
令和2年 第5回 飯塚市議会定例会 議案 

議案番号 件    名 摘要 ページ 

８９  令和2年度 飯塚市一般会計補正予算(第8号)   

９０ 令和2年度 飯塚市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)   

９１ 飯塚市手数料条例の一部を改正する条例  ５ 

９２ 
飯塚市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例 
 ７ 

９３ 飯塚市子育て支援センター条例の一部を改正する条例  １５ 

９４ 飯塚市交流センター条例の一部を改正する条例  １７ 

９５ 飯塚市病院事業条例の一部を改正する条例  ２０ 

９６ 契約の締結(二瀬交流センター建設工事)  ２２ 

９７ 指定管理者の指定(飯塚立体駐車場)  ３４ 

９８ 指定管理者の指定(街なか子育てひろば)  ３７ 

９９ 指定管理者の指定(サン・アビリティーズいいづか)  ４１ 

１００ 市道路線の認定  ４６ 

１０１ 専決処分の承認(令和2年度 飯塚市一般会計補正予算(第7号))  ５５ 

１０２ 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること   

認定 

第1号 
令和元年度 飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定  ５６ 

 

 



 

議案番号 件    名 摘要 ページ 

認定 

第2号 
令和元年度 飯塚市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定  ５７ 

認定 

第3号 
令和元年度 飯塚市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定  ５８ 

認定 

第4号 
令和元年度 飯塚市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定  ５９ 

認定 

第5号 
令和元年度 飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認定  ６０ 

認定 

第6号 
令和元年度 飯塚市小型自動車競走事業特別会計歳入歳出決算の認定  ６１ 

認定 

第7号 
令和元年度 飯塚市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定  ６２ 

認定 

第8号 
令和元年度 飯塚市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定  ６３ 

認定 

第9号 
令和元年度 飯塚市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定  ６４ 

認定 

第10号 
令和元年度 飯塚市工業用地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定  ６５ 

認定 

第11号 
令和元年度 飯塚市汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定  ６６ 

認定 

第12号 
令和元年度 飯塚市学校給食事業特別会計歳入歳出決算の認定  ６７ 

認定 

第13号 
令和元年度 飯塚市水道事業会計決算の認定  ６８ 

認定 

第14号 
令和元年度 飯塚市工業用水道事業会計決算の認定  ６９ 

認定 

第15号 
令和元年度 飯塚市下水道事業会計決算の認定  ７０ 

認定 

第16号 
令和元年度 飯塚市立病院事業会計決算の認定  ７１ 
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報告 

第22号 
専決処分の報告(市営住宅の管理上必要な訴えの提起)  ７２ 

報告 

第23号 

専決処分の報告(支払督促申立てに対する異議申立て(市営住宅使用

料請求事件)) 
 ７３ 

報告 

第24号 

専決処分の報告(支払督促申立てに対する異議申立て(市営住宅使用

料等請求事件)) 
 ７４ 

報告 

第25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)  ７５ 

報告 

第26号 
継続費精算報告書の報告(令和元年度 飯塚市一般会計)  ７６ 

報告 

第27号 
令和元年度 健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の報告  ７７ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 





議案第91号 

 

飯塚市手数料条例の一部を改正する条例 

 

飯塚市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

提案理由 

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法律(平成25

年法律第27号)の一部改正に伴い、通知カードが廃止されたことから、関係規定を整

備するため、本案を提出するものである。 

 

 

飯塚市手数料条例の一部を改正する条例 

飯塚市手数料条例(平成18年飯塚市条例第55号)の一部を次のように改正する。 

別表第8号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法

律第7条第1項に規定する通知カードの再交付の項を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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飯塚市手数料条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

(1)～(7) (略) (1)～(7) (略) 

(8) 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法律

(平成25年法律第27号)関係 

(8) 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法律

(平成25年法律第27号)関係 

事務 名称 金額 

   

(略) (略) (略) 
 

事務 名称 金額 

行政手続における特定の個

人を識別するための番号の

利用等に関する法律第7条

第1項に規定する通知カー

ドの再交付 

通知カードの再交付 1枚につき 500円 

(略) (略) (略) 
 

(9)～(11) (略) (9)～(11) (略) 

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第92号 

 

飯塚市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例 

 

飯塚市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条

例を次のように定める。 

 

令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

提案理由 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(令和2年厚

生労働省令第40号)の施行に伴い、関係規定を整備するため、本案を提出するもので

ある。 

 

 

飯塚市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例 

飯塚市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年飯塚市条例

第31号)の一部を次のように改正する。 

第1条中「基準を(以下「最低基準」という。)」を「基準(以下「最低基準」とい

う。)を」に改める。 

第7条第4項中「家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施

設の確保が著しく困難であると認める」を「次の各号のいずれかに該当する」に、

「同号」を「第1項第3号」に改め、同項に次の2号を加える。 

(1) 市長が、法第24条第3項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育事

業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その

他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る

保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な

措置を講じているとき。 
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(2) 家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が、

著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)。 

第7条第5項中「前項」の次に「(第2号に該当する場合に限る。)」を加える。 

第25条第2項第2号中「第34条の20第1項第4号」を「第34条の20第1項第3号」に改

める。 

第30条第7号イの表4階以上の階の部避難用の項中「外気に向かって開くことので

きる窓若しくは排煙設備(同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法

を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限る。)を有す

る付室」を「付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同

号に規定する構造を有するものに限る。)」に、「同条第3項第2号、第3号及び第9

号」を「同条第3項第3号、第4号及び第10号」に改める。 

第31条第3項及び第33条第3項中「又は看護師を、」を「、看護師又は准看護師を」

に改める。 

第39条第4号中「従事する場合」の次に「又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、

精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場

合」を加える。 

第45条第8号イの表4階以上の階の部避難用の項中「外気に向かって開くことので

きる窓若しくは排煙設備(同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法

を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限る。)を有す

る付室」を「付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同

号に規定する構造を有するものに限る。)」に、「同条第3項第2号、第3号及び第9

号」を「同条第3項第3号、第4号及び第10号」に改める。 

第46条第3項中「又は看護師」を「、看護師又は准看護師」に改める。 

第47条第2項中「第7条第1項本文」を「第7条第1項」に改める。 

第49条第3項中「又は看護師を、」を「、看護師又は准看護師を」に改める。 

附則第3条中「第7条第1項本文」を「第7条第1項」に改める。 

附則に次の4条を加える。 

(小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例) 

第6条 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法

第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等が不足している

ことに鑑み、当分の間、第31条第2項各号又は第46条第2項各号に定める数の合計

数が1となるときは、第31条第2項又は第46条第2項に規定する保育士の数は1人以

上とすることができる。ただし、配置される保育士の数が1人となるときは、当該
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保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を置か

