
平成30年第4回市議会（定例会）市長提出予定議案概要

【当初提出分】
議案等番号 件　　　名 概　要 提出部局
議案１０２ 子ども未来部
〔一般〕

議案１０３ 教育部
〔一般〕

交通事故に
よる和解契
約締結の専
決処分につ
いて

交通事故に
よる損害賠
償の専決処
分について

１　事故発生日時
　　　平成３０年７月２８日
　　　午前９時４０分頃
２　事故発生場所
　　　久留米市野中町１０７５番地２（久留米市勤労青少年ホーム敷地
　　内通路）
３　当事者
　　　市　子ども未来部青少年育成課男性職員
　　　乙　久留米市御井町在住の女性
４　事故の状況
　　　職員は、公務により車両を運行中、上記通路を文化センター共同
　　ホール方向から久留米市青少年育成センター方向に直進していたと
　　ころ、乙車両が減速せずに対向直進してくるのを認めたことから市
　　車両を停止させたが、乙車両が停止しきれずそのまま直進してきた
　　ため、乙車両の左前部と市車両の左前部が接触したもの。
５　損害賠償の額
　　　乙は、市に対し乙の過失１００パーセントとして損害賠償金２９
    ５，０００円を支払う。
　　　その内容は、市の車両修繕料２９５，０００円である。
６　損害賠償の方法
　　　一時払
（平成３０年１０月３１日専決処分）

１　事故発生日時
　　　平成２９年６月１３日
　　　午前１０時２８分頃
２　事故発生場所
　　　久留米市南一丁目８番１号西側路上（江戸屋敷南町Ｄ５２号線）
３　当事者
　　　市　教育部教育センター男性職員
　　　乙　久留米市南一丁目在住の女性
４　事故の状況
　　　職員は、公務により車両を運行中、久留米市教育センターの敷地
　　から同敷地西側に接する江戸屋敷南町Ｄ５２号線に徐行しながら進
　　入しようとしたところ、左右の確認が不十分であったため、市車両
　　の右側から直進してきた乙車両の左側方部に市車両の右前部が衝突
　　したもの。
５　損害賠償の額
　　　市は、乙に対し損害賠償金８，３７４，８３４円を支払う。その
　　内容は、乙の損害額８，８１５，６１５円に甲の過失割合９５パー
　　セント（０．９５）を乗じて得た額である。この場合において、乙
　　の請求により自動車損害賠償責任保険等から乙又は医療機関等に対
　　し既に支払われた金員があるときは、当該金員の支払を損害賠償金
　　の内払とみなす。
　　　内訳　治療費　　　　　　　　　　２３５，５７４円
　　　　　　通院費　　　　　　　　　　　１３，０２０円
　　　　　　後遺障害診断書料等　　　　　２７，１９６円
　　　　　　休業損害　　　　　　　１，２５８，０５７円
　　　　　　傷害慰謝料　　　　　　１，１２８，０１７円
　　　　　　後遺障害逸失利益　　　３，２５３，７５１円
　　　　　　後遺障害慰謝料　　　　２，９００，０００円
　　　　　　　小計　　　　　　　　８，８１５，６１５円
　　　　　　乙の過失による差引額　　　４４０，７８１円
　　　　　　　合計　　　　　　　　８，３７４，８３４円
６　損害賠償の方法
　　　一時払
（平成３０年１１月１２日専決処分）
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平成30年第4回市議会（定例会）市長提出予定議案概要

