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久留米市市民センター多目的棟指定管理者募集要項 

 
 はじめに  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）及び久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続

等に関する条例（平成１６年条例第２４号）に基づき、公の施設である久留米市市民センタ

ー多目的棟である筑邦市民センター多目的棟、耳納市民センター多目的棟（以下「施設」と

いう。）の管理運営を一括して指定管理者に行わせるため、下記のとおり指定管理者の募集を

行います。 

 

記 

 

１ 対象施設の概要 

（１）筑邦市民センター多目的棟 

・名  称   筑邦市民センター多目的棟 

・場  所   久留米市大善寺町宮本１６５－６ 

・設置目的   市民の文化の向上、余暇の活用、学習活動の支援及び交流活動の推進を

図り、もって豊かな市民生活を実現することを目的とする。 

・建物概要   鉄骨・鉄筋コンクリート造２階建 

         建築面積１，０８１㎡  延床面積１，６４１㎡ 

         開館日 平成１１年５月２３日 

・施設概要 

 名称 主な設備 収容人員 

ホール（４５６㎡） 
ホール、移動観覧席(２６４席)、ステージ、音響・

照明設備 【バドミントン２面、卓球４台】 
３００名 

図書室（３１２㎡） 蔵書約４万冊、利用者端末、幼児コーナー － 

事務室（５６㎡） 集中制御盤、閉書架、モニターＴＶ － 

１

階 

エントランスホール

（１５０㎡） 
ソファー、展示ケース等 － 

会議室Ａ（４７㎡） 音響設備、ビデオプロジェクター、机、椅子 １８名 

会議室Ｂ（４７㎡） 机、椅子 １８名 

トレーニング室 

（７４㎡） 

ランニングマシン、エアロバイクなど、トレーニ

ング機器 
－ 

団体活動室（３８㎡） 机、椅子、作業台、高速印刷機等 １５名 

控室（１８㎡） 姿見 ８名 

更衣室（２５㎡） シャワーユニット男女各２、コインロッカー ― 

２

階 

交流サロン（７３㎡） ソファー、椅子、テーブル － 
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親子観覧席（２１㎡） 固定席、ベビーベッド ５×２名  

調整室（１５㎡） 音響操作卓、照明操作卓、音響・照明機材 － 

（２）耳納市民センター多目的棟 

・名  称   耳納市民センター多目的棟 

・場  所   久留米市善導寺町飯田２０２－１ 

・設置目的   市民の文化の向上、余暇の活用、学習活動の支援及び交流活動の推進を

図り、もって豊かな市民生活を実現することを目的とする。 

・建物概要   鉄骨・鉄筋コンクリート造２階建 

         建築面積１，２１７㎡  延床面積１，６２３㎡ 

         開館日 平成１３年５月２６日 

・施設概要    

 名称 主な設備 収容人員 

ホール（５１０㎡） 

移動観覧席(２５２席)、折りたたみ椅子（４８脚）

移動折りたたみステージ、音響・照明設備 

【バドミントン３面、卓球６台、ソフトバレー３

面、バレーボール（９人制男子）１面、バスケ

ット（中学生）１面】 

３００名 

図書室（３１２㎡） 蔵書約４万冊、利用者端末、幼児コーナー － 

事務室（５６㎡） 集中制御盤、閉書架、モニターＴＶ － 

１

階 

エントランスホール

（８０㎡） 
ソファー、展示ケース等 － 

会議室（４０㎡） 机、椅子 ２０名 

トレーニング室 

（８３㎡） 

ランニングマシン、エアロバイクなど、トレーニ

ング機器 
－ 

団体活動室（４０㎡） 机、椅子、作業台、高速印刷機等 １４名 

更衣室（２５㎡） シャワーユニット男女各２、コインロッカー ― 

交流サロン（７３㎡） ソファー、椅子、テーブル － 

２

階 

空調調整室（３１㎡）  － 

 

２ 申込資格 

（１）法人その他の団体（共同企業体を含む。以下「団体等」という。）であること。 

（２）久留米市内に、意思決定を行うことができる機関（事務所又は事業所）があること。

（非法人の場合は、代表者の住所が市内にあることでも可。） 

（３）団体等又はその代表者が次の者に該当しないこと。 

  ア 法律行為を行う能力を有しない者 

  イ 破産者で復権を得ない者 

  ウ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により、久留米市における一般競争
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入札等の参加を制限されている者 

  エ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による久留米市又は久留米市以外の地方

公共団体において、指定管理者の指定の取り消しを受けたことがある者 

  オ 税（国税及び地方税）を滞納している団体等 

  カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規定

する暴力団又は暴力団員若しくはそれらと密接な関係を有するもの。 

（４）グループによる応募 

  ア 複数の団体等により構成されたグループ（共同企業体等の連合体）により応募する

ことができます。ただし、単独で応募した団体等は、グループによる応募の構成団体

となることができません。 

また、同時に複数のグループの構成団体となることはできません。 

  イ グループで応募する場合は、代表団体を定めてください。 

  ウ グループで応募する場合は、代表団体については（２）及び（３）、構成団体につい

ては（３）の資格が必要となります。 

（５）現地説明会には、必ず出席しておくこと。 

 

３ 申込書類（原則、サイズはＡ４で統一してください。） 

（１）指定管理者指定申請書（第１号様式） 

  ※グループで応募する場合、指定管理者指定申請書（第１号様式）とグループ応募構成

書（第１号様式の２） 

（２）申込資格を有していることを証する書類 

申込資格 書類の内容 

法人の場合 ・法人登記簿の謄本（平成 26 年 7 月１日以降の交付のもの） ２（１）、 

２（２） 非法人の場合 ・団体の規約及び構成員名簿 

法人の場合 不要 ２（３）

ア及びイ 非法人の場合 ・代表者の身分証明書（平成 26年 7月１日以降の交付のもの） 

２（３）ウ・エ・カ ・２（３）ウ・エ・カに該当しない旨の申立書（第 2号様式） 

納税義務が 

ある場合 

 

①久留米市税：納税証明書（指名願い用：滞納なし証明） 

②国税、都道府県税、久留米市以外の市町村税：未納がない

旨がわかる納税証明書 

（①、②ともに、平成 26 年 7 月１日以降に交付されたもの。） 

【対象税：法人税、消費税・地方消費税、所得税、法人事業

税、法人市民税、市県民税、固定資産税、自動車税、軽自

動車税及び事業所税】 

２（３）

オ 

納税義務が 

ない場合 

その旨を記載した申立書（第 2号様式） 

※グループで応募する場合、該当する書類について構成団体分も提出してください。 
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（３）事業計画書（以下の点について盛り込んだものを作成すること。）（第３号様式） 

  ア 利用の公平・公正の確保について 

  イ 施設の効用の最大化について（管理運営方針、利用促進の方策） 

  ウ サービス向上について（サービス向上の工夫、利用者ニーズの把握、苦情の対応） 

  エ 経費節減について 

オ 安定した施設管理について（類似業務の実績、組織体制、職員の配置計画・採用計

画・研修計画、安全管理対策、個人情報保護の対応等） 

カ 地域経済活性化の寄与策について 

（４）管理に係る収支計画書（第４号様式）※消費税率８％で見込み、作成のこと 

  ア 平成２７年度から平成３１年度までの年度毎の収支計画 

  イ 収入については、指定管理料、利用料金、その他事業収入等を計上してください。

（利用料金、その他事業収入については、積算根拠を明記してください。なお、条例、

規則等に定める利用料金の額は税込金額です。） 

（５）団体等の経営状況を説明する書類 

  ア 前事業年度の収支（損益）計算書又はこれらに相当する書類 

  イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類（作成しているも

ののみ） 

 ウ 現事業年度若しくは翌事業年度の収支計算書又はこれらに相当する書類 

※グループで応募する場合、該当する書類について構成団体分も提出してください。 

（６）団体等の活動内容等を記載した書類 

  ア 定款若しくは寄附行為又はこれらに相当する書類 

  イ 事業報告書又はこれに相当する書類 

  ウ 役員名簿（氏名、読み仮名、生年月日及び性別が記載されたもの）及び組織に関す

る事項について記載した書類 

  エ 類似の事業（官公庁から委託を受けた事業等）の活動実績に関する書類 

※ グループで応募する場合、該当する書類について構成団体分も提出してください。 

 

４ 選定基準 

 指定管理者候補者の選定は、以下の選定基準（配点）に基づく総合点数方式により行いま

す。なお、（  ）内の点数は、委員１人あたりの持ち点（１００点）の内訳です。 

（１）住民の利用に関し、公平性を確保することができるものであること（２０点） 

  ア 市民センター多目的棟の設置目的に基づいた運営方針が示されているか 

  イ 利用者の公平・公正を確保するための考え方が具体的に示されているか 

ウ 個人情報及び情報公開への措置は適切か 

（２）事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること（２４点） 

  ア 施設の利用促進策に具体性があるか 

  イ 利用者のサービス向上のための工夫が有効かつ具体的な内容となっているか 

  ウ 利用者の苦情等に対して適切な対応がなされるか 
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（３）事業計画書の内容が、施設の管理・運営費用の縮減が図られるものであること（１６

点） 

  ア 久留米市が支払うべき指定管理料が必要最小限におさえられているか 

  イ 効率的運営のための具体的な計画や工夫が提案されているか 

（４）事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有

するものであること（２４点） 

  ア 類似業務の実績はあるか 

  イ 管理を安定して行うことが可能な職員配置計画となっているか 

  ウ 配置職員の勤務形態及び勤務条件は適正か 

  エ 職員を確実に確保できる採用計画となっているか 

  オ 配置職員の人材育成・研修計画が適切か 

  カ 非常事態に対応し得る防災・安全管理計画となっているか 

（５）地域経済の活性化に寄与することが認められるものであること（１６点） 

  ア 地域経済活性化につながる施設の管理運営方法となっているか 

  イ 地域経済活性化につながる人材活用について配慮しているか 

 