なければならない。 

第7条 前条の事情に鑑み、当分の間、第31条第2項又は第46条第2項に規定する保育

士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免

許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状を

いう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。 

第8条 附則第6条の事情に鑑み、当分の間、1日につき8時間を超えて開所する小規

模保育事業所A型又は保育所型事業所内保育事業所(以下この条において「小規模

保育事業所A型等」という。)において、開所時間を通じて必要となる保育士の総

数が当該小規模保育事業所A型等に係る利用定員の総数に応じて置かなければなら

ない保育士の数を超えるときは、第31条第2項又は第46条第2項に規定する保育士

の数の算定については、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者

を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置か

なければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすこと

ができる。 

第9条 前2条の規定を適用するときは、保育士(法第18条の18第1項の登録を受けた

者をいい、第31条第3項若しくは第46条第3項又は前2条の規定により保育士とみな

される者を除く。)を、保育士の数(前2条の規定の適用がないとした場合の第31条

第2項又は第46条第2項により算定されるものをいう。)の3分の2以上、置かなけれ

ばならない。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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飯塚市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

(趣旨) (趣旨) 

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34

条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(以

下「最低基準」という。)を定めるものとする。 

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34

条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

(以下「最低基準」という。)定めるものとする。 

(保育所等との連携) (保育所等との連携) 

第7条 (略) 第7条 (略) 

2・3 (略) 2・3 (略) 

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項第3号の規定を適用しな

いこととすることができる。 

4 市長は、家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととするこ

とができる。 

(1)  市長が、法第24条第3項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育事

業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置そ

の他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係

る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要

な措置を講じているとき。 

 

(2)  家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保

が、著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)。 

 

5 前項(第2号に該当する場合に限る。)の場合において、家庭的保育事業者等は、

法第59条第1項に規定する施設のうち、次に掲げるもの(入所定員が20人以上のも

のに限る。)であって、市長が適当と認めるものを第1項第3号に掲げる事項に係

る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

5 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第59条第1項に規定する施設の

うち、次に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限る。)であって、市長が適

当と認めるものを第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切

に確保しなければならない。 

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略) 

(職員) (職員) 

第25条 (略) 第25条 (略) 

2 家庭的保育者は、市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が

行う研修を含む。)を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有

すると市長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

2 家庭的保育者は、市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が

行う研修を含む。)を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有

すると市長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 法第18条の5各号及び法第34条の20第1項第3号のいずれにも該当しない者 (2) 法第18条の5各号及び法第34条の20第1項第4号のいずれにも該当しない者 

(設備の基準) (設備の基準) 

第30条 (略) 第30条 (略) 

(1)～(6) (略) (1)～(6) (略) 

(7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に (7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に

10



設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を3階以上に設ける建物

は、次のアからクまでに掲げる要件に該当するものであること。 

設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を3階以上に設ける建物

は、次のアからクまでに掲げる要件に該当するものであること。 

ア (略) ア (略) 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に

掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設け

られていること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に

掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設け

られていること。 

階 区分 施設又は設備 

2階 (略) (略) 

3階 (略) (略) 

4階 

以 

上 

の 

階 

常用 (略) 

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各

号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合

においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育

室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段

室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号

に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構

造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、

かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすもの

とする。) 

 

2 (略) 

3  (略) 
 

階 区分 施設又は設備 

2階 (略) (略) 

3階 (略) (略) 

4階 

以 

上 

の 

階 

常用 (略) 

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各

号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合

においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育

室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段

室とは、バルコニー又は外気に向かって開くことのでき

る窓若しくは排煙設備(同条第3項第1号に規定する国土

交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に

排煙することができると認められるものに限る。)を有

する付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項

第2号、第3号及び第9号を満たすものとする。) 

2 (略) 

3  (略) 
 

ウ～ク (略) ウ～ク (略) 

(職員) (職員) 

第31条 (略) 第31条 (略) 

2 (略) 2 (略) 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤

務する保健師、看護師又は准看護師を1人に限り、保育士とみなすことができる。 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤

務する保健師又は看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。 

(職員) (職員) 

第33条 (略) 第33条 (略) 

2 (略) 2 (略) 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤

務する保健師、看護師又は准看護師を1人に限り、保育士とみなすことができる。 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤

務する保健師又は看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。 

(居宅訪問型保育事業) (居宅訪問型保育事業) 

第39条 居宅訪問型保育事業者は、次の各号に掲げる保育を提供するものとする。 第39条 居宅訪問型保育事業者は、次の各号に掲げる保育を提供するものとする。 
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 (1)～(3) (略)  (1)～(3) (略) 

(4) 母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条

第5項に規定する母子家庭等をいう。)の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務

に従事する場合又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境

上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合への対応等、

保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要

性が高いと市が認める乳幼児に対する保育 

(4) 母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条

第5項に規定する母子家庭等をいう。)の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務

に従事する場合への対応等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居

宅訪問型保育を提供する必要性が高いと市が認める乳幼児に対する保育 

(5) (略) (5) (略) 

(設備の基準) (設備の基準) 

第45条 事業所内保育事業(利用定員が20人以上のものに限る。以下この条、第47

条及び第48条において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以

下「保育所型事業所内保育事業所」という。)の設備の基準は、次のとおりとす

る。 

第45条 事業所内保育事業(利用定員が20人以上のものに限る。以下この条、第47

条及び第48条において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以

下「保育所型事業所内保育事業所」という。)の設備の基準は、次のとおりとす

る。 

(1)～(7) (略) (1)～(7) (略) 

(8) (略) (8) (略) 

ア (略) ア (略) 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に

掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設け

られていること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に

掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設け

られていること。 

階 区分 施設又は設備 

2階 (略) (略) 

3階 (略) (略) 

4階 

以 

上 

の 

階 

常用 (略) 

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各

号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合

においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育

室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段

室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号

に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構

造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、

かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすもの

とする。) 

 

2 (略) 

3  (略) 
 

階 区分 施設又は設備 

2階 (略) (略) 

3階 (略) (略) 

4階 

以 

上 

の 

階 

常用 (略) 

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各

号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合

においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育

室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段

室とは、バルコニー又は外気に向かって開くことのでき

る窓若しくは排煙設備(同条第3項第1号に規定する国土

交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に

排煙することができると認められるものに限る。)を有

する付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項

第2号、第3号及び第9号を満たすものとする。) 

2 (略) 

3  (略) 
 

ウ～ク (略) ウ～ク (略) 
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(職員) (職員) 

第46条 (略) 第46条 (略) 

2 (略) 2 (略) 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事

業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を1人に限り、保育士とみなすこと

ができる。 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事

業所に勤務する保健師又は看護師を1人に限り、保育士とみなすことができる。 

(連携施設に関する特例) (連携施設に関する特例) 

第47条 (略) 第47条 (略) 

2 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第6条の3第12項第2号に規定する

事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの(附則第3条において「特例保

育所型事業所内保育事業者」という。)については、第7条第1項の規定にかかわ

らず、連携施設の確保をしないことができる。 

2 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第6条の3第12項第2号に規定する

事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの(附則第3条において「特例保

育所型事業所内保育事業者」という。)については、第7条第1項本文の規定にか

かわらず、連携施設の確保をしないことができる。 

(職員) (職員) 