議案１０４ 田主丸総合支所

〔一般〕

議案１０５ 健康福祉部
〔一般〕

自動車破損
事故による
損害賠償の
専決処分に
ついて

交通事故に
よる損害賠
償の専決処
分について

１　事故発生日時
　　　平成３０年８月２３日
　　　午前１０時４９分頃
２　事故発生場所
　　　久留米市田主丸町豊城１８９５番地（マックスバリュ田主丸店駐
　　　車場内）
３　当事者
　　　市　田主丸総合支所産業振興課男性職員
　　　乙　久留米市城島町江上上在住の男性
４　事故の状況　
　　　職員が公務として田主丸花火大会来場者駐車場の整備に使用する
　　資材調達の職務に従事していた際、上記駐車場において市車両を後
　　進により駐車枠内に駐車させた後、運転席側のドアを開けた状態で
　　市車両を運転するために差し込んでいた鍵を引き抜こうとしていた
　　ところ、風にあおられた同ドアが市車両の右側に駐車していた乙車
　　両（無人）の右後部ドアに接触したもの。
５　損害賠償の額
　　　市は、乙に対し市の過失１００パーセントとして損害賠償金９８，
　　０００円を支払う。
　　  その内容は、下記内訳に記載する乙の損害計９８，０００円であ
　　る。
　　　内訳　車両修繕料　６７，０００円
　　　　　　代車料　　　３１，０００円
　　　　　　　計　　　　９８，０００円
６　損害賠償の方法
　　　一時払
（平成３０年１１月１２日専決処分）

１　事故発生日時
　　  平成３０年４月１０日
　　  午後０時１５分頃
２　事故発生場所
　　　福岡市博多区立花寺一丁目９番３１号（博多ラーメンセンター源
　　龍駐車場内）
３　当事者
　　  市　健康福祉部障害者福祉課男性職員
　　  乙　（車両所有者）福岡市城南区梅林四丁目の法人
　　  丙　（運転者）那珂川市王塚台一丁目在住の男性
４　事故の状況
　　　職員は、公務により古賀市に旅行した際に、復路の途中で昼食をと
　　るために立ち寄った上記駐車場において、駐車区画に対して市車両を
    前進させ駐車を試みたが、当該駐車枠内に市車両が納まらないと判断
    し、ハンドルを右に切りながら市車両を後進させたところ、市車両の
    後方に停車していた乙車両の右側方部に市車両の左後部が接触したも
    の。
５　損害賠償の額
  (1)　乙に対する損害の賠償
    物的損害
　    市は、乙に対し市の過失１００パーセントとして損害賠償金３３
　　３，６００円を支払う。
　　その内容は、下記内訳に記載する乙の損害計３３３，６００円である。
　　内訳  車両修繕料　１５９，７２０円
　　　　　代車料　　　１７３，８８０円
　　　　　　計　　　　３３３，６００円
  (2)　丙に対する損害の賠償
    人的損害
       市は、丙に対し市の過失１００パーセントとして損害賠償金１，１
     ２７，７９７円を支払う。
       その内容は、下記内訳に記載する丙の損害計１，１２７，７９７円
     である。この場合において、丙の請求により自動車損害賠償責任保険
     から丙又は医療機関等に対し既に支払われた金員があるときは、当該
     金員の支払を損害賠償金の内払とみなす。
　   内訳　治療費　　 　５２０，７９８円
           交通費　　　 　  ６，６６６円
           休業損害　   　１２，３３３円
           慰謝料　　 　５８８，０００円
　　 　　    計　　 １，１２７，７９７円
６　損害賠償の方法
       一時払
（平成３０年１１月１２日専決処分）
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平成30年第4回市議会（定例会）市長提出予定議案概要

議案１０６ 都市建設部
〔一般〕

議案１０７ 　（別に記載するとおり） 総合政策部
〔予算〕

議案１０８ 　（別に記載するとおり） 総合政策部
〔予算〕

議案１０９ 　（別に記載するとおり） 総合政策部
〔予算〕

議案１１０ 総合政策部
〔一般〕

議案１１１ 総務部
〔一般〕

久留米広域
市町村圏事
務組合の共
同処理する
事務の変更
及び久留米
広域市町村
圏事務組合
規約の変更
について

久留米市民
交流セン
ターの指定
管理者の指
定について

交通事故に
よる損害賠
償の専決処
分について

平成３０年
度久留米市
特定地域生
活排水処理
事業特別会
計補正予算
（第１号）

平成３０年
度久留米市
介護保険事
業特別会計
補正予算
（第１号）

平成３０年
度久留米市
一般会計補
正予算（第
１号）

　大川市の消防（消防団及び消防水利に関する事務を除く。）に関する事務
を久留米広域市町村圏事務組合が処理するため、同組合において共同処理す
る事務を変更し、及び同組合の規約を変更することに関し地方自治法（昭和
２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により関係市町と協議するこ
とについて、同法第２９０条の規定により市議会の議決を求めるもの。
＜主な内容＞
　平成３１年４月１日から久留米市広域圏市町村圏事務組合において共同処
理する事務に、大川市の消防（消防団及び消防水利に関する事務を除く。）
に関する事務を加えるもの。