５ 管理の基準（多目的棟の適正管理の観点から必要不可欠である業務運営の基本的事項） 

（１）開館時間及び休館日 

ア 開館時間 

施設名 開館時間 

多目的ホール、会議

室、トレーニング室、

団体活動室 

午前９時３０分から午後９時３０分まで 

図書室 

午前１０時から午後８時まで。ただし、土曜日、日曜日及び

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規

定する休日については、午前１０時から午後６時まで。 

 

イ 休館日 

施設名 休館日 

多目的ホール、会議

室、トレーニング室、

団体活動室 

①月曜日 

②年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日までの日） 

図書室 

①月曜日、②年末年始（１２月２８日から翌年の１月４日ま

での日）、③館内整理日(毎月第４木曜日)、④特別整理期間（例

年３月２週間程度／中央図書館の指示に従う） 

※指定管理者が特に必要があると認めるときは、久留米市と協議のうえ休館日を変更し、

又は臨時に休館日を定めることができます。（例：施設改修時等） 
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※また、久留米市が特に必要と判断する際は、休館日の開館（特別開館）をお願いするこ

とがあります。 

（２）市民センター多目的棟の使用の許可について 

  ア 施設のうち、その使用について有料のもの（ホール、会議室、トレーニングルーム）

の使用の許可は、久留米市市民センター多目的棟条例（平成１１年条例第７号。以下

「条例」といいます。）、久留米市市民センター多目的棟条例施行規則（平成１１年規

則第３１号。以下「規則」といいます。）等に定めるところにより行うものとします。 

  イ 団体活動室（無料施設）の使用の許可は、久留米市市民センター多目的棟市民団体

活動室要綱等に定めるところにより行うものとします。 

（３）使用の制限に関する事項 

  ア 施設（図書室を除く）を使用しようとする者が条例第１０条第２項各号のいずれか

に該当するときには、使用を許可しないこととします。 

  イ 使用者が条例第１３条各号のいずれかに該当するときには、使用の許可を取り消し、

又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができます。 

  ウ 条例第１９条各号のいずれかに該当する者に対して入館を禁じ、又は退館を命ずる

ことができます。 

（４）久留米市個人情報保護条例の適用について 

 指定管理者は施設の管理を行うにあたって保有する個人情報の取扱いに関して、久留米

市個人情報保護条例（平成３年条例第１７号）第２６条の規定に基づき、適正に維持管理

を行うものとします。 

（５）久留米市情報公開条例の適用について 

  指定管理者は情報公開に関して久留米市情報公開条例（平成１３年久留米市条例第２４

号）第３１条第２項の規定に基づき、保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ず

るよう努めるものとします。 

（６）久留米市行政手続条例の適用について 

  指定管理者は久留米市行政手続条例（平成８年条例第２４号）における「行政庁」に該

当するため、使用承認等は同条例の定めに従って行うこととなります。 

（７）環境への配慮について 

  管理業務を行うにあたっては、次のような環境への配慮に留意してください。 

  ア 電気・水道等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

  イ ごみ減量・リサイクルに努めること。 

  ウ 清掃に使用する洗剤等は、環境に配慮したものを使用し、極力節約に努めること。 

  エ 管理業務の履行において使用する物品等は、極力環境に配慮したものを使用するこ

と。 

（８）その他 

  ア 管理業務を行うにあたっては、関係法令、条例、規則等の規定を遵守して下さい。 

  イ 指定管理者は、施設の管理に関する業務を一括して第三者に委託（再委託）し、又

は請け負わせてはなりません。ただし、清掃、警備等の管理運営業務の目的を損なわ
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ない業務についてはこの限りではありません。なお、このような業務の再委託を行う

場合は、久留米市の承認が必要となります。 

  ウ 管理業務を行うにあたり、再委託、物品の調達を行う場合は、久留米市内の企業等

の積極的な活用に努めてください。 

 

６ 業務内容 

 指定管理者の行う業務は下記のとおりとし、業務の具体的な内容は、別紙「久留米市市民

センター多目的棟指定管理者業務仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおりとします。 

（１）施設の維持管理に関する業務 

（２）施設の使用許可等に関する業務 

（３）上記業務に付随する業務 

（４）図書室の運営に関する業務 

 

７ 利用料金等に関する事項 

施設の管理運営にあたっては、地方自治法第２４４条の２の規定に基づく「利用料金制」

を適用します。よって、指定管理者は管理運営に係る収支について、一定の責任を負うこと

になり、施設の利用を促進し収入の確保を図る必要があります。 

 

８ 利用料金の減免等について 

指定管理者は、条例第１６条および第１７条により、利用料金減免および利用料金還付が

申請された場合は、利用料金の減免および還付を行わなければならないものとします。 

なお、久留米市による減免相当分の補填は行いません。 

 

９ 損害賠償について 

久留米市に施設設置者として瑕疵があった場合は、久留米市が損害賠償責任を負うこと

となります。一方で、その損害が管理者の責任に起因したものについては、指定管理者が

久留米市または第三者に対してその損害賠償責任を負うことになりますので、指定管理者

の負担により損害賠償保険に加入しなければならないものとします。 

  なお、火災保険については久留米市が加入します。 

 

10 管理運営に要する経費 

（１）管理経費の支払いについて 

  施設の管理運営に関する経費のうち、水道・下水道使用料及び電気使用料を除く一切の

費用（指定管理者の交代に伴う引継ぎ、研修等の実施を含む。）は、久留米市が支払う指定

管理料及び利用料金をもって充てるものとします。毎年度の指定管理料の金額は、それぞ

れの年度協定で定めることとし、支払方法については、同協定で定めるところにより、分

割払い（月払い）とします。（詳細は協定にて定めます。） 

  なお、施設に係る指定管理料の債務負担行為は、平成２７年度から平成３１年度までの
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５年間で限度額が２８４，７４０千円（消費税及び地方消費税含む）となっていますので

参考にしてください。 

（２）修繕・改修等 

  管理施設の修繕等については、原則として１件（合理的な理由のある工事単位）につき

１０万円（消費税及び地方消費税含む。）以上のものについては、久留米市の費用と責任に

おいて実施するものとし、１件につき１０万円（消費税及び地方消費税含む。）未満のもの

については、指定管理者の費用と責任において実施するものとします。 

（３）備品等 

  ア 久留米市が備え付ける備品は、貸与品リスト（仕様書の別紙２）で定めるとおりと

し、指定管理者に無償で貸与します。また、経年劣化等による備品の更新は、久留米

市が利用状況や予算状況を勘案して行います。 

    指定管理者の責任により滅失、又は毀損した備品の補充については、指定管理者が

負担することとします。この場合、当該備品は久留米市に帰属するものとします。 

  イ 貸与品リスト（仕様書の別紙２）に記載されている備品以外の物品で指定管理者が

必要とするもの、事務用品及び消耗品（蛍光灯等）は、指定管理者の負担で調達して

いただきます。調達した物品は、指定管理者に帰属するものとします。 

    ただし、指定期間満了時において使用途中の物品等は、施設が継続的かつ円滑な運

営を行うために必要であるため、次期指定管理者に引き継いでいただきます。  

（４）電話、ＦＡＸ、インターネット通信費（プロバイダー料含む）、郵便料金の経費は指定

管理者の負担とします。 

（５）水道・下水道使用料及び電気使用料は久留米市の負担とします。ガス使用料は指定管

理者の負担とします。ただし、水道及び電気については、子メーターを設置しますので、

子メーターの数字（使用量）の記録を指定管理者にお願いすることとします。 

（６）事故・火災等 

  ア 施設そのものの欠陥や地震等の天災により事故・火災等が発生した場合は、当該事

故等の処理に要する費用については、久留米市の負担とします。 

  イ 指定管理者の故意又は過失により、久留米市又は第三者に損害を与えた場合は、そ

の賠償費用は、指定管理者の負担とします。 

  ウ 指定期間中の金利変動、税制改正その他の法令改正等に伴う経費の増加等は、指定

管理者の負担とします。 

  エ 特別な要因により指定期間内に管理運営業務に大きな影響を及ぼす材料の日本国内

における価格に著しい変動を生じ、指定管理料が不適当となったときは、その変更を

請求することができます。 

（７）行政財産の目的外使用について 

久留米市は、施設の設置目的を損なわないことを条件に、行政財産（施設）の目的外使

用について許可を与えることができます。 
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（８）税について 

  指定管理者は、会社等の法人に係る市民税及び事業所税、指定管理者が設置した償却資

産に係る固定資産税等の納税義務者となる場合があります。詳しくは、会社等の法人に係

る市民税及び事業所税については久留米市市民文化部市民税課に、償却資産に係る固定資

産税については久留米市市民文化部資産税課にお問い合わせください。 

  なお、国税については税務署に、県税については県税事務所にお問い合わせください。 

（９）コピー機は、指定管理者において設置してください。 

（10）その他の事項については、別に締結する協定に定めるところによります。 

 

11 指定期間 

 平成 27 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日までとします。 

 

12 申込方法・スケジュール 

（１）募集要項の配布 

ア 配布期間：平成 26 年７月 1 日（火）から平成 26 年７月 15 日（火）まで 

 

（２）現地説明会【応募される団体等は必ず参加してください】 

  ア 日  時：平成 26 年７月 18 日（金）午前 10 時から 

  イ 場  所：午前 10 時～：久留米市大善寺町宮本１６５－６ 

（施設名）筑邦市民センター多目的棟 ２階会議室 

         午後２時～：久留米市善導寺町飯田２０２－１ 

（施設名）耳納市民センター多目的棟 ２階会議室 

  

※ 予約制としますので、平成 26 年７月 15 日（火）午後５時 15 分までに、電話または

ＦＡＸにより、高牟礼市民センターの担当者まで連絡してください。参加人数は、各団

体等で２名以内（グループで応募する場合は、各構成団体につき２名以内）とします。 

 

※ 説明会は筑邦（午前）、耳納（午後）の両方ともに出席をお願いします。 

なお、午前、午後の会場移動は、各自でお願いします。 

 

（３）質問の受付及び回答 

  ア 受付期間： 

平成 26 年７月 18（金）から平成 26 年７月 25（金）まで（必着） 

    質問書（第 5号様式）に要旨を簡潔にまとめ、持参、郵送、電子メール又はＦＡＸ

により、高牟礼市民センターまで送付してください。電話による質問受付は行いませ

ん。 

 イ 受付時間：午前８時 30 分から午後５時 15 分まで 
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ウ 回答：平成 26 年８月５日（火）までに、質問者のほか現場説明会に参加した団体