第49条 (略) 第49条 (略) 

2 (略) 2 (略)  

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事

業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を1人に限り、保育士とみなすこと

ができる。 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事

業所に勤務する保健師又は看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。 

附 則  

(連携施設に関する経過措置) (連携施設に関する経過措置) 

第3条 家庭的保育事業者等(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)は、連携

施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法第59条第4号に規定す

る事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市が認める

場合は、第7条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して10年

を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。 

第3条 家庭的保育事業者等(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)は、連携

施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法第59条第4号に規定す

る事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市が認める

場合は、第7条第1項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して

10年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。 

(小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例)  

第6条 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法

第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等が不足している

ことに鑑み、当分の間、第31条第2項各号又は第46条第2項各号に定める数の合計

数が1となるときは、第31条第2項又は第46条第2項に規定する保育士の数は1人以

上とすることができる。ただし、配置される保育士の数が1人となるときは、当

該保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を置

かなければならない。 
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第7条 前条の事情に鑑み、当分の間、第31条第2項又は第46条第2項に規定する保

育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通

免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許

状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。  

 

第8条 附則第6条の事情に鑑み、当分の間、1日につき8時間を超えて開所する小規

模保育事業所A型又は保育所型事業所内保育事業所(以下この条において「小規模

保育事業所A型等」という。)において、開所時間を通じて必要となる保育士の総

数が当該小規模保育事業所A型等に係る利用定員の総数に応じて置かなければな

らない保育士の数を超えるときは、第31条第2項又は第46条第2項に規定する保育

士の数の算定については、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める

者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置

かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすこ

とができる。 

 

第9条 前2条の規定を適用するときは、保育士(法第18条の18第1項の登録を受けた

者をいい、第31条第3項若しくは第46条第3項又は前2条の規定により保育士とみ

なされる者を除く。)を、保育士の数(前2条の規定の適用がないとした場合の第3

1条第2項又は第46条第2項により算定されるものをいう。)の3分の2以上、置かな

ければならない。 

 

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第93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を次のように定める。 

 

令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

提案理由 

穂波子育て支援センターを設置するため、本案を提出するものである。 

 

 

飯塚市子育て支援センター条例の一部を改正する条例 

飯塚市子育て支援センター条例(平成23年飯塚市条例第22号)の一部を次のように

改正する。 

第7条第1項第1号中「筑穂子育て支援センター」を「穂波子育て支援センター、筑

穂子育て支援センター」に改める。 

別表中 

「 

名称 位置 

筑穂子育て支援センター 飯塚市長尾885番地1 

                                  」を 

「 

名称 位置 

穂波子育て支援センター 飯塚市秋松408番地 

筑穂子育て支援センター 飯塚市長尾885番地1 

                                  」に 

改める。 

附 則 

この条例は、令和3年4月1日から施行する。 
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飯塚市子育て支援センター条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

(開所時間及び休所日) (開所時間及び休所日) 

第7条 支援センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。 第7条 支援センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。 

(1) 穂波子育て支援センター、筑穂子育て支援センター、庄内子育て支援セン

ター及び頴田子育て支援センター 

(1) 筑穂子育て支援センター、庄内子育て支援センター及び頴田子育て支援セ

ンター 

ア・イ (略) ア・イ (略) 

(2) (略) (2) (略) 

2 (略) 2 (略) 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

名称 位置 

穂波子育て支援センター 飯塚市秋松408番地 

筑穂子育て支援センター 飯塚市長尾885番地1 

庄内子育て支援センター 飯塚市綱分791番地4 

頴田子育て支援センター 飯塚市鹿毛馬2328番地2 

街なか子育てひろば 飯塚市本町11番10号 
 

名称 位置 

 

筑穂子育て支援センター 

 

飯塚市長尾885番地1 

庄内子育て支援センター 飯塚市綱分791番地4 

頴田子育て支援センター 飯塚市鹿毛馬2328番地2 

街なか子育てひろば 飯塚市本町11番10号 
 

附 則  

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。  
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議案第94号 

 

飯塚市交流センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

提案理由  

交流センターの整備に伴い、関係規定を整備するため、本案を提出するものであ

る。 

 

 

飯塚市交流センター条例の一部を改正する条例 

飯塚市交流センター条例(平成29年飯塚市条例第22号)の一部を次のように改正す

る。 

別表の(9)を次のように改める。 

(9) 飯塚市穂波交流センター使用料 

室名 面積 施設使用料(市内) 備考 

大ホール 432.00m2 1時間につき  1,670円 市内以外のも

のが使用する

場合は、10割増

とする。 

 

第1研修室 36.99m2 1時間につき  160円 

第2研修室 34.16m2 1時間につき  160円 

第3研修室 34.16m2 1時間につき  160円 

第4研修室 36.60m2 1時間につき 160円 

第5研修室 38.64m2 1時間につき 160円 

和室1号 18.53m2 1時間につき 90円 

和室2号 42.69m2 1時間につき  130円 

視聴覚室 105.30m2 1時間につき  560円 

調理実習室 68.86m2 1時間につき  470円 

備考 
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1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。 

2 「市内」とは、本市に居住し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくは

事業所を有する者又は主たる活動拠点を有する団体をいう。 

3 営利を目的として使用する場合は、10割増とする。 

附 則 

この条例は、令和3年3月1日から施行する。 
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飯塚市交流センター条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

別表(第13条関係) 別表(第13条関係) 

(1)～(8) (略) (1)～(8) (略) 

(9) 飯塚市穂波交流センター使用料 (9) 飯塚市穂波交流センター使用料 

室名 面積 施設使用料(市内) 備考 

大ホール 432.00m2 1時間につき 1,670円 市内以外のもの

が使用する場合

は、10割増とす

る。 

第1研修室 36.99m2 1時間につき 160円 

第2研修室 34.16m2 1時間につき 160円 

第3研修室 34.16m2 1時間につき 160円 

第4研修室 36.60m2 1時間につき 160円 

第5研修室 38.64m2 1時間につき 160円 

和室1号 18.53m2 1時間につき 90円 

和室2号 42.69m2 1時間につき 130円 

視聴覚室 105.30m2 1時間につき 560円 

調理実習室 68.86m2 1時間につき 470円 
 

室名 面積 施設使用料(市内) 備考 

大ホール 432.00m2 1時間につき 1,670円 市内以外のもの

が使用する場合

は、10割増とす

る。 

第1研修室 34.16m2 1時間につき 160円 

第2研修室 34.16m2 1時間につき 160円 

第3研修室 36,60m2 1時間につき 160円 

第4研修室 28.80m2 1時間につき 160円 

第5研修室 38.64m2 1時間につき 160円 

和室1号 40.60m2 1時間につき 130円 

和室2号 31.15m2 1時間につき 130円 

視聴覚室 106.55m2 1時間につき 560円 

調理実習室 64.66m2 1時間につき 470円 
 

備考 備考 

1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。 1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。 