１　事故発生日時
　　　平成３０年５月２３日
　　　午後４時３０分頃
２　事故発生場所
　　　久留米市中央町１８番地１９南西側横断歩道
３　当事者
　　　市　都市建設部公園土木管理事務所男性嘱託職員
　　　乙　久留米市瀬下町在住の女性職員
４　事故の状況
　　　職員は、公務により車両を運行中、中央Ａ２２７号線を北から南
　　に進行し、同市道と県道一丁田久留米停車場線が交差する交差点を
　　左折するため、同交差点手前の上記横断歩道に差し掛かったところ
　　、前方の確認が不十分であったため、市車両の左前部が優先道路で
　　ある同県道を東から西へ直進してきた乙車両の右側方部に接触した
　　もの。
５　損害賠償の額
　(1)　人的損害
　　　市は、乙に対し損害賠償金５５８，５８０円を支払う。
　　　その内容は、下記内訳に記載する乙の損害計５５８，５８０円で
　　ある。この場合において、乙の請求により自動車損害賠償責任保険
　　から乙又は医療機関等に対し既に支払われた金員があるときは、当
　　該金員の支払を損害賠償金の内払とみなす。
　　　　内訳　治療費　　２２０，１８０円
　　　　　　　休業損害　１３６，８００円
　　　　　　　慰謝料　　２０１，６００円
　　　　　　　　計　　　５５８，５８０円
　(2)　物的損害
　　　市は、乙に対し損害賠償金２１，６００円を支払う。
　　　その内容は、乙の自転車修繕料２４，０００円に甲の過失割合９
　　０パーセント（０．９）を乗じて得た額である。
６　損害賠償の方法
　　　一時払
（平成３０年１１月１２日専決処分）

１　指定管理者に管理を行わせる公の施設
　　　久留米市民交流センター
２　指定管理者に指定する者
　　　久留米市野中町１０１５番地
　　　　公益財団法人久留米文化振興会
３　指定する期間
　　　平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで
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平成30年第4回市議会（定例会）市長提出予定議案概要

議案１１２ 協働推進部
〔一般〕

議案１１３ 協働推進部
〔一般〕

議案１１４ 健康福祉部
〔一般〕

議案１１５ 農政部
〔一般〕

議案１１６ 商工観光労働部
〔一般〕

議案１１７ 都市建設部
〔一般〕

交通事故に
よる和解契
約締結につ
いて

久留米市教
育集会所の
指定管理者
の指定につ
いて

久留米市田
主丸ふるさ
と会館の指
定管理者の
指定につい
て

訴えの提起
について

久留米市市
民活動サ
ポートセン
ターの指定
管理者の指
定について

久留米ふれ
あい農業公
園の指定管
理者の指定
について

１　指定管理者に管理を行わせる公の施設
　　　久留米市市民活動サポートセンター
２　指定管理者に指定する者
　　　久留米市東櫛･･原町１０８９番地
　　　　久留米ガス株式会社・くるめ協働ＣＡＳＥ ＰＪ共同体
　　　代表者
　　　　久留米市東櫛･･原町１０８９番地
　　　　　久留米ガス株式会社
　　　構成員
　　　　久留米市六ツ門町１７番地１
　　　　　くるめ協働ＣＡＳＥ ＰＪ
３　指定する期間
　　　平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

１　指定管理者に管理を行わせる公の施設
　(1)　久留米市国分教育集会所
　(2)　久留米市草野教育集会所
　(3)　久留米市梅満教育集会所
　(4)　久留米市善導寺教育集会所
　(5)　久留米市西町教育集会所
　(6)　久留米市水分教育集会所
　(7)　久留米市牧教育集会所
　(8)　久留米市北野教育集会所
２　指定管理者に指定する者
　　　久留米市草野町吉木１２３１番地２
　　　　久留米市教育集会所運営委員会連絡協議会
３　指定する期間
　　　平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