等あてに、郵送、電子メール又はＦＡＸにより回答します。また、質問要旨及び回答

は久留米市のホームページに掲載するとともに、平成 26 年９月１日（月）まで高牟

礼市民センターにおいて、閲覧することができます。 

    なお、質問に対する回答は、本募集要項を補足するものとします。 

（４）申込み 

  ア 申込期間：平成 26 年８月 18 日（月）から平成 26 年９月１日（月）まで 

(ただし、午前８時 30 分から午後５時 15 分までとし、土曜日及び日曜日を除く。) 

    申込みは、郵送のみとします。「一般書留」もしくは「簡易書留」のいずれかとし、

平成 26 年９月１日（月）午後５時 15 分必着とします。（持参による申込は受け付け

ません。） 

郵送物には、「指定管理者申請書類在中」及び申請団体等名を明記してください。 

  イ 提出部数：10 部 

応募者作成のものは 10 部すべて原本とします。ただし、他の機関が発行する証明

書類（法人登記簿謄本、納税証明書等）は原本１部と写し９部を提出ください。 

（５）募集要項の連絡先・問い合わせ先・申込書類の提出先 

  〒８３９－０８５１  久留米市御井町２２５９－３ 

  久留米市市民文化部高牟礼市民センター 担当 俣野・有田 

  電話 ０９４２－４５－００９９ ＦＡＸ ０９４２－４１－１１０７ 

  メールアドレス takamure@city.kurume.fukuoka.jp 

 

13 指定管理者候補者の選定及び指定 

（１）選定方法 

  久留米市が設置する選定委員会において、申込資格を有する申込者の中から、選定基準

に照らして最も適当と認める団体等を指定管理者候補者（優先交渉権者）として選定しま

す。また、応募団体等が３以上ある場合は、第２順位の候補者を選定します。 

選定にあたり平成 26 年 10 月中旬までに選定委員会による面接等を予定しています。 

  なお、この選定において、別に定める総合点数の最低基準に到達する申込者が１団体も

なかった場合は、各応募団体等に対してその旨を示した上で、再度事業計画書等の必要書

類を提出いただき、２回目の選定委員会による面接等を行います。 

  これらの審査の結果、候補者なしとする場合もあります。 

（２）選定結果の通知 

選定の結果については、平成 26 年 10 月下旬までに申込者全員に文書で通知します。ま

た、平成 26 年 10 月下旬までに久留米市のホームページに選定結果の概要を掲載し、公表

します。 

（３）指定管理者の指定 

  指定管理者候補者として選定された団体等は、平成 26 年 12 月市議会定例会（予定）に

おける久留米市議会の議決を経て指定管理者として指定される予定です。ただし、議決を
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経るまでの間に、指定管理者候補者を指定管理者に指定することが著しく不適当と認めら

れる事情が生じた場合は、指定管理者候補者としての資格を取り消すことがあります。 

  また、指定管理者の指定を受けられないことにおいて生じる一切の損害の賠償等に関す

る請求はできないものとします。 

（４）指定の取消し等 

 市は、次の各号のいずれかに該当することにより、管理を継続することができないと認

めるときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて業務の一部又は全部の停止

を命ずることがあります。この場合、久留米市に生じた損害は、指定管理者が賠償するも

のとします。 

・ 暴力団又は暴力団員若しくはそれらと密接な関係を有することが判明し、指定管理者 

による管理業務を行うことが適当でないと認められるとき。 

・ 久留米市の指示に従わない時その他指定管理者による管理を継続することが適当でな

いと認められるとき 

（５）暴力団の排除に関する事項 

  市は、暴力団の排除のため、指定管理者及び指定管理者に応募したものについて、必要

に応じて提出された書類等に基づき警察に照会することがあります。 

 

 

14 基本協定書の締結 

（１）基本協定書の締結 

平成 26 年 12 月市議会定例会（予定）における久留米市議会に指定管理者の指定議案を

提出する予定ですが、それまでに久留米市と指定管理者候補者において、管理に関する細

目的事項、久留米市が支払うべき管理費用の額等を定めるため、仮基本協定書を締結する

ことになります。 

その後、久留米市議会の議決を経て指定管理者を指定したときに、この協定は成立し、

仮基本協定書は書きかえることなく基本協定書とするものとします。 

（２）基本協定書で定める事項 

ア 施設の概要 

イ 指定の期間 

ウ 業務に関する基本的事項 

エ 事業計画及び指定管理料に関する基本的な事項 

オ 再委託及び権利譲渡の禁止 

カ 利用料金に関する事項 

キ 減免の取扱いに関する事項 

ク 事業報告、業務報告に関する事項 

ケ モニタリングに関する事項 

コ 調査報告、会議に関する事項 

サ 個人情報保護に関する事項 
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シ 情報公開に関する事項 

ス 損害賠償義務に関する事項 

セ 指定の取消し及び業務停止に関する事項 

ソ 施設の改修、備品等の購入に関する事項 

タ リスクの管理、責任分担に関する事項 

チ 目的外使用に関する事項 

ツ その他久留米市が必要と認める事項 

（３）基本協定書の改定 

  指定期間中に、本業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が生じたとき

は、協議の上、基本協定書を改定することとします。 

（４）住所、団体等名称、代表者名について 

  基本協定書及び年度協定書に記載される住所、団体等名称、代表者名は、16 ページ第 1

号様式及び 18 ページ第 2 号様式における申請者の住所、団体等名称、代表者名と一致す

ることが必要です。 

15 年度協定書の締結 

  平成 27 年度の指定管理料を定めるため、久留米市議会において平成 27 年度予算の議決

後、速やかに平成 27 年度における年度協定書を締結することになります。その後の４年

間も同様で、年度ごとに年度協定書を締結することになります。 

 

16 参考資料 

（１）施設平面図（資料１） 

（２）久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年条例２４号）

（資料２） 

（３）久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成１６年規

則第５１号）（資料３） 

（４）久留米市市民センター多目的棟条例（平成１１年条例第７号）（資料４） 

（５）久留米市市民センター多目的棟条例施行規則（平成１１年規則第３１号）（資料５） 

（６）久留米市個人情報保護条例（平成３年条例第１７号）（資料６） 

（７）久留米市情報公開条例（平成１３年久留米市条例第２４号）（資料７） 

 

17 その他 

（１）申込みの撤回・申請書類の修正はできません（軽微な修正を除く。）。 

（２）申込書類に虚偽の記載があった場合、又は関係法令（条例、規則を含む。）の規定に違

反している場合は、失格とします。 

（３）申込者が本件の応募に関し、選定委員会の委員その他本件選定手続きの関係職員に対

して個人的に接触することを禁じます。接触の事実が認められたときは、失格とする場

合があります。  

（４）久留米市が指定管理者の選定にあたり必要と認めるときは、追加書類の提出を求める
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場合があります。 

（５）申込書類は、理由の如何にかかわらず返却いたしません。 

（６）申込後に辞退する場合は、辞退届（様式任意）を提出してください。 

（７）申込みに係る経費は、すべて申込者の負担とします。 

（８）申込書類の著作権は申込者に帰属しますが、指定管理者候補者の選定後、久留米市が

必要と認める場合には、優先交渉権を得た団体等、そうでない団体等にかかわらず、申

込書類の全部又は一部を無償で使用できるものとします。 

（９）申込書類は、議会審議及び情報公開請求において、原則開示します。 

（10）指定管理者候補者の選定終了後、応募団体等名、指定管理者候補者名及び採点結果に

ついて公表します。ただし、指定管理者候補者及び応募団体等が３以上ある場合におい

て第２順位となった団体等以外の個別順位は発表しません。 
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≪参考：指定管理者公募にかかる主なスケジュール≫ 

 

【平成 26 年７月１日（火）】  告示日・募集要項等資料配布開始 

↓ 

【平成 26 年７月 15 日（火）】  募集要項等資料配布終了 

 

 

【平成 26 年７月 18 日（金）】  現地説明会 

 

 

【平成 26 年７月 18 日（金）】  質問書提出受付開始 

↓  

【平成 26 年７月 25 日（金）】  質問書提出終了 

↓ 

【平成 26 年８月 18 日（月） 

～平成 26 年９月１日（月）】 応募受付期間 

 

 

【平成 26 年 10 月 中旬予定】  選定 

 

 

【平成 26 年 10 月 下旬予定】  応募団体等へ選定結果通知 

 

 

【平成 26 年 10 月 下旬予定】  指定管理者候補者選定結果の発表 

 

 

【平成 26 年 11 月 】            指定管理者候補者との業務の詳細について協議 

 

 

【平成 26 年 11 月 下旬予定】  指定管理者候補者との仮協定の締結 

 

 

【平成 26 年 12 月定例市議会閉会後：12 月下旬】 

指定管理者の指定 
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第１号様式（第３条関係） 

年  月  日 

久留米市長 あて 

                  申請者 住所 

                  団体等名称 

                  代表者名               印 

                  電話番号        FAX 番号 

指定管理者指定申請書 

 地方自治法第 244 条の 2第 3項に規定する公の施設の指定管理者の指定を受けたいので、

久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第 3条の規定により、関係書類

を添えて申請します。 

１ 公の施設の名称 

久留米市市民センター多目的棟（筑邦市民センター多目的棟及び耳納市民センター多目的棟） 

２ 添付書類 

□法人登記簿の謄本（法人）(平成 26 年 7 月 1日以降に交付されたもの） 

□団体の規約及び構成員名簿（非法人） 

□代表者の身分証明書（非法人）(平成 26 年 7 月 1日以降に交付されたもの) 

□申込資格に係る申立書（第２号様式） 

□久留米市税の納税証明書（指名願用で、平成 26年 7 月 1日以降に交付されたもの） 

又は久留米市税の納税義務がない旨を記載した申立書（第２号様式） 

□国税の未納がない旨がわかる納税証明書(平成 26 年 7 月 1日以降に交付されたもの) 