2 「市内」とは、本市に居住し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しく

は事業所を有する者又は主たる活動拠点を有する団体をいう。 

2 「市内」とは、本市に居住し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しく

は事業所を有する者又は主たる活動拠点を有する団体をいう。 

  3 営利を目的として使用する場合は、10割増とする。   3 営利を目的として使用する場合は、10割増とする。 

(10)～(14) (略) (10)～(14) (略) 

附 則  

 この条例は、令和3年3月1日から施行する。  
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議案第95号 

 

飯塚市病院事業条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和2年9月2日提出 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

提案理由 

飯塚医療圏における救急医療体制を確保し、二次救急医療機関としての役割を担

っていくにあたり、土曜日の救急診療体制を強化するため、本案を提出するもので

ある。 

 

 

飯塚市病院事業条例の一部を改正する条例 

飯塚市病院事業条例(平成28年飯塚市条例第43号)の一部を次のように改正する。 

第3条第1号中「日曜日」の次に「及び土曜日」を加える。 

附 則 

この条例は、令和2年12月1日から施行する。 
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飯塚市病院事業条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

(外来診療の休診日) (外来診療の休診日) 

第3条 病院の外来診療に係る休診日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者

は、特に必要があると認めるときは、企業管理者の承認を得て、これを変更し、

又は臨時に休診することができる。 

第3条 病院の外来診療に係る休診日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、

特に必要があると認めるときは、企業管理者の承認を得て、これを変更し、又は

臨時に休診することができる。 

(1) 日曜日及び土曜日 (1) 日曜日 

(2)・(3) (略) (2)・(3) (略) 

附 則  

この条例は、令和2年12月1日から施行する。  
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議案第96号  

 

契約の締結(二瀬交流センター建設工事) 

 

 二瀬交流センター建設工事について、次のように工事請負契約を締結するものと

する。 

 

令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

1 工事名   二瀬交流センター建設工事 

2 工事場所  飯塚市 横田 地内 

3 契約金額  350,060,700円 

4 受注者   赤尾・西特定建設工事共同企業体 

代表者 

福岡県飯塚市新飯塚19番26号 

株式会社 赤尾組  

代表取締役 赤尾 嘉則 

5 契約の方法 条件付き一般競争入札(総合評価落札方式) 

 

 

提案理由 

 工事請負契約を締結するにあたり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項

第5号及び飯塚市議会の議決に付すべき契約に関する条例(平成18年飯塚市条例第56

号)第2条の規定に基づき、本案を提出するものである。 
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条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

評価値：技術評価点(標準点＋加算点)/入札金額×定数(100,000,000)
(小数点以下第4位を四捨五入し、第3位まで表記）

大和・春田特定建設工事共同企
業体

318,237,000 109.200 34.314

112.500 35.618

318,237,000

116.700

315,849,000
中村・ナカジマ特定建設工事共
同企業体

入札金額(税抜)

318,237,000

円 (うち消費税

赤尾・西特定建設工事共同企業体

円)

350,060,700 円 (うち消費税 31,823,700

評価点 評価値

36.671

入札参加業者名 摘要

落札
赤尾・西特定建設工事共同企業
体

落 札 率 （ Ｂ /Ａ）
91.97　％

（少数点第3位以下切捨）

落 札 者 名

入 札 日 令和 2年 8月 4日

神崎・曽根特定建設工事共同企
業体

鈴木・三協特定建設工事共同企
業体

114.900 36.105

107.500318,237,000 33.780

円)

380,600,000 円 (うち消費税 34,600,000

344,810,400

円)

350,060,700

円 税抜）

円)31,823,700

円 税抜）

工 事 請 負 議 案 資 料

入　札　概　要

工 事 名 二瀬交流センター建設工事

工 期 本契約として認められた日から令和 3年 8月31日まで

（318,237,000

円 (うち消費税 31,346,400

落 札 額 （ Ｂ ）

予 定 価 格 （ Ａ ）

低入札調査基準価格

失 格 基 準 価 格

（318,237,000 円 税抜）

（313,464,000

（346,000,000 円 税抜）
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工 事 請 負 議 案 資 料 

 

 

工 事 名        二瀬交流センター建設工事 

 

 

工 期        本契約として認められた日から 令和３年８月３１日まで 

 

 

施 設 概 要  交流センター   鉄筋コンクリート造 ２階建  

延床面積 １２５８．５６ ㎡ 

 

        倉庫       軽量鉄骨造 平家建      

延床面積 １８．２５ ㎡ × ３棟 ＝ ５４．７５ ㎡ 

 

        駐輪場      アルミ合金造 平家建     

延床面積 １６．７４ ㎡  
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外 部 仕 上 表 

外 壁 

４５二丁掛け磁器質タイル 

コンクリート化粧打放し＋複層塗材ＲＥ 

金属系サイディング 

屋 根 アスファルト防水＋保護コンクリート 

建 具 アルミ建具・スチール建具・ステンレス建具 

 

 

内 部 仕 上 表（主要居室） 

室  名 床 壁 天 井 

便所（男）（女） 

 (共通) 

ビニル床シート貼 化粧ケイ酸カルシウム

板 

 

化粧石膏ボード 

身障者用便所 

(共通) 

ビニル床シート貼 化粧ケイ酸カルシウム

板 

 

化粧石膏ボード 

階段室 

(共通) 

ビニル床シート貼 

 

ＥＰ塗 ロックウール 

化粧吸音ボード 

風除室 磁器質タイル ４５二丁掛タイル 

 

 

ロックウール 

化粧吸音ボード 

エントランス

ホール 

磁器質タイル ＥＰ塗 ロックウール 

化粧吸音ボード 

キッズ 

スペース 

 

タイルカーペット ＥＰ塗 

 

ロックウール 

化粧吸音ボード 

事務室 タイルカーペット ＥＰ塗 

 

ロックウール 

化粧吸音ボード 

会議室 ビニル床シート貼 

 

ビニルクロス ロックウール 

化粧吸音ボード 

和室 

踏込 

ビニル床シート貼 

 

ビニルクロス ビニルクロス 

和室 

 

畳 ビニルクロス ビニルクロス 
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室  名 床 壁 天 井 

印刷室 タイルカーペット ＥＰ塗 ロックウール 

化粧吸音ボード 

給湯室 ビニル床シート貼 ＥＰ塗 ＥＰ塗 

授乳室 ビニル床シート貼 ＥＰ塗 ＥＰ塗 

脱衣室 ビニル床シート貼 ビニルクロス ＥＰ塗 

倉庫 

１～４ 

ビニル床タイル貼 ＥＰ塗 化粧石膏ボード 

研修室 

１・２・５・６ 

ビニル床シート貼 腰部：不燃化粧板 

壁部：ビニルクロス 

ロックウール 

化粧吸音ボード 

研修室 

３・４ 

ビニル床シート貼 ビニルクロス ロックウール 

化粧吸音ボード 

廊下 ビニル床シート貼 腰部：不燃化粧板 

壁部：ビニルクロス 

ロックウール 

化粧吸音ボード 

調理実習室 ビニル床シート貼 ビニルクロス ＥＰ塗 

調理倉庫１・２ ビニル床シート貼 ＥＰ塗 ＥＰ塗 

倉庫５ ビニル床タイル貼 ＥＰ塗 化粧石膏ボード 
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（現）二瀬交流センター（現）二瀬交流センター（現）二瀬交流センター（現）二瀬交流センター（現）二瀬交流センター（現）二瀬交流センター（現）二瀬交流センター

