名
称を改めるとともに、事務所の移転に伴いその所在地を改めるもの
〔施行日 公布の日ほか〕
(43)

福岡市公園条例の一部を改正する条例案（住宅都市局みどり運営課）
博多の森陸上競技場に大型映像装置を設置することに伴い、その使用料の額を
定める等の改正を行うもの
〔施行日 令和３年４月１日〕

(44)

福岡市営住宅条例の一部を改正する条例案（住宅都市局住宅管理課）
不正な行為によって入居したことを理由に明渡しの請求を受けて市営住宅を退
去した者等の入居を制限するため、入居者資格について所要の改正を行うもの
〔施行日 令和３年４月１日〕

(45)

福岡市交通事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案
（交通局車両課）
車両の更新等に伴い一時的に車両数が増加する場合の事業用車両数の限度に
ついて、所要の改正を行うもの
〔施行日 公布の日〕

(46)

福岡市火災予防条例の一部を改正する条例案（消防局予防課）
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する
条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、急速充電設備の位置、
構造及び管理の基準を改める等の改正を行うもの
〔施行日 令和３年４月１日〕

(47)

福岡市民体育館条例の一部を改正する条例案（市民局スポーツ施設課）
市民体育館を取り巻く環境の変化に鑑み市民体育館の施設の一部を廃止すると
ともに、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、ＩＣカードに記録されて
いる利用可能金額相当額の使用料の還付に関し所要の改正を行うもの
〔施行日 令和３年４月１日〕

(48)

福岡市立地区体育施設条例の一部を改正する条例案（市民局スポーツ施設課）
新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、ＩＣカードに記録されている利
用可能金額相当額の使用料の還付に関し、所要の改正を行うもの
〔施行日 令和３年４月１日〕

(49)

福岡市赤煉瓦文化館条例の一部を改正する条例案
（経済観光文化局文化財活用課）
公共施設案内・予約システムにより福岡市赤煉瓦文化館を使用する場合の使用
料について、前納を要しないこととするもの
〔施行日 令和３年４月１日〕
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(50)

福岡市総合図書館条例の一部を改正する条例案（教育委員会文学・映像課）
福岡市総合図書館が収蔵するアジア映画等の貸与事業を実施することに伴い、
所要の改正を行うもの
〔施行日 令和３年４月１日〕

(51)

法令の改正に伴う関係条例の規定の整備に関する条例案（総務企画局法制課）
法令の改正に伴い、関係条例の規定の整備を行うもの
◇改正する条例
ア 食品衛生法の改正関連
・ 福岡市屋台基本条例
イ 福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例の改正関連
・ 福岡市道路占用料徴収条例
ウ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正関連
・ 福岡市建築関係手数料条例
〔施行日 公布の日ほか〕

２ 一般議案（８件）
(１)

ごみ処理事務の委託に関する規約の一部変更に関する協議について（２件）
本市が他の地方公共団体から委託を受けて実施しているごみ処理事務の受託
期間をそれぞれ延長することについて協議するもの
受託期間の終期
地方公共団体
担当課
の名称
変更前
変更後
那珂川市
平成33年３月31日まで 令和８年３月31日まで
環境局管理課
久山町
平成33年３月31日まで 令和８年３月31日まで

(２)

し尿終末処理事務の委託に関する規約の一部変更に関する協議について
本市が他の地方公共団体から委託を受けて実施しているし尿終末処理事務の
受託期間を延長することについて協議するもの
受託期間の終期
地方公共
担当課
団体の名称
変更前
変更後
久山町
平成33年３月31日まで 令和８年３月31日まで 環境局管理課

★(３)

包括外部監査契約の締結について（監査事務局監査総務課）
契約の相手方
塩塚 正康
契約の目的
令和３年度に係る包括外部監査契約に基づく監査の実施及
び当該監査の結果に関する報告の提出
契 約 金 額
18,000,000 円を上限とする額

★(４)

地方独立行政法人福岡市立病院機構第４期中期計画の認可について
（保健福祉局医療事業課）
地方独立行政法人福岡市立病院機構から、同法人の中期計画について、地方
独立行政法人法第26条第１項の規定による認可申請があったので、当該中期計
画を認可するもの
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(５)

福岡北九州高速道路公社の基本財産の額の増加に伴う定款の変更に関する同
意について
（道路下水道局高速道路推進課）
福岡北九州高速道路公社の基本財産の額の増加に伴う定款変更について同意
するもの

(６)

建物の無償譲渡について（こども未来局こども家庭課）
社会福祉法人が運営する乳児院について、当該法人による建替えにより機能
の充実を図るため、次の建物を無償で譲渡するもの
所
在
地
城南区樋井川六丁目24番16号
譲渡する建物
鉄筋コンクリート造２階建（延面積529.55㎡）
譲渡の相手方
社会福祉法人 仏心会

(7)

訴えの提起について（総務企画局人事課及び経済観光文化局新産業振興課）
退職手当返納金及び損害賠償示談金の支払をしない元職員に対し、当該金員
の支払を求めるため訴えを提起するもの
請求の要旨 相手方は、本市に対し、退職手当返納金のうち20,275,600円及
び損害賠償示談金のうち3,368,945円を支払うこと等
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