又は国税の納税義務がない旨を記載した申立書（第２号様式） 

□都道府県税の未納がない旨がわかる納税証明書(平成 26 年 7月 1日以降に交付されたもの) 

又は都道府県税の納税義務がない旨を記載した申立書（第２号様式） 

□久留米市以外の市町村税の未納がない旨がわかる納税証明書(平成 26 年 7 月 1 日以降に交付さ

れたもの)又は久留米市以外の市町村税の納税義務がない旨を記載した申立書（第２号様式） 

□事業計画書（第３号様式） 

□管理に係る収支計画書（第４号様式） 

□団体等の前事業年度の収支（損益）計算書又はこれらに相当する書類 

□団体等の前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類 

□団体等の現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類 

□団体等の定款若しくは寄附行為又はこれらに相当する書類 

□団体等の事業報告書又はこれらに相当する書類 

□団体等の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類 

□類似の事業（官公庁から委託を受けた事業等）の活動実績に関する書類 

□その他 

※ 提出書類の□欄にレ点を記入すること。  
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第１号様式の２ 

グループ応募構成書 

  年  月  日 

久留米市長 あて 

申請施設名 
久留米市市民センター多目的棟 

（筑邦市民センター多目的棟及び耳納市民センター多目的棟） 

・グループ（共同企業体等の連合体）名称 

                                     

 

・代表団体 

       団体等名称                         

       住所 〒      

                                      

       代表者名                        印  

       連絡先電話番号：          担当者          

 

・構成団体 

       団体等名称                         

       住所 〒      

                                      

       代表者名                        印  

       連絡先電話番号：          担当者          

 

・構成団体 

       団体等名称                         

       住所 〒      

                                      

       代表者名                        印  

       連絡先電話番号：          担当者          

 

・構成団体 

       団体等名称                         

       住所 〒      

                                      

       代表者名                        印  

       連絡先電話番号：          担当者          

※記載欄が足りない場合は、様式を追加して記載してください。
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第２号様式 

申込資格に係る申立書 

  年  月  日 

 久留米市長 あて 

                

住所   

団体等名称                 

代表者名              印   

 

 久留米市市民センター多目的棟（筑邦市民センター多目的棟及び耳納市民センター多目的

棟）の指定管理者の募集に係る申込資格について、下記のとおり申し立てます。 

 

記 

 

□申込資格（３）ウ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により、本市における

一般競争入札等の参加を制限されている者に該当しない。 

 

□申込資格（３）エ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による本市又は本市以外の

地方公共団体において、指定管理者の指定の取り消しを受けたことがある者に該当しない。 

 

□申込資格（３）カ 暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していると認められる者

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に定義する者）に該当しない。 

 

□久留米市税の納税義務がない。 

 

□国税の納税義務がない。 

 

□都道府県税の納税義務がない。 

 

□久留米市以外の市町村民税の納税義務がない。 

 

 

※ 該当する項目の□欄にレ点を記入すること。 
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第３号様式 

事業計画書 

施設名 
久留米市市民センター多目的棟 

（筑邦市民センター多目的棟及び耳納市民センター多目的棟） 

団体等名称(第１号様式記載名称)  

久留米市内の意思決定を行うことが

できる機関（事務所または事業所）の住所 

(非法人の場合は、代表者の住所) 

〒 

 

 

上記の電話番号及びＦＡＸ番号 電話         ＦＡＸ 

 

Ⅰ 住民の利用における公平性の確保について 

ア 『市民の文化の向上、余暇の活用、学習活動の支援及び交流活動の推進を図り、も

って豊かな市民生活を実現すること』を目的とする当施設をどのように管理運営して

いく方針ですか。その基本方針をご記入ください。 

 

イ 利用者の公平・公正を確保するための考え方をどのようにお持ちですか。具体的に

ご記入ください。 
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ウ 個人情報が記入されている書類の保管や、職員が職務上知り得た情報など、個人情報

保護や情報公開への適切な対応についての考えを、具体的にご記入ください。 
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Ⅱ 施設の効用の最大化について 

ア 施設の利用促進を図るため、どのような方策を考えていますか。 

具体的にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 当施設のサービス向上のため、どのような工夫を考えていますか。 

具体的にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 利用者の声の把握とその声を反映する仕組みと苦情処理について、どのような対応

を考えていますか。具体的にご記入ください。 
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Ⅲ 施設の管理・運営費用の縮減について 

 今回の提案における管理・運営費用の縮減面のポイントを、具体的にご記入ください。 
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Ⅳ 安定した施設管理について 

ア 類似業務（貸館・貸室事業、図書館業務、市民を対象とした講座や事業等）の実績

がある場合、その内容と実施期間についてご記入ください。実績がない場合には、

「該当なし」とご記入ください。 

 

施設名及び所在地 事業又は活動の内容 実施期間 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 ※「類似の事業（官公庁から委託を受けた事業等）の活動実績に関する書類」があれ

ば、添付してください。 

 

イ 当施設における組織体制（職位、職種、人数）について具体的に図解してください。

また、上部組織等（連合体を含む。）がある場合は、上部組織等における当施設の組織

の位置について別に図解してください。 
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ウ 職員の配置計画、勤務形態について具体的にご記入ください。 

Ⅰ 筑邦市民センター多目的棟 

※１週間のシフト表を作成し、１部提出ください。 

 

（１）常勤職員 

担当する業務 人数 

  

  

  

  

  

※常勤職員とは、概ね１日８時間、週 40 時間程度勤務する年間を通して働く職員を言います。 

（２）パート職員 

担当する業務 人数 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ※ここでのパート職員とは、常勤職員より勤務時間が短く、年間を通して働く職員を言います。 

曜日等 職員配置の時間帯 常勤職員数 パート職員数 備考 

火～金 ～    

 ～    

 ～    

 ～    

土・日・祝日 ～    

 ～    

 ～    

 ～    
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Ⅱ 耳納市民センター多目的棟 

※１週間のシフト表を作成し、１部提出ください。 

 

（１）常勤職員 

担当する業務 人数 

  

  

  

  

  

※常勤職員とは、概ね１日８時間、週 40 時間程度勤務する年間を通して働く職員を言います。 

（２）パート職員 

担当する業務 人数 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ※ここでのパート職員とは、常勤職員より勤務時間が短く、年間を通して働く職員を言います。 

曜日等 職員配置の時間帯 常勤職員数 パート職員数 備考 

火～金 ～    

 ～    

 ～    

 ～    

土・日・祝日 ～    

 ～    

 ～    

 ～    
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勤務条件の内容 

職  種  常勤職員、パート職員、その他（         ） 

契 約 期 間 期間の定めなし、期間の定めあり（ 年 月 日～ 年 月 日） 

始業・終業 
の時刻 

始業   時   分 ～ 終業   時   分    

休憩時間  休憩時間（  ）分                      

所定時間外

労働の有無 
 所定時間外労働の有無（ 有 ， 無 ）            

休   日 
・定例日：毎週（  ）曜日、国民の祝日、その他（         ） 
・非定例日：週・月当たり（  ）日、その他（          ）  

休   暇 

１ 年次有給休暇 雇入れの日から６か月継続勤務した場合→（  ）日  

         雇入れの日継続勤務６か月以内の年次有給休暇（有,無）

                    →（  ）カ月経過で（  ）日

２ その他の休暇 有給（          ）          
                  無給（          ） 

賃   金 
 

１ 基本給   イ 月給（     円） 
ロ 日給（     円） 

       ハ 時間給（    円）          
２ 諸手当及び賞与の額及び計算方法                  

    イ（  手当    円 ／計算方法：           ） 
    ロ（  手当    円 ／計算方法：           ） 
    ハ（  手当    円 ／計算方法：           ） 
３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率   
  イ 所定時間外 法定超（  ）％、所定超（  ）％、     
  ロ 休日 法定休日（  ）％、法定外休日（  ）％、     
  ハ 深夜（  ）％                      
４ 賃金締切日  毎月 日 
５ 賃金支払日  毎月 日 
６ 賃金の支払方法 

退   職 

１ 定年制 （ 有 （  歳） ， 無 ）            
２ 自己都合退職の手続（退職日の（  ）日以上前に届け出ること）   
３ 解雇の事由及び手続 
   

そ の 他 

・社会保険の加入状況（ 健康保険 厚生年金保険 厚生年金基金 
        その他（    ））           

・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ）                
・その他     
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エ 職員の採用計画について具体的にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 職員の研修計画について具体的にご記入ください。 

（ただし、業務仕様書において研修が義務づけられているものを除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 防災・安全管理対策に関して、災害及び事故時の緊急避難体制、市や関係機関との

連絡体制（施設設備の日常点検を含む。）などについて、具体的にご記入ください。 
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Ⅴ 地域経済の活性化の寄与策について 

ア 地域経済活性化につながる施設の管理運営について、その方法を具体的にご記入く

ださい。 

 

イ 地域経済活性化につながる人材活用について、具体的にご記入ください。 

 

※記載欄が足りない場合は、枠の大きさを任意に調整又は別紙として添付してください。 
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第４号様式          

管理に係る収支計画書 

団体等名称            

 

                                （単位：千円） 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 合 計 

収入合計（Ａ）   

指定管理料 
（消費税 

及び地方消費税込）

  

利用料金   

  

  

項 
 

目 

  

支出合計（Ｂ）   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

消費税 

及び地方消費税

  

法人市民税 

（均等割額） 

  

法人県民税 

（均等割額） 

  

項 
 

目 

固定資産税   

収支(Ａ)－(Ｂ)   

※ 年度ごとの積算内訳書を添付してください。 
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第５号様式 

質 問 書 

団体等名称                

担当者 氏 名             

役 職             

連絡先 電 話             

                         ＦＡＸ 

                         メールアドレス              

質 問 内 容 
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久留米市市民センター多目的棟 

指定管理者 参考資料 

 

 

《資料目次》 
【資料１】 施設平面図 
【資料２】 久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 
【資料３】 久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 
【資料４】 久留米市市民センター多目的棟条例 
【資料５】 久留米市市民センター多目的棟条例施行規則 
【資料６】 久留米市個人情報保護条例 
【資料７】 久留米市情報公開条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年 