工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所

付近見取り図付近見取り図付近見取り図付近見取り図付近見取り図付近見取り図付近見取り図
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交流センター交流センター交流センター交流センター交流センター交流センター交流センター

駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場

倉庫１倉庫１倉庫１倉庫１倉庫１倉庫１倉庫１

倉庫３倉庫３倉庫３倉庫３倉庫３倉庫３倉庫３

国道２０１号線国道２０１号線国道２０１号線国道２０１号線国道２０１号線国道２０１号線国道２０１号線

倉庫２倉庫２倉庫２倉庫２倉庫２倉庫２倉庫２

雨

汚

止

止

・・・外構工事・・・外構工事・・・外構工事・・・外構工事・・・外構工事・・・外構工事・・・外構工事

・・・建物・倉庫・駐輪場工事・・・建物・倉庫・駐輪場工事・・・建物・倉庫・駐輪場工事・・・建物・倉庫・駐輪場工事・・・建物・倉庫・駐輪場工事・・・建物・倉庫・駐輪場工事・・・建物・倉庫・駐輪場工事

配置図配置図配置図配置図配置図配置図配置図

NNNNNNN
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ELVELVELVELVELVELVELV

給湯室給湯室給湯室給湯室給湯室給湯室給湯室

倉庫4倉庫4倉庫4倉庫4倉庫4倉庫4倉庫4

倉庫1倉庫1倉庫1倉庫1倉庫1倉庫1倉庫1
授乳室授乳室授乳室授乳室授乳室授乳室授乳室

倉庫2倉庫2倉庫2倉庫2倉庫2倉庫2倉庫2

倉庫3倉庫3倉庫3倉庫3倉庫3倉庫3倉庫3

会議室会議室会議室会議室会議室会議室会議室

キッズキッズキッズキッズキッズキッズキッズ
スペーススペーススペーススペーススペーススペーススペース

多目的多目的多目的多目的多目的多目的多目的

印刷室印刷室印刷室印刷室印刷室印刷室印刷室文書庫文書庫文書庫文書庫文書庫文書庫文書庫

PSPSPSPSPSPSPS

男子男子男子男子男子男子男子
トイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ

女子女子女子女子女子女子女子
トイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ

第2研修室第2研修室第2研修室第2研修室第2研修室第2研修室第2研修室
（交流スペース）（交流スペース）（交流スペース）（交流スペース）（交流スペース）（交流スペース）（交流スペース）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1研修室第1研修室第1研修室第1研修室第1研修室第1研修室第1研修室
（交流スペース）（交流スペース）（交流スペース）（交流スペース）（交流スペース）（交流スペース）（交流スペース）

車寄せ車寄せ車寄せ車寄せ車寄せ車寄せ車寄せ

車椅子駐車車椅子駐車車椅子駐車車椅子駐車車椅子駐車車椅子駐車車椅子駐車
スペーススペーススペーススペーススペーススペーススペース

風除室風除室風除室風除室風除室風除室風除室

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

エントランスエントランスエントランスエントランスエントランスエントランスエントランス

１階平面図　１階平面図　１階平面図　１階平面図　１階平面図　１階平面図　１階平面図　
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バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

ELVELVELVELVELVELVELV

倉庫5倉庫5倉庫5倉庫5倉庫5倉庫5倉庫5

調理倉庫調理倉庫調理倉庫調理倉庫調理倉庫調理倉庫調理倉庫
（2）（2）（2）（2）（2）（2）（2）

調理倉庫調理倉庫調理倉庫調理倉庫調理倉庫調理倉庫調理倉庫
（1）（1）（1）（1）（1）（1）（1）

押入押入押入押入押入押入押入

押
入
押
入
押
入
押
入
押
入
押
入
押
入

PSPSPSPSPSPSPS

第4研修室第4研修室第4研修室第4研修室第4研修室第4研修室第4研修室

第3研修室第3研修室第3研修室第3研修室第3研修室第3研修室第3研修室 調理実習室調理実習室調理実習室調理実習室調理実習室調理実習室調理実習室

第6研修室第6研修室第6研修室第6研修室第6研修室第6研修室第6研修室

第5研修室第5研修室第5研修室第5研修室第5研修室第5研修室第5研修室

多目的多目的多目的多目的多目的多目的多目的

男子男子男子男子男子男子男子
トイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ女子女子女子女子女子女子女子

トイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ

シャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワー

和室和室和室和室和室和室和室

ホールホールホールホールホールホールホール

２階平面図２階平面図２階平面図２階平面図２階平面図２階平面図２階平面図
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屋上平面図屋上平面図屋上平面図屋上平面図屋上平面図屋上平面図屋上平面図

太陽光パネル基礎太陽光パネル基礎太陽光パネル基礎太陽光パネル基礎太陽光パネル基礎太陽光パネル基礎太陽光パネル基礎
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縦樋：ステンレス製　φ100　HL仕上げ縦樋：ステンレス製　φ100　HL仕上げ縦樋：ステンレス製　φ100　HL仕上げ縦樋：ステンレス製　φ100　HL仕上げ縦樋：ステンレス製　φ100　HL仕上げ縦樋：ステンレス製　φ100　HL仕上げ縦樋：ステンレス製　φ100　HL仕上げ

縦樋：カラーVP　φ100　縦樋：カラーVP　φ100　縦樋：カラーVP　φ100　縦樋：カラーVP　φ100　縦樋：カラーVP　φ100　縦樋：カラーVP　φ100　縦樋：カラーVP　φ100　

複層塗材ＲE複層塗材ＲE複層塗材ＲE複層塗材ＲE複層塗材ＲE複層塗材ＲE複層塗材ＲE

⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦

⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧

⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨

⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩

⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥

⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤

④④④④④④④

③③③③③③③

②②②②②②②

①①①①①①①

③③③③③③③

⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥

①①①①①①①

⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧

⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤

④④④④④④④

②②②②②②②

②②②②②②②

③③③③③③③

⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧
⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧

⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧

⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩

②②②②②②②

②②②②②②②

⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧

⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦
⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦

南側立面図　南側立面図　南側立面図　南側立面図　南側立面図　南側立面図　南側立面図　

東側立面図　東側立面図　東側立面図　東側立面図　東側立面図　東側立面図　東側立面図　

４５二丁掛磁器質タイル張り　４５二丁掛磁器質タイル張り　４５二丁掛磁器質タイル張り　４５二丁掛磁器質タイル張り　４５二丁掛磁器質タイル張り　４５二丁掛磁器質タイル張り　４５二丁掛磁器質タイル張り　