１　事故発生日時
　　　平成３０年９月７日
　　　午後４時４２分頃
２　事故発生場所
　　　久留米市大善寺町宮本３４２番地４北側交差点
３　当事者
　　　市　健康福祉部保健所地域保健課女性職員
　　　乙　久留米市安武町安武本在住の女性
４　事故の状況
　　　職員は、公務により車両を運行中、主要地方道久留米柳川線を北
    から南に向かって進行し、上記交差点に差し掛かったところ、優先
    道路でない東西道路の東側から上記交差点に進入しようとしていた
    乙車両を認めたため、減速を開始したが、乙車両が市車両の前方を
    塞ぐ形で道路を横断しようとしたため、乙車両と市車両の左前部及
    び左側面が接触したもの。
５　損害賠償の額
　　  乙は、市に対し損害賠償金６７，８２４円を支払う。
　　  その内容は、本件交通事故による損害額を市の車両修繕料９６，
　  ８９２円のみであると認定した上で、当該損害額に乙の過失割合７
　  ０パーセント（０．７）を乗じて得た額である。
６　損害賠償の方法
　　　一時払

１　指定管理者に管理を行わせる公の施設
　　　久留米ふれあい農業公園
２　指定管理者に指定する者
　　　久留米市山本町耳納１８７５番地１
　　　　一般財団法人久留米市みどりの里づくり推進機構
３　指定する期間
　　　平成３１年４月１日から平成３５年３月３１日まで

１　指定管理者に管理を行わせる公の施設
　　　久留米市田主丸ふるさと会館
２　指定管理者に指定する者
　　　久留米市六ツ門町３番地１１
　　　　公益財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会
３　指定する期間
      平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

  市営住宅の家賃を滞納している者４人に対し、市営住宅の明渡し請求及び
滞納家賃等支払請求の訴えを提起するもの。
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平成30年第4回市議会（定例会）市長提出予定議案概要

議案１１８ 都市建設部
〔一般〕

議案１１９ 都市建設部
〔一般〕

議案１２０ 都市建設部
〔一般〕

議案１２１ 総務部
〔条例〕

議案１２２ 総務部
〔条例〕

議案１２３ 総務部
〔条例〕

久留米市手
数料条例の
一部を改正
する条例

長門石橋取
付高架橋耐
震補強（２
期）工事請
負契約締結
について

久留米市附
属機関の設
置に関する
条例の一部
を改正する
条例

市道路線の
廃止につい
て

市道路線の
認定につい
て

久留米市職
員給与条例
等の一部を
改正する条
例

　１０町内の市道路線（１６路線）を認定するもの
（１０町　梅満町、高良内町、国分町、東合川九丁目、山川神代二丁目、山
川神代三丁目、山川野口町、北野町千代島、北野町高良、田主丸町益生田）

１　工事の場所
　　久留米市京町
２　工事の概要
　(1)　橋脚耐震補強工（Ｐ３橋脚・Ｐ４橋脚）　　一式
　(2)　階段工　　　　　　　　　　　　　　　 　 一式
　(3)　階段撤去工　　　　　　　　　　 　　     一式
　(4)　防護柵工　　　　　　　　　　　　　      一式
　(5)　工場製作工（階段）　　　　　　　　　    一式
３　工期　　契約締結の日の翌日から起算して３３０日間
４　契約金額
　　　３億５６４万円
　　　（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額２，２６４万円）
５　契約の相手方　
　　　福岡市博多区博多駅南１丁目１４番８号
　　　　　　　淺沼・九州環境・永幸特定建設工事共同企業体
代表者　福岡市博多区博多駅南１丁目１４番８号
　　　　　　　株式会社淺沼組九州支店
構成員　久留米市津福本町１６４９番地の５１
　　　　　　　九州環境建設株式会社
構成員　久留米市藤山町１番地の１
　　　　　　　株式会社永幸建設

　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
（平成２９年国土交通省令第６３号）の一部改正等により、住宅確保要配慮
者円滑入居賃貸住宅の登録の申請に対する審査事務が大幅に簡素化されたこ
とに伴い、同事務に係る手数料を廃止するため、条例の一部を改正しようと
するもの。
〈主な内容〉
　住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録の申請に対する審査事務手数料
を廃止するもの。
（施行日：平成３１年１月１日）