久留米市 











資料２ 

 

○久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 

平成１６年１２月２８日 

久留米市条例第２４号 

改正 平成２０年６月２５日条例第２１号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定

に基づき、公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（指定管理者の指定を受けようとする団体の公募） 

第２条 市長又は教育委員会（以下「市長等」という。）は、指定管理者に公の施設の管理

を行わせようとするときは、当該公の施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体

を公募しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めたときは、この限

りでない。 

２ 市長等は、前項の公募を行う場合は、次に掲げる事項を告示することにより周知しなけ

ればならない。これを変更するときも、また同様とする。 

(1) 公の施設の名称及び概要 

(2) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間 

(3) 指定管理者の業務の範囲 

(4) 応募資格 

(5) 申請期間 

(6) その他市長等が必要と認める事項 

（指定管理者の指定の申請） 

第３条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定

める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長等に申請しなければならな

い。 

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定の期間内における事業計画書 

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類 

（指定管理者の指定） 

第４条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する

もののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなけ

ればならない。 



資料２ 

 

(1) その事業計画による公の施設の運営が、住民の利用に関し公平性を確保することが

できるものであること。 

(2) その事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理

に係る経費の縮減が図られるものであること。 

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するもので

あること。 

（選定委員会） 

第５条 市長等は、公募による指定管理者の候補者の選定に関し審議するため、久留米市指

定管理者候補者選定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会の委員は、市長等が必要な期間を定めてこれを委嘱し、又は任命する。 

３ 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同

様とする。 

４ 前３項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

（平２０条例２１・追加） 

（指定管理者の候補者の選定の特例） 

第６条 市長等は、第３条の規定による申請がなかった場合又は第４条各号のいずれにも該

当するものがなかった場合においては、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成す

ることができると思料する本市が出資等している法人、公共団体又は公共的団体を指定管

理者の候補者として選定することができる。 

２ 前項の規定により選定するときは、市長等は、当該団体と協議し、第３条各号の書類の

提出を求め、第４条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。 

（平２０条例２１・旧第５条繰下・一部改正） 

（事業報告書の作成及び提出） 

第７条 指定管理者は、毎年度終了後、市長等が定める期間内に、その管理する公の施設に

関して次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。

ただし、年度の中途において第９条第１項の規定により指定を取り消されたときは、その

取り消された日から市長等が定める期間内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を

提出しなければならない。 

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況 

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績 

(3) 管理に係る経費の収支状況 



資料２ 

 

(4) 前３号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長等が特に必要と認め

る事項 

（平２０条例２１・旧第６条繰下・一部改正） 

（業務報告の聴取等） 

第８条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業

務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査

し、又は必要な指示をすることができる。 

（平２０条例２１・旧第７条繰下） 

（指定の取消し等） 

第９条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他当該指定管理者の責め

に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めると

きは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命

ずることができる。 

（平２０条例２１・旧第８条繰下） 

（原状回復義務） 

第１０条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定により指定を取

り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたとき

は、その管理しなくなった公の施設又はその設備を直ちに原状に回復しなければならない。

ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。 

（平２０条例２１・旧第９条繰下） 

（損害賠償義務） 

第１１条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又はその設備を損壊し、

又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長

が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

（平２０条例２１・旧第１０条繰下） 

（秘密保持義務） 

第１２条 指定管理者及びその管理する公の施設の業務に従事している者（以下「管理者等」

という。）は、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講ずるとともに、当該公の

施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならな

い。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は管理者等の職務

を退いた後においても、同様とする。 
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（平２０条例２１・旧第１１条繰下） 

（委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

（平２０条例２１・旧第１２条繰下） 

附 則 

この条例は、平成１７年１月１日から施行する。 

附 則（平成２０年６月２５日条例第２１号） 

この条例は、平成２０年７月１日から施行する。 
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○久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 

平成１６年１２月２８日 

久留米市規則第５１号 

改正 平成２０年６月３０日規則第１１３号 

平成２０年１１月２０日規則第１２５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１

６年久留米市条例第２４号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（公募の例外） 

第２条 条例第２条ただし書に規定する特別の事情は、次に掲げる事情とする。 

(1) 施設の性格及び設置目的等に照らし、管理を代行するものを特定することが必要な

こと。 

(2) 施設管理上、緊急にその指定管理者を指定しなければならないこと。 

(3) 専門的かつ高度な技術を有するものが客観的に特定されること。 

(4) 地域の人材、団体等、政策的な方針に照らして合理的な理由があること。 

(5) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律

第１１７号）の活用により一定期間施設の管理運営を行うものを指定すること。 

（申請書等） 

第３条 条例第３条の規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書（第１号様式）による

ものとする。 

２ 条例第３条第２号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

(1) 団体の定款、規約その他これらに類する書類 

(2) 団体の経営状況を説明する書類 

(3) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本 

(4) 課税されている団体にあっては、市長が必要とする納税証明書 

(5) その他市長が指定管理者を指定するために必要と認める書類 

（平２０規則１２５・一部改正） 

（指定管理者の指定） 

第４条 市長は、条例第４条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定決

定書（第２号様式）を当該指定管理者に交付するとともに、公の施設の管理運営に関し当
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該指定管理者と協定を締結するものとする。 

２ 前項に規定する場合において、市長は、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

条例第８条の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、及び期間を定めて管理の業

務の全部又は一部の停止を命じたときも、同様とする。 

（委員会の組織） 

第５条 条例第５条第１項に規定する久留米市指定管理者候補者選定委員会（以下「委員会」

という。）の委員は、１０名以内とし、次に掲げる者のうちから市長等が委嘱し、又は任

命する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 施設の管理運営について専門的知識を有する者 

(3) 市の職員 

(4) その他市長等が適当と認める者 

（平２０規則１１３・追加） 

（委員会の委員の任期） 

第６条 委員会の委員の任期は、市長等から委嘱され、又は任命された日から、その所掌事

務により、指定管理者が指定を受けた施設の管理を行う日までとする。ただし、補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（平２０規則１１３・追加） 

（委員会の所掌事務） 

第７条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 指定管理者の候補者選定に係る審査基準その他審査の方法に関すること。 

(2) 指定管理者の候補者決定についての審査に関すること。 

(3) その他指定管理者の候補者の選定に関し必要な事項 

（平２０規則１１３・追加） 

（委員長及び副委員長） 

第８条 委員会に委員長及び副委員長各１名を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を

行う。 

（平２０規則１１３・追加） 
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（会議） 

第９条 会議は、委員長が招集する。ただし、委嘱又は任命後初の会議の招集は、市長等が

行う。 

２ 委員長は、会議の議長となる。 

３ 会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

４ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するも

のとする。 

５ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴

くことができる。 

（平２０規則１１３・追加） 

（庶務） 

第１０条 委員会の庶務は、公の施設を所管する所管部において処理する。 

（平２０規則１１３・追加） 

（委任） 

第１１条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

（平２０規則１１３・旧第５条繰下） 

附 則 

この規則は、平成１７年１月１日から施行する。 

附 則（平成２０年６月３０日規則第１１３号） 

この規則は、平成２０年７月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１１月２０日規則第１２５号） 

この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。 
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第１号様式（第３条関係） 

第２号様式（第４条関係） 
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○久留米市市民センター多目的棟条例 

平成１１年３月３１日 

久留米市条例第７号 

改正 平成１３年３月２９日条例第９号 

平成１４年３月２９日条例第４号 

平成１７年９月３０日条例第４５号 

平成１８年３月３０日条例第９号 

平成２６年３月２７日条例第１９号 

（目的及び設置） 

第１条 本市は、市民の文化の向上、余暇の活用、学習活動の支援及び交流活動の促進を図

り、もって豊かな市民生活を実現するため、市民センター多目的棟（以下「多目的棟」と

いう。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 多目的棟の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

筑邦市民センター多目的棟 久留米市大善寺町宮本１６５番地６ 

耳納市民センター多目的棟 久留米市善導寺町飯田２０２番地１ 

（平１３条例９・平１４条例４・一部改正） 

（業務） 

第３条 多目的棟は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 

(1) 施設の供用その他の便宜供与に関すること。 

(2) 図書、資料等の収集及び情報の提供に関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、多目的棟の設置目的の達成に必要な業務 

（構成施設） 

第４条 多目的棟に、次の施設を置く。 

(1) 会議室 

(2) 団体活動室 

(3) トレーニング室 

(4) 多目的ホール 

(5) 図書室 

（平１７条例４５・追加） 
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（指定管理者による管理） 

第５条 市長は、多目的棟の管理を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第３項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」

という。）に行わせる。 

（平１７条例４５・追加） 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第６条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、多目的棟の管理

を行わなければならない。 

２ 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委託してはならない。 

（平１７条例４５・追加） 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第７条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。 

(1) 第１０条に規定する使用の許可、第１３条に規定する使用の取消し等その他使用許

可に関する業務 

(2) 多目的棟の施設及び附属設備等の維持及び修繕に関する業務 

(3) 多目的棟の施設の安全対策に関する業務 

(4) 前各号に掲げるもののほか、多目的棟の運営に関して市長が必要と認める業務 

（平１７条例４５・追加） 

（開館時間） 

第８条 多目的棟の開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特別な理由があ

ると認めるときは、開館時間を変更することができる。 

施設名 開館時間 

会議室 午前９時３０分から午後９時３０分まで 

団体活動室 午前９時３０分から午後９時３０分まで 

トレーニング室 午前９時３０分から午後９時３０分まで 

多目的ホール 午前９時３０分から午後９時３０分まで 

図書室 午前１０時から午後８時まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定する

休日については、午前１０時から午後６時まで。 

２ 指定管理者は、前項ただし書の規定により開館時間を変更しようとするときは、あらか

じめ市長の承認を得なければならない。 
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３ 指定管理者は、開館時間を変更したときは、これを公表するとともに、多目的棟の見や