金属製サイディング金属製サイディング金属製サイディング金属製サイディング金属製サイディング金属製サイディング金属製サイディング

人工木材系外装材　人工木材系外装材　人工木材系外装材　人工木材系外装材　人工木材系外装材　人工木材系外装材　人工木材系外装材　

４５二丁掛磁器質タイル張り　４５二丁掛磁器質タイル張り　４５二丁掛磁器質タイル張り　４５二丁掛磁器質タイル張り　４５二丁掛磁器質タイル張り　４５二丁掛磁器質タイル張り　４５二丁掛磁器質タイル張り　

バルコニー手摺：アルミ製　　網入りガラスバルコニー手摺：アルミ製　　網入りガラスバルコニー手摺：アルミ製　　網入りガラスバルコニー手摺：アルミ製　　網入りガラスバルコニー手摺：アルミ製　　網入りガラスバルコニー手摺：アルミ製　　網入りガラスバルコニー手摺：アルミ製　　網入りガラス

館名サイン　SUS箱文字　200×200館名サイン　SUS箱文字　200×200館名サイン　SUS箱文字　200×200館名サイン　SUS箱文字　200×200館名サイン　SUS箱文字　200×200館名サイン　SUS箱文字　200×200館名サイン　SUS箱文字　200×200
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議案第97号 

 

   指定管理者の指定(飯塚立体駐車場) 

 

 公の施設の指定管理者について、次のとおり指定する。 

 

  令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

1 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  飯塚立体駐車場 

2 指定管理者となる団体 

福岡市中央区渡辺通二丁目4番8号 

太平ビルサービス 株式会社 

代表取締役 狩野 伸彌 

3 指定管理者に管理を行わせようとする期間 

  令和3年4月1日～令和8年3月31日 

4 選定の方法及び理由 

飯塚市指定管理者選定委員会において、申請団体の提出書類、提案内容を比較

検討し、次に掲げる事項について評価を行い、指定管理者の候補となる団体とし

て選定した。 

(1) 指定管理施設の利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこ

と。 

(2) 事業計画が、指定管理施設の設置目的に即した適切なものであること。 

(3) 指定管理施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られ

るものであること。 

(4) 指定管理施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているこ

と。 
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提案理由 

 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244

条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 
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指定管理者指定議案資料 

 

1 施設の概要 

①施設名称 飯塚立体駐車場 

②所在地  飯塚市飯塚14番7号 

③開設年  平成4年 

④規模構造 鉄骨・鉄筋コンクリート造4階建5層駐車場 

      敷地面積：2,700㎡ 駐車場使用面積：13,123㎡ 

      収容台数：436台 

⑤業務内容 

ア 駐車場の利用に関する業務 

イ 駐車料金の徴収等の事務に関する業務 

ウ 駐車場の維持管理に関する業務 

エ その他の業務 

 

2 指定管理者となる団体の概要   

①設立年月日 昭和53年1月4日 

②主な業務内容 

 資産運営管理、設備管理業務、清掃業務、警備業務、マンション管理業務、 

 ホテル管理業務、駐車場管理業務、環境衛生管理業務 

 

3 公募及び選定の概要 

(1) 公募・非公募の別 公募 

(2) 応募団体数  2団体 

 

4 募集時点での指定管理料上限額(単年度) 

   17,257千円(消費税及び地方消費税を含む。) 

 

5 選定評価結果(840点満点) 

団体名 評価点 

太平ビルサービス 株式会社 550点 

A社 502点 
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議案第98号 

 

   指定管理者の指定(街なか子育てひろば) 

 

 公の施設の指定管理者について、次のとおり指定する。 

 

  令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

1 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  街なか子育てひろば 

2 指定管理者となる団体 

  飯塚市鯰田1666番地23 

  特定非営利活動法人 つどいの広場いいづか 

  理事長 林  京 子 

3 指定管理者に管理を行わせようとする期間 

  令和3年4月1日～令和8年3月31日 

4 選定の方法及び理由 

飯塚市指定管理者選定委員会において、申請団体の提出書類、提案内容を比較

検討し、次に掲げる事項について評価を行い、指定管理者の候補となる団体とし

て選定した。 

(1) 指定管理施設の利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこ

と。 

(2) 事業計画が、指定管理施設の設置目的に即した適切なものであること。 

(3) 指定管理施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られ

るものであること。 

(4) 指定管理施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているこ

と。 
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提案理由 

 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244

条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 
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指定管理者指定議案資料 

 

1 施設の概要 

①施設名称 街なか子育てひろば 

②所在地  飯塚市本町11番10号 

③開設年  平成28年 

④規模構造 鉄筋コンクリート造2階建 

        敷地面積：1,099.66㎡ 

        1階528.31㎡ 2階547.01㎡ PH階24.34㎡ 

⑤業務内容 

ア 事業に関する業務 

イ 施設の運営に関する業務 

ウ 施設の管理に関する業務 

エ その他の業務 

 

2 指定管理者となる団体の概要   

①設立年月日 平成19年1月30日 

②主な業務内容 

・子育て支援に関する事業 

・障がい児およびその保護者の交流及び活動拠点提供事業 

・高齢者と児童との交流事業 

・地域の子育て活動拠点の提供事業 

 

3 公募及び選定の概要 

(1) 公募・非公募の別  公募 

(2) 地域要件設定の有無 地域要件未設定 

(3) 応募団体数     2団体 

 

4 募集時点での指定管理料上限額(単年度) 

   25,408千円(消費税及び地方消費税を含む。) 

 

5 選定評価結果(735点満点) 
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団体名 評価点 

特定非営利活動法人 

つどいの広場いいづか 
497点 

A社 416点 
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議案第99号 

 

   指定管理者の指定(サン・アビリティーズいいづか) 

 

 公の施設の指定管理者について、次のとおり指定する。 

 

  令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

1 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  サン・アビリティーズいいづか 

2 指定管理者となる団体 

  飯塚市柏の森956番地4  

  特定非営利活動法人 いいづか障害児者団体協議会 

理事長 吉良 安子 

3 指定管理者に管理を行わせようとする期間 

  令和3年4月1日～令和8年3月31日 

4 選定の方法及び理由 

飯塚市指定管理者選定委員会において、申請団体の提出書類、提案内容を比較

検討し、次に掲げる事項について評価を行い、指定管理者の候補となる団体とし

て選定した。 

(1) 指定管理施設の利用に関し不当な差別的取扱いが行なわれるおそれがない

こと。 

(2) 事業計画が、指定管理施設の設置目的に即した適切なものであること。 

(3) 指定管理施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られ

るものであること。 

(4) 指定管理施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているこ

と。 
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提案理由 

 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244

条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 
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指定管理者指定議案資料 

 