　市長等及び職員の給与を改定し、並びに災害応急対策等により本市に派遣
された他の地方公共団体等の職員に対して支給する災害派遣手当を定めるた
め、条例の一部を改正しようとするもの。
＜主な内容＞
①久留米市職員給与条例の一部改正
　・職員の勤勉手当の引き上げ（0.05月分）
　・給料表の水準の引き上げ（400円～1,500円）
  ・宿日直手当の支給上限引き上げ（4,200円→4,400円）
　・災害派遣手当の整備　（１日につき3,970円～6,620円）
②久留米市市長及び副市長給与条例の一部改正
　・期末手当の引き上げ（0.05月分）
③久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改
正
　・期末手当の引き上げ（0.05月分）
　・給料表の水準の引き上げ（1,000円）
（施行日：平成３０年１２月２５日、一部平成３１年４月１日）

　久留米市民会館跡地の活用その他必要な事項について調査審議する久留米
市民会館跡地活用等検討委員会を設置するため、条例の一部を改正しようと
するもの。
〈主な内容〉
　久留米市民会館跡地活用等検討委員会を設置する規定を整備するもの。
（施行日：公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定め
る日）

４町内の市道路線（４路線）を廃止するもの
（４町　高良内町、東合川九丁目、山川神代三丁目、山川野口町）
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議案１２４ 市民文化部
〔条例〕

議案１２５ 市民文化部
〔条例〕

【追加提出分】
議案等番号 件　　　名 概　要 提出部局
議案１２６ 総務部
〔人事〕

議案１２７ 市民文化部
〔人事〕

久留米市生
涯学習セン
ター条例及
び久留米市
体育施設条
例の一部を
改正する条
例

久留米市固
定資産評価
審査委員会
委員の選任
について

久留米市公
平委員会委
員の選任に
ついて

久留米市体
育施設条例
の一部を改
正する条例

大石　惠美子氏及び髙山　芳男氏の任期満了による。
（任期：平成30年12月31日）

　勤労青少年ホームの用途を生涯学習センター又は体育施設に変更するた
め、条例の一部を改正しようとするもの。
〈主な内容〉
①久留米市勤労青少年ホームの用途を生涯学習センターへ変更
　　（名  称）　久留米市野中生涯学習センター
　　（位  置）　久留米市野中町1075番地2
　　（運  営）　指定管理者による運営　
　　（休館日）    (1)　第１月曜日及び第３月曜日
                  (2)　国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１
                    ７８号）に規定する休日
                  (3)　１２月２９日から翌年の１月３日までの日

　　（開館時間）  (1)　９時から２１時まで。ただし、日曜日について
                    は、９時から１７時までとする。
                  (2)　宿泊については、１６時から翌日１０時まで。

②久留米市田主丸勤労青少年ホームの用途を体育施設へ変更
　　（名  称）　久留米市田主丸アリーナ
　　（位  置）　久留米市田主丸町常盤1111番地1
　　（運  営）　直営　
　　（休館日）　  (1)　第３日曜日
　　　　　　　  　(2)　月曜日（第３日曜日の翌日を除く。）
　　　　　　  　　(3)　国民の祝日に関する法律に規定する休日
　　　　　　　  　(4)　年末年始（１２月２８日から１２月３１日まで
　　　　　　　　　  の日及び１月２日から１月４日までの日）

　　（開館時間）　(1)　６月から９月までは、９時から２２時まで
　　　　　　　　　(2)　１０月から５月までは、９時から２１時３０分
　　　　　　　　　　まで
　　　　　　　　　(3)　前２号の規定にかかわらず、日曜日については
　　　　　　　　　　９時から１７時まで

（施行日）平成３１年４月１日

　久留米市柳瀬サッカーコートを廃止し、及び久留米市野球場のスコアボー
ドの使用料を改定するため、条例の一部を改正しようとするもの。
〈主な内容〉
①柳瀬サッカーコート（久留米市田主丸町八幡329番地1）の廃止
②久留米市野球場（久留米市合川町2299番地1）のスコアボードの使用料の改
定
　現行　６１０円　→　改定後　９９０円　　　（３０分あたりの金額）
（施行日）　①平成３１年１月１日
　　　　　　②平成３１年４月１日

塙　信一氏の任期満了による。
（任期：平成30年12月31日）
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