すい場所に掲示しなければならない。 

（平１７条例４５・追加、平１８条例９・一部改正） 

（休館日） 

第９条 多目的棟の休館日は、次のとおりとする。 

(1) 月曜日 

(2) 年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日までの日） 

２ 多目的棟の施設のうち、図書室の休館日は、次のとおりとする。 

(1) 月曜日 

(2) 年末年始（１２月２８日から翌年の１月４日までの日） 

(3) 館内整理日（毎月第４木曜日） 

(4) 特別整理期間 

３ 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を

定めることができる。 

４ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定により休館日を変更し、又は臨時に休館日

を定める場合に準用する。 

（平１７条例４５・追加、平１８条例９・一部改正） 

（使用許可） 

第１０条 多目的棟の施設（図書室を除く。）を使用しようとする者は、指定管理者の許可

を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。 

２ 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。 

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 

(2) 多目的棟の施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。 

(3) 多目的棟の管理運営上支障があると認めるとき。 

３ 指定管理者は、第１項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することがで

きる。 

（平１７条例４５・旧第４条繰下・一部改正） 

（特別設備等の許可） 

第１１条 前条第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、多目的棟を使用す

るに当たり、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者

の許可を受けなければならない。 
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（平１７条例４５・旧第５条繰下・一部改正） 

（権利譲渡等の禁止） 

第１２条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。 

（平１７条例４５・旧第６条繰下） 

（許可の取消し等） 

第１３条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公用のため、

若しくは多目的棟の管理上特に必要があるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制

限し、若しくは使用を停止することができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(2) 第１０条第２項各号に該当する理由が生じたとき。 

(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。 

（平１７条例４５・旧第７条繰下・一部改正） 

（利用料金） 

第１４条 使用者は、別表第１及び別表第２に掲げる施設等の使用に係る料金（以下「利用

料金」という。）を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に認

めたときは、後納することができる。 

２ 利用料金の額は、別表第１及び別表第２に掲げる額の範囲内において、指定管理者があ

らかじめ市長の承認を得て定めるものとする。 

３ 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めたときは、これを公表するととも

に、多目的棟の見やすい場所に掲示しなければならない。 

（平１７条例４５・追加） 

（利用料金の収入） 

第１５条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。 

（平１７条例４５・追加） 

（利用料金の免除） 

第１６条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免

除することができる。 

（平１７条例４５・追加） 

（利用料金の返還） 

第１７条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、市長が別に定める基準

に従い、その全部又は一部を返還することができる。 
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（平１７条例４５・追加） 

（管理上の指示） 

第１８条 指定管理者は、多目的棟の管理に必要があるときは、その入館者に対して、その

都度適宜な指示をすることができる。 

（平１７条例４５・旧第１１条繰下・一部改正） 

（入館の制限） 

第１９条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁じ、又は

退館を命ずることができる。 

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者 

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、

動物等を携行する者 

(3) 許可を受けないで、物品販売、宣伝その他これに類似する営利行為を行う者 

(4) 管理上必要な指示に従わない者 

（平１７条例４５・旧第１２条繰下・一部改正） 

（原状回復義務） 

第２０条 使用者は、多目的棟の施設又は附属設備の使用を終えたとき、又は第１３条の規

定による許可の取消し等をされたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。 

（平１７条例４５・旧第１３条繰下・一部改正） 

（損害賠償義務） 

第２１条 多目的棟の入館者が、自己の責めに帰すべき理由により、多目的棟の施設、附属

設備及び図書室資料を損傷し、又は滅失したときは、これを現状に回復し、又は、その損

害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるとき

は、この限りでない。 

（平１７条例４５・旧第１４条繰下・一部改正） 

（委任） 

第２２条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（平１７条例４５・旧第１６条繰下） 

附 則 

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年３月２９日条例第９号） 

この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 
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附 則（平成１４年３月２９日条例第４号） 

この条例は、平成１４年５月７日から施行する。 

附 則（平成１７年９月３０日条例第４５号） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３０日条例第９号） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

別表第１（第１４条関係） 

（平１３条例９・全改、平１７条例４５・平２６条例１９・旧別表・一部改正） 

多目的棟施設利用料金 

区分 単位 利用料金 

会議室A １時間につき ２００円会議

室 会議室B １時間につき ２００円

トレーニング室 １人２時間につき ２００円

入場料を徴収しない場

合 

１時間につき １,６４０円ホールとして

使用する場合 

入場料を徴収する場合１時間につき ３,２９０円

９時３０分～１３時

３０分 

６６０円

１３時３０分～１７

時３０分 

６６０円

全面使

用 

１７時３０分～２１

時３０分 

６６０円

９時３０分～１３時

３０分 

３３０円

１３時３０分～１７

時３０分 

３３０円

半面使

用 

１７時３０分～２１

時３０分 

３３０円

筑

邦

市

民

セ

ン

タ

ー

多

目

的

棟 

ホー

ル 

体育館として

使用する場合 

専用使用 

卓球一

面 

９時３０分～１３時

３０分 

１８０円
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１３時３０分～１７

時３０分 

１８０円
  

１７時３０分～２１

時３０分 

１８０円

   

個人使用 １人２時間につき ２００円

会議室 １時間につき ２００円

トレーニング室 １人２時間につき ２００円

入場料を徴収しない場

合 

１時間につき １,６４０円ホールとして

使用する場合 

入場料を徴収する場合１時間につき ３,２９０円

９時３０分～１３時

３０分 

８２０円

１３時３０分～１７

時３０分 

８２０円

全面使

用 

１７時３０分～２１

時３０分 

８２０円

９時３０分～１３時

３０分 

４１０円

１３時３０分～１７

時３０分 

４１０円

半面使

用 

１７時３０分～２１

時３０分 

４１０円

９時３０分～１３時

３０分 

１８０円

１３時３０分～１７

時３０分 

１８０円

専用使用 

卓球一

面 

１７時３０分～２１

時３０分 

１８０円

耳

納

市

民

セ

ン

タ

ー

多

目

的

棟 

ホー

ル 

体育館として

使用する場合 

個人使用 １人２時間につき ２００円

備考 
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１ ホールを体育館として使用する場合で、使用時間帯を超えて使用する場合は、

当該時間帯に係る料金を合算した額をその利用料金とする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数があるときは、１時間として計算する。 

３ 単位時間には、準備及び後かたづけの時間を含めるものとする。 

４ 上記の金額は、消費税等額を含む。 

別表第２（第１４条関係） 

（平１７条例４５・追加） 

区分 利用料金 

冷暖房 市長が規則で定める額 

附属設備 市長が規則で定める額 
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○久留米市市民センター多目的棟条例施行規則 

平成１１年４月１日 

久留米市規則第３１号 

改正 平成１３年３月３０日規則第２２号 

平成１３年５月２５日規則第５４号 

平成１５年３月３１日規則第２０号 

平成１６年３月２５日規則第１５号 

平成１７年２月４日規則第１５号 

平成１７年１２月２７日規則第１８３号 

平成２１年２月５日規則第６号 

平成２６年３月３１日規則第３３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、久留米市市民センター多目的棟条例（平成１１年久留米市条例第７号。

以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（使用期間） 

第２条 多目的棟は、引き続き７日を超える使用又は定期的に曜日若しくは日時を指定した

独占的使用をすることができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、

この限りでない。 

（平１７規則１８３・旧第３条繰上・一部改正） 

（使用許可の手続等） 

第３条 条例第１０条第１項の規定により多目的棟の施設の使用許可を受けようとする者

は、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手続をとらなければ

ならない。 

(1) 会議室、ホール及びトレーニング室の使用 あらかじめ（使用許可・使用変更・利

用料金減免）申請書（第１号様式。以下「使用許可等申請書」という。）を指定管理者

に提出すること。許可を受けた事項（使用日に係る事項を除く。）を変更しようとする

場合も、同様とする。 

(2) 市民団体活動室の使用 別に定めるところにより、あらかじめ団体登録を受け、団

体登録証の交付を受けること。 

２ 前項第１号の使用許可等申請書の受付開始日は、次のとおりとする。ただし、指定管理

者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 
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使用施設 受付開始日 

ホールとして使用する場合 使用しようとする日の６月前の日の属する月の１

日 

ホール 

体育館として使用する場合 使用しようとする日の１月前の日の属する月の１

日 

ホール使用者が使用する場合 使用しようとする日の６月前の日の属する月の１

日 

会議室 

会議室のみ使用する場合 使用しようとする日の１月前の日の属する月の１

日 

備考 

１ ホールとして使用する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。 

(1) 移動観覧席を利用する場合 

(2) 入場料を徴収する場合 

(3) 前各号に掲げるもののほか、使用しようとする日の６月前の日の属する月の１

日からの使用許可等申請書の受付を希望する場合（公用は除く。） 

２ 受付開始日が休館日に当たるときは、当該休館日の直後の開館日を受付開始日とす

る。 

３ 前項の受付は、原則として先着順によるものとし、申請内容が競合する使用許可等申請

書が同時に提出された場合は、その場で抽選を行うものとする。 

４ 条例第１０条第２項第３号の多目的棟の管理運営上支障があると認めるときとは、次の

各号のいずれかに該当するときとする。 

(1) 営利を目的とするとき。 

(2) 使用日を変更するとき。 

(3) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に多目的棟の管理運営上支障があると

認めるとき。 

５ 指定管理者は、第１項第１号に掲げる使用を許可するときは、（使用許可・使用変更許

可・利用料金減免決定）書（第３号様式。以下「使用許可等書」という。）を当該申請者

に交付するものとする。許可した事項の変更を許可する場合も、同様とする。 

６ 第１項第２号に掲げる使用の許可は、団体登録証の交付をもって代えるものとする。 

７ 前２項の規定による使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、多目的棟を

使用する際又は多目的棟の職員の求めがあるときは、使用許可等書又は団体登録証を提示
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しなければならない。 