1 施設の概要 

  ①施設名称 サン・アビリティーズいいづか 

  ②所在地  飯塚市柏の森956番地4 

  ③開設時期 昭和58年 

  ④規模構造・施設内容 鉄筋コンクリート造1階建て 

    体育室、プール、事務室、研修室1、研修室2、和室、音楽室、多目的室 

    調理室、障がい者用トイレ、駐車場(一般用、障がい者用、職員用) 

  ⑤業務内容 

    (1) 施設の利用に関する業務 

    (2) 施設及び設備の維持管理等に関する業務 

    (3) 障がい者の教養、文化及びスポーツの振興等に関する業務 

    (4) 障がい者福祉の増進、社会参加促進に関する業務 

(5) 運営会議に関する業務 

    (6) 業務報告等に関する業務 

    (7) 自主事業に関する業務  

 

2 指定管理者となる団体の概要  

  ①設立年月日 平成15年12月2日 

  ②主な提案業務内容及び事業計画  

    (1) 障がい者日常生活訓練 

       障がい者への華道、書道、調理、絵画等の訓練、指導を行い、生活 

       能力の改善と社会参加の促進を図る。 

    (2) スポーツ等に関する事業 

   さわやかスポーツ大会、ふれあい卓球大会、アーチェリー大会等に 

より、障がい者スポーツの振興と障がい者の体力増強、交流、親睦 

を図る。 

    (3) ふれあいスクーリング 

   心身障がい児を対象としたスクーリングを行い、障がい児福祉促進

とボランティアの育成に寄与する。 

    (4) 小型リフト付き車両運行事業 

       移動支援として小型リフト付き車両の運行を行い、障がい者の社会 
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参加促進を図る。 

    (5) 療育キャンプ事業(別途受託事業) 

       知的障がい者とその家族を中心に非日常体験を通して、社会参加や 

自己実現の一助とする。あわせてボランティアの育成に寄与する。 

    (6) ピアカウンセリング事業 

       精神障がい当事者による相談会 

    (7) 障がい者相談会、ふれあい会 

       障がい者や家族の様々な悩み事、相談に応じ、あわせて情報交換や 

相互の親睦交流を図る。 

    (8) 飯塚市意思疎通支援者派遣事業(別途受託事業) 

       手話通訳が必要な者に手話通訳者を派遣する事業 

    (9) 障がい者週間の取組 

       障がい者週間の期間中、障がい者の作品展や作業所などの展示販売、 

「障がいについての講演会」の開催、館内利用者を集めたステージ 

発表などを催し、障がい者や障がいの問題への啓発活動の一助とす 

る。 

    (10) 福祉講座 

       障がい者や障がいに関する問題について、相互理解や知識を深める。 

    (11) パソコン教室 

       障がい者にパソコンの基本的知識を伝え、コミュニケーション能力 

アップや情報収集の一助とする。 

    (12) スポーツ教室 

       障がい者一人ひとりに適したスポーツを通じて、健康増進や交流を 

深める。 

 

3 公募及び選定の概要 

(1)  公募・非公募の別  公募 

(2)  地域要件設定の有無 地域要件未設定 

(3)  応募団体数     1団体 

 

4 募集時点での指定管理料上限額(単年度) 

   21,383千円(消費税及び地方消費税を含む。) 
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5 選定評価結果(700点満点) 

団 体 名 評価点 

特定非営利活動法人 

いいづか障害児者団体協議会 
449点 

   

45



議案第100号  

 

   市道路線の認定 

 

 次のとおり市道路線を認定するものとする。 

 

  令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

提案理由 

 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき市道路線を認定するにあ

たり、同条第2項の規定により議決を求めるものである。 

 

 

市道認定路線明細 

一連 
番号 

路線 
番号 

路線名 起点 終点 
幅員 
(ｍ) 

延長 
(ｍ) 

図面 
番号 

1 15201 大城戸２号線 潤野 309-4 地先 潤野 304-3 地先 6.9 53.6 No.1 

2 15202 西片山線 柏の森 449-13 地先 柏の森 449-20地先  6.3 32.0 No.2 

3 23383 鶯塚線 大分 1543-20 地先 大分 1543-16 地先 5.3 68.4 No.3 

4 33554 枝国・中野３号線 枝国 358-6 地先 枝国 230-2 地先 6.4 86.7 No.4 

5 33555 太郎丸・堀ノ前２号線 太郎丸 480-10 地先 太郎丸 480-8 地先 6.3 73.2 No.5 

6 33556 太郎丸・丈夫田線 太郎丸 1133-3 地先 太郎丸 1135-14 地先 6.3 208.5 No.6 

7 33557 弁分・今丸線 弁分 460-11 地先 弁分 460-14 地先 7.4 35.0 No.7 

8 33558 平恒・葉広４号線 平恒 801-40 地先 平恒 801-34 地先 7.3 34.2 No.8 

        合 計   591.6   
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Ｎｏ．1市道認定路線図

旧潤野小学校

15201 大城戸２号線
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Ｎｏ．2市道認定路線図

15202 西片山線
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Ｎｏ．3市道認定路線図

23383 鶯塚線
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Ｎｏ．4市道認定路線図

33554 枝国・中野３号線
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Ｎｏ．5市道認定路線図

33555 太郎丸・堀ノ前２号線
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Ｎｏ．6市道認定路線図

33556 太郎丸・丈夫田線
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Ｎｏ．7市道認定路線図

33557 弁分・今丸線
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Ｎｏ．8市道認定路線図

33558 平恒・葉広４号線
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議案第101号  

 

   専決処分の承認(令和2年度飯塚市一般会計補正予算(第7号)) 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第2号の規定により、令和2年度飯塚

市一般会計補正予算(第7号)について議決を経なければならないが、特に緊急を要し

たため、同法第179条第1項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第3項の

規定によりこれを報告し、承認を求めるものである。 

 

  令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠    

 

 

専決第20号  

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、特に緊急を要するた

め、次のとおり専決処分する。 

  令和2年7月31日専決 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

   令和2年度飯塚市一般会計補正予算(第7号) 
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認定第1号  

 

   令和元年度飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和元年度飯塚市一

般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

  令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   
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認定第2号  

 

   令和元年度飯塚市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和元年度飯塚市国

民健康保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

る。 

 

  令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   
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認定第3号  

 

   令和元年度飯塚市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和元年度飯塚市介

護保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

  令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   
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認定第4号  

 

   令和元年度飯塚市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和元年度飯塚市後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付

する。 

 

  令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   
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認定第5号  

 

   令和元年度飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認定 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和元年度飯塚市住

宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定

に付する。 

 

  令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   
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認定第6号  

 

   令和元年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計歳入歳出決算の認定 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和元年度飯塚市小

型自動車競走事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定

に付する。 

 

  令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   
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認定第7号  

 

   令和元年度飯塚市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和元年度飯塚市農

業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に

付する。 

 

  令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   
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認定第8号  

 

   令和元年度飯塚市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和元年度飯塚市地

方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に

付する。 

 

  令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   
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認定第9号  

 

   令和元年度飯塚市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和元年度飯塚市駐

車場事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

  令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   
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認定第10号  

 

   令和元年度飯塚市工業用地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和元年度飯塚市工

業用地造成事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に

付する。 

 

  令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   
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認定第11号  

 

   令和元年度飯塚市汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和元年度飯塚市汚

水処理事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

る。 

 

  令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   
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認定第12号  

 

   令和元年度飯塚市学校給食事業特別会計歳入歳出決算の認定 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和元年度飯塚市学

校給食事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

る。 

 

  令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   
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認定第13号  

 

   令和元年度飯塚市水道事業会計決算の認定 

 

 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、令和元年度飯

塚市水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

  令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   
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認定第14号  

 

   令和元年度飯塚市工業用水道事業会計決算の認定 

 

 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、令和元年度飯

塚市工業用水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

  令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   
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認定第15号  

 

   令和元年度飯塚市下水道事業会計決算の認定 

 

 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、令和元年度飯

塚市下水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

  令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   
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認定第16号  

 

   令和元年度飯塚市立病院事業会計決算の認定 

 

 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、令和元年度飯

塚市立病院事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

  令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   
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報告第22号  

 

   専決処分の報告(市営住宅の管理上必要な訴えの提起) 

 

 令和2年8月3日に地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、

市営住宅の管理上必要な訴えの提起について専決処分をしたので、同条第2項の規定

により報告する。 

 

令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

建物明渡等請求事件 

1 事件の概要 

   新弁分住宅居住の1名(33月959,900円滞納）、清水谷第2住宅居住の1名(23月

634,100円滞納）、清水谷住宅居住の1名(27月589,000円滞納）、幸袋池田住宅居

住の1名(32月1,015,100円滞納)の計4名については、長期間市営住宅使用料を滞

納し、催告したにもかかわらず納入せず、また、協議のための呼出しにも応じ

ない。 

   このため、福岡地方裁判所飯塚支部に市営住宅の明渡し等の訴えを提起した

ものである。 

2 被告に対する請求 

  (1) 市営住宅の明渡し 

  (2) 未払市営住宅使用料の支払 

  (3) 賃貸借契約解除の日から明渡しの日までの損害金の支払 

  (4) 訴訟費用(当該裁判に係る諸費用)の支払 
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報告第23号  

 

専決処分の報告(支払督促申立てに対する異議申立て(市営住宅使用料

請求事件)) 

 

 令和2年8月3日に地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、

市営住宅の管理上必要な訴えの提起について専決処分をしたので、同条第2項の規

定により報告する。 

 

令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

市営住宅使用料請求事件 

1 事件の概要及び処理方針 

頴田中央団地住宅居住の1名(21月237,000円滞納)については、長期間市営住宅

使用料を滞納し、催告にもかかわらず一部しか納入せず、また、協議のための呼

出しにも応じない。 

このため、滞納市営住宅使用料の支払を求めて、飯塚簡易裁判所に支払督促の

申立てを行った。 

この支払督促に対し、相手方が督促異議の申立てを行ったため、民事訴訟法

(平成8年法律第109号)第395条の規定により、支払督促の申立ての時に本市が訴

えの提起をしたものとみなされ、訴訟手続に移行したものである。 

2 被告に対する請求 

  (1) 未払市営住宅使用料の支払 

  (2) 訴訟費用(当該裁判に係る諸費用)の支払 
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報告第24号  

 

専決処分の報告(支払督促申立てに対する異議申立て(市営住宅使用料

等請求事件)) 

 

 令和2年8月3日に地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、

市営住宅の管理上必要な訴えの提起について専決処分をしたので、同条第2項の規

定により報告する。 

 

令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

市営住宅使用料等請求事件 

1 事件の概要及び処理方針 

菰田住宅居住の1名(住宅使用料3月73,200円、駐車場使用料107月225,240円滞

納)については、長期間市営住宅使用料等を滞納し、催告にもかかわらず全額納

入せず、また、協議のための呼出しにも応じない。 

このため、滞納市営住宅使用料等の支払を求めて、飯塚簡易裁判所に支払督促

の申立てを行った。 

この支払督促に対し、相手方が督促異議の申立てを行ったため、民事訴訟法

(平成8年法律第109号)第395条の規定により、支払督促の申立ての時に本市が訴

えの提起をしたものとみなされ、訴訟手続に移行したものである。 

2 被告に対する請求 

  (1) 未払市営住宅使用料等の支払 

  (2) 訴訟費用(当該裁判に係る諸費用)の支払 
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報告第25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) 

 

 令和2年8月3日に地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、

市営住宅の管理上必要な和解の申立てについて専決処分をしたので、同条第2項の規

定により報告する。 

 

令和2年9月2日提出 

 

 飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

家賃等請求和解申立事件 

1 事件の概要 

   吉北住宅居住の1名(70月876,900円滞納)、菰田住宅居住の1名(30月1,249,300

円滞納)、新弁分住宅居住の1名(32月806,300円滞納)、黒萩住宅居住の1名(24月

483,200円滞納)、下三緒団地住宅居住の1名(22月187,500円滞納)の計5名につい

ては、市営住宅使用料を滞納し催告したにもかかわらず納入しなかったため、

契約解除を通知したところ、態度を改め和解の意思を示した。 

このため、飯塚簡易裁判所に和解を申し立てたものである。 

2 和解条件 

  (1) 滞納市営住宅使用料を分割し、毎月支払 

  (2) 今後の市営住宅使用料について毎月納期限までに支払 

 (3) 分割納入を2回怠った場合又は市営住宅使用料の支払を通算して3月分以上

怠った場合は、市営住宅を明け渡し、市営住宅使用料(滞納分含む。)全額

を即座に支払 
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報告第26号  

 

   継続費精算報告書の報告(令和元年度 飯塚市一般会計) 

 

 令和元年度飯塚市一般会計継続費の精算を地方自治法施行令(昭和22年政令第16

号)第145条第2項の規定により報告する。 

 

  令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   
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報告第27号  

 

   令和元年度健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の報告 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び

第22条第1項の規定に基づき、令和元年度健全化判断比率及び公営企業の資金不足比

率を別紙監査委員の意見を付けて次のとおり報告する。 

 

  令和2年9月2日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

健全化判断比率 

(単位：％) 

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

令和元年度算定値 － － 5.2 17.3 

早期健全化基準 11.70 16.70 25.0 350.0 

財政再生基準 20.00 30.00 35.0  

※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定

されない場合は「－」で表示 

 

公営企業の資金不足比率 

(単位：％) 

 資金不足比率 

飯塚市水道事業会計 － 

飯塚市工業用水道事業会計 － 

飯塚市立病院事業会計 － 

飯塚市下水道事業会計 － 

飯塚市地方卸売市場事業特別会計 － 

飯塚市農業集落排水事業特別会計 － 

飯塚市工業用地造成事業特別会計 － 

※資金不足額がない場合は「－」で表示 
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