（平１３規則５４・一部改正、平１７規則１８３・旧第４条繰上・一部改正、平２

１規則６・一部改正） 

（附属施設の利用料金） 

第４条 条例第１４条第２項の別に定める利用料金は冷暖房利用料金及び附属施設利用料

金とし、利用料金の額は別表第１及び別表第２のとおりとする。 

（平１７規則１８３・旧第５条繰上・一部改正） 

（利用料金の減免） 

第５条 条例第１６条の規定による利用料金の減免は、次の各号に掲げる場合にそれぞれ当

該各号に定めるところにより行うものとする。 

(1) 本市が主催して行事等に使用する場合 利用料金の全額 

(2) ６５歳以上の者（当該年度中に６５歳に達する者を含む。）が、トレーニング室の

使用又はホールの個人使用をする場合 利用料金の２分の１の額 

２ 利用料金の減免を受けようとする者は、使用許可等申請書に利用料金の減免を申請する

旨記載して、指定管理者に提出しなければならない。 

３ 指定管理者は、利用料金の減免を決定したときは、使用許可等書にその旨を記載して、

当該申請者に交付する。 

（平１３規則５４・一部改正、平１７規則１８３・旧第６条繰上・一部改正、平２

１規則６・一部改正） 

（利用料金の還付） 

第６条 条例第１７条ただし書の規定による利用料金の還付は、次に掲げるところによる。 

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなっ

たとき 全額 

(2) 公用により指定管理者が使用許可を取り消したとき 全額 

(3) 使用期日前７日（ホールにあっては３０日）までに使用中止の届出があり、かつ、

多目的棟の運営に支障がない場合 半額 

(4) 使用期日前７日（ホールにあっては３０日）までにホール又は会議室の使用の変更

の申請を受け、許可した場合において、既納利用料金に過納金が生じたとき 過納金の

半額 

(5) 附属設備使用の変更申請を受け、許可した場合において、既納利用料金に過納金が

生じたとき 過納金の全額 
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（平１７規則１８３・旧第７条繰上・一部改正） 

（使用中止届） 

第７条 使用者は、多目的棟の使用を中止しようとするときは、あらかじめ、使用許可等書

を添えて、市民センター多目的棟使用中止届（第４号様式）を指定管理者に提出しなけれ

ばならない。 

（平１７規則１８３・旧第８条繰上・一部改正） 

（使用者の守るべき事項） 

第８条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。 

(1) 入館人員は、使用部分の所定の定員を超えないこと。 

(2) 条例第１９条各号に掲げる者の入館を拒否し、又は退館させること。 

(3) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他の営利行為を行わないこと。 

(4) 施設の秩序維持に必要な人員を配置すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、多目的棟職員の指示に従うこと。 

（平１７規則１８３・旧第９条繰上・一部改正） 

（入館者の守るべき事項） 

第９条 入館者は、次の事項を守らなければならない。 

(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。 

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。 

(4) 多目的棟を不潔にしないこと。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。 

（平１７規則１８３・旧第１０条繰上・一部改正） 

（損傷又は滅失の届） 

第１０条 使用者は、多目的棟の施設又は附属設備を損傷したとき、又は滅失したときは、

直ちに損傷・滅失届（第５号様式）により市長に届け出なければならない。 

２ 使用者は、多目的棟の図書室資料を損傷し、又は滅失したときは、直ちに届書（第６号

様式）により市長に届け出なければならない。 

（平１６規則１５・一部改正、平１７規則１８３・旧第１１条繰上・一部改正） 

（使用後の点検） 

第１１条 使用者は、多目的棟の使用を終わったとき（条例第１３条の規定により使用許可

の取消し等をされたときを含む。）は、直ちに多目的棟の職員の点検を受けなければなら
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ない。 

（平１７規則１８３・旧第１２条繰上・一部改正） 

（図書室業務） 

第１２条 久留米市立図書館条例施行規則（平成１７年久留米市教育委員会規則第１号）第

５条から第９条まで、第１１条から第１３条まで及び第１９条の規定は、図書室資料の館

外利用について準用する。この場合において、これらの規定中「図書館資料」とあるのは

「図書室資料」と、「委員会」とあるのは「指定管理者」と、「地域館」とあるのは「図

書室」と読み替えるものとする。 

（平１７規則１５・一部改正、平１７規則１８３・旧第１３条繰上・一部改正） 

（補則） 

第１３条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

（平１７規則１８３・旧第１４条繰上） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１３年３月３０日規則第２２号） 

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年５月２５日規則第５４号） 

この規則は、平成１３年５月２６日から施行する。 

附 則（平成１５年３月３１日規則第２０号） 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月２５日規則第１５号） 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年２月４日規則第１５号） 

この規則は、平成１７年２月５日から施行する。 

附 則（平成１７年１２月２７日規則第１８３号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年２月５日規則第６号） 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

（平１３規則２２・平１７規則１８３・平２６規則３３・一部改正） 

多目的棟冷暖房利用料金 
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区分 単位 利用料金 

会議室A １時間 １５０円会

議

室 

会議室B １時間 １５０円

筑

邦

市

民

セ

ン

タ

ー

多

目

的

棟 

ホール １時間 １,５４０円

会議室 １時間 １５０円耳

納

市

民

セ

ン

タ

ー

多

目

的

棟 

ホール １時間 １,５４０円

備考 １ 使用時間に１時間未満の端数があるときは、１時間として計算する。 

２ 上記の金額は、消費税等額を含む。 

別表第２（第４条関係） 

（平１３規則２２・全改、平１７規則１８３・一部改正） 

区分 単位 単価 

筑邦 舞台 演台 １台 ２００円
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司会台 １台 １００円

花台 １台 １００円

グランドピアノ １台 ２,０５０円

吊り物バトン １式 ２００円

引割幕 １式 ２００円

ホリゾント幕 １式 ２００円

設備 

引割りドン帳 １式 ３００円

拡声装置（ホール用） １式 １,０２０円

拡声装置（会議室用） １式 ３００円

マイクロフォン １本 ２００円

ワイヤレスマイク（ハンド型） １本 ２００円

ワイヤレスマイク（タイピン型） １本 ２００円

マイクスタンド（卓上） １本 １００円

同（床上） １本 １００円

同（ムーブメント） １本 １００円

ハネ返りスピーカー １台 １００円

音響

設備 

液晶プロジェクター １式 ５１０円

調光装置 １式 ５１０円

ボーダーライト １回路 １００円

アッパーホリゾントライト １回路 １００円

スポットライト １回路 １００円

ピンスポットライト １台 １００円

照明

設備 

フィルター １枚 実費

シャワー １回 １００円

持ち込みPA １式 １,５４０円

電源 １KW ２５０円

折脚机 １台 ５０円

折りたたみ椅子 １脚 ２０円

市民

セン

ター

多目

的棟 

その

他 

移動観覧席 １式 １,０２０円

耳納 舞台 演台 １台 ２００円



資料５ 

 

司会台 １台 １００円

花台 １台 １００円

吊り物バトン １本 ２００円

幕 １式 ２００円

ホリゾント幕 １式 ２００円

設備 

スクリーン １式 １００円

拡声装置 １式 ８２０円

マイクロフォン １本 ２００円

ワイヤレスマイク（ハンド型） １本 ２００円

ワイヤレスマイク（タイピン型） １本 ２００円

マイクスタンド（卓上） １本 １００円

同（床上） １本 １００円

スピーカー（スタンド） １台 １００円

ハネ返りスピーカー １台 １００円

音響

設備 

液晶プロジェクター １式 ６１０円

調光装置 １式 ２００円

ロアーホリゾントライト １回路 １００円

フットライト １回路 １００円

スポットライト １台 １００円

ピンスポットライト １台 １００円

照明

設備 

フィルター １枚 実費

シャワー １回 １００円

持ち込みPA １式 １,５４０円

電源 １KW ２５０円

折脚机 １台 ５０円

折りたたみ椅子 １脚 ２０円

移動観覧席 １式 １,０２０円

市民

セン

ター

多目

的棟 

その

他 

移動ステージ １式 ５１０円

備考 上記の金額は、消費税等額を含む。 
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第１号様式（第３条関係） 

（平２１規則６・全改） 

第２号様式 削除 

（平１３規則５４） 

第３号様式（第３条関係） 

（平２１規則６・全改） 

第４号様式（第７条関係） 

（平１３規則２２・平１７規則１８３・平２６規則３３・一部改正） 

第５号様式（第１０条関係） 

（平１３規則２２・平１７規則１８３・一部改正） 

第６号様式（第１０条関係） 

（平１７規則１８３・追加） 
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○久留米市個人情報保護条例 

平成３年４月１日 

久留米市条例第１７号 

改正 平成８年１２月２４日条例第２４号附則第４項 

平成１３年９月２８日条例第２４号附則第１１項 

平成１５年９月２９日条例第２７号 

平成１６年３月３０日条例第３号 

平成１６年１２月２８日条例第４０号 

平成１８年３月３０日条例第７号 

平成１８年１２月２１日条例第３９号 

平成１９年９月２５日条例第２４号 

平成２０年１２月２６日条例第４１号 

平成２４年３月２９日条例第３号 

平成２５年６月２６日条例第１９号附則第２項 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 個人情報の保管等の制限（第６条―第１３条） 

第３章 個人情報の開示請求等の権利（第１４条―第２１条） 

第４章 救済手続及び救済機関（第２２条・第２３条） 

第５章 情報公開・個人情報保護審議会（第２４条） 

第６章 個人情報処理受託者等の個人情報の保護（第２５条―第２７条） 

第７章 出資法人等の義務及び国等への要請（第２８条・第２９条） 

第８章 雑則（第３０条―第３３条） 

第９章 罰則（第３４条―第３８条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、個人情報を保護することが個人の尊厳を維持するために必要不可欠で

あるとの認識にたち、市の機関が保有する自己の個人情報に対する開示請求等の権利を保

障するとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の

権利利益の侵害を防止し、もって市民と市との信頼関係の確保を図り、基本的人権を擁護
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することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 個人情報 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）

であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであり、久留米市情報公開条

例（平成１３年久留米市条例第２４号。以下「情報公開条例」という。）第２条第２項

に規定する公文書に記録されるもの又は記録されたものをいう。 

(2) 個人情報の保管等 個人情報の収集、保管及び利用をいう。 

(3) 実施機関 市長、企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委

員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び久留米市土地開発公社をいう。 

(4) 審査会 情報公開条例第２０条第１項の久留米市情報公開・個人情報保護審査会を

いう。 

(5) 審議会 情報公開条例第３３条第１項の久留米市情報公開・個人情報保護審議会を

いう。 

（平１３条例２４・平１６条例４０・平２０条例４１・平２５条例１９・一部改正） 

（実施機関の責務） 

第３条 実施機関は、個人情報の保管等をするときは、個人情報に係る基本的人権の侵害を

防止するための措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなけ

ればならない。 

２ 実施機関は、この条例を適正に運用するために、所属職員の研修並びに市民及び事業者

の意識啓発に努めなければならない。 

（市民の責務） 

第４条 市民は、相互に個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利

を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たって個人情報の保

管等をするときは、個人情報に係る基本的人権の侵害を防止するための措置を講ずるとと

もに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。 

第２章 個人情報の保管等の制限 

（保管等の一般的制限） 
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第６条 実施機関は、個人情報の保管等をするときは、その所掌する事務の目的達成に必要

な範囲内で行わなければならない。 

２ 実施機関は、次に掲げる個人情報の保管等をしてはならない。ただし、法令若しくは条

例に特別の定めがあるとき又はあらかじめ審議会の意見を聴いて行政執行のために特に

必要があると認めたときは、この限りでない。 

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項 

(2) 社会的差別の原因となる諸事実に関する事項 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が審議会の意見を聴いて市民の基本的人権を侵害

するおそれがあると認めた事項 

（平１３条例２４・平２４条例３・一部改正） 

（業務の登録） 

第７条 実施機関は、個人情報の保管等に係る業務を新たに開始しようとするときは、あら

かじめ、次に掲げる事項を、規則で定めるところにより市長に届け出て、その登録を受け

なければならない。登録された業務を変更し、又は廃止する場合も、同様とする。 

(1) 業務の名称 

(2) 業務の目的 

(3) 個人情報の対象者 

(4) 個人情報管理責任者 

(5) 個人情報の記録項目 

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ないときは、業務を開始し、

変更し、又は廃止した日以後において、同項の届出をすることができる。 

３ 市長は、前２項の規定による登録又は登録の変更若しくは登録の抹消をしたときは、速

やかにその旨を審議会に報告しなければならない。この場合において、審議会は、登録事

項について意見を述べることができる。 

４ 市長は、第１項及び第２項の規定による登録又は登録の変更若しくは登録の抹消に係る

事項を規則で定めるところにより公表するとともに、一般の閲覧に供さなければならない。 

（収集の制限） 

第８条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ収集の目的及び根拠を明らか

にして、適法かつ公正な手続により、当該個人（以下「本人」という。）から直接収集し

なければならない。 
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２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、個人情

報を本人以外のものから収集することができる。 

(1) 本人の同意があるとき。 

(2) 法令又は条例に特別の定めがあるとき。 

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる

とき。 

(4) 出版、報道等により、既に公知性が生じているとき。 

(5) 他の実施機関から次条第３項各号のいずれかに該当する提供を受けたとき。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要があると実施機関が審議会の意見を聴いて

認めたとき。 

３ 実施機関は、前項第３号又は第６号の規定により、個人情報を本人以外のものから収集

したときは、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見

を聴いて適当と認めたときは、本人への通知を省略することができる。 

４ 法令等の規定により、本人又はその代理人が申請、届出その他これらに類する行為を行

ったときは、第１項の規定による収集がなされたものとみなす。 

（目的外利用及び外部提供の制限） 

第９条 実施機関は、あらかじめ本人の同意があるときを除き、登録した業務の目的の範囲

を超えて個人情報を利用（以下「目的外利用」という。）してはならない。 

２ 実施機関は、あらかじめ本人の同意があるときを除き、登録した業務の目的の範囲を超

えて個人情報を実施機関以外のものに提供（以下「外部提供」という。）してはならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において

は、本人の同意を得ないで目的外利用又は外部提供（以下「目的外利用等」という。）を

することができる。 

(1) 法令又は条例に特別の定めがあるとき。 

(2) 情報公開条例第７条第１号ただし書に該当する情報であるとき。ただし、同号エに

該当するものについては同条例の施行日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した

公文書に記録されている情報に限る。 

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる

とき。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要があると実施機関が審議会の意見を聴いて

認めたとき。 
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４ 実施機関は、前項第３号及び第４号の規定に該当して目的外利用等をしたときは、速や

かにその事実を本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いて適当と認

めたときは、本人への通知を省略することができる。 

５ 実施機関は、目的外利用等をしたときは、規則で定める事項を記録し、及び保存すると

ともに、速やかに市長に届け出なければならない。 

６ 市長は、前項による届出を受けたときは、審議会へ報告しなければならない。 

７ 実施機関は、外部提供する場合において必要があると認めるときは、提供先に対し、提

供に係る個人情報についてその使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付

し、又は安全確保の措置を講ずることを求めるものとする。 

（平１３条例２４・平１６条例４０・一部改正） 

（オンライン結合等の制限） 

第１０条 実施機関は、市の電子計算組織と市以外の者が管理する電子計算組織との通信回

線による結合及び磁気テープ等による個人情報の提供（以下「オンライン結合等」という。）

を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(1) 法令に定めがあるとき。 

(2) 実施機関が審議会の意見を聴いて公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵

害するおそれがないと認めるとき。 

２ 実施機関は、前項ただし書の規定による処理を行う場合は、実施機関において十分な個

人情報の保護措置を講ずるとともに、接続先においてその漏えいの防止その他の個人情報

の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 

３ 実施機関は、第１項第１号の規定によりオンライン結合等をしたときは、審議会に報告

しなければならない。 

（平１８条例７・平２４条例３・一部改正） 

（適正な維持管理） 

第１１条 実施機関は、個人情報の保管等をするときは、個人情報の正確性及び安全性を確

保するため、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、適正に維持管理しなければなら

ない。 

(1) 個人情報は、登録した業務の目的に必要な範囲内で正確、完全かつ 新のものに保

つこと。 

(2) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること。 

２ 実施機関は、個人情報の保管が必要でなくなったときは、確実かつ速やかにこれを廃棄
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又は消去しなければならない。 

（個人情報管理責任者） 

第１２条 実施機関は、個人情報の適正な維持管理を図るため、個人情報管理責任者（以下

「管理責任者」という。）を置かなければならない。 

２ 管理責任者は、個人情報の保管等の状況を点検し、所属職員に対する指導及び監督に努

めなければならない。 

（職員の義務） 

第１３条 実施機関の職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条に規定する

一般職及び特別職の職員並びに久留米市土地開発公社の役員及び職員をいう。）は、職務

上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。そ

の職を退いた後も、同様とする。 

（平１６条例４０・平１８条例７・一部改正） 

第３章 個人情報の開示請求等の権利 

（開示を請求する権利） 

第１４条 何人も、実施機関が保管等をしている自己に関する個人情報の開示（個人情報が

存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。）を請求することができる。 

（平１５条例２７・平１６条例３・平１８条例７・一部改正） 

（個人情報の開示義務） 

第１４条の２ 実施機関は、前条の規定による開示の請求（以下「開示請求」という。）が

あったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」と

いう。）のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求をした者（以下「開示請求者」

という。）に対し、当該開示請求に係る個人情報を開示しなければならない。 

(1) 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する部分を除

く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者

以外の個人を識別できるもの（他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定

の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は開示請求者以外の特定の

個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の

権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げるものを除く。 

ア 法令及び条例（以下「法令等」という。）の規定により又は慣行として開示請求者

が知ることができ、又は知ることが予定されている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認め
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られる情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項に

規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第２

項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立行

政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０号）第２条第

１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員、地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員、久留米市土地開発公社

の役員及び職員並びに地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１

１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員及び

職員をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であると

きは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び職務遂行の内容に係る部分 

(2) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び久

留米市土地開発公社を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は開示請求者以

外の事業を営む個人の当該事業等に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人

の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる

情報を除く。 

ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあるもの 

イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、

法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該

条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認めら

れるもの 

(3) 法令等の規定に基づき、開示することができないとされているもの 

(4) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人からの委託、協議若

しくは依頼に基づいて作成し、又は入手した個人情報であって、開示することにより、

国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人との協力関係を著しく害

するおそれがあると認められるもの 

(5) 市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国、独立行政法人等、他の地方公

共団体及び地方独立行政法人の機関との間における審議、検討、調査研究等に関するも

のであって、開示することにより、当該審議、検討、調査研究等に著しい支障が生ずる

おそれがあると認められるもの 
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(6) 行政上の取締り、調査、交渉、争訟その他の事務又は事業に関するものであって、

開示することにより、当該事務又は事業の目的を失わせ、若しくは公正、円滑な執行に

著しい支障を生ずるおそれがあると認められるもの 

(7) 個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全の確保の

ため、開示しないことが必要と認められるもの 

(8) 個人の評価、診断、判定等に関する情報であって、本人に知らせないことが正当と

認められるもの 

(9) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて開示しないことが公

益上特に必要と認めたもの 

２ 実施機関は、不開示情報であっても、期間の経過により開示を拒む理由がなくなったと

きは、これを開示しなければならない。 

３ 実施機関は、請求に係る個人情報の記録に不開示情報が記録されている場合において、

不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、

当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 

（平１８条例７・追加、平１８条例３９・平１９条例２４・一部改正） 

（個人情報の存否に関する情報） 

第１４条の３ 開示請求に対し、当該請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだ

けで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明ら

かにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 

（平１８条例７・追加） 

（公益上の理由による裁量的開示） 

第１４条の４ 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報（第１４条の２第１項第

３号の情報を除く。）が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特

に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。 

（平１８条例７・追加） 

（訂正を請求する権利） 

第１５条 何人も、実施機関が保管等をしている自己に関する個人情報について事実に誤り

があると認めるときは、当該実施機関に対して、当該個人情報の訂正を請求することがで

きる。 

（削除を請求する権利） 

第１６条 何人も、実施機関が第６条の規定による保管等の制限を超え、又は第８条第１項
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若しくは第２項の規定によらないで自己に関する個人情報を収集したと認めるときは、当

該実施機関に対して、当該個人情報の削除を請求することができる。 

（目的外利用等の中止を請求する権利） 

第１７条 何人も、実施機関が第９条第１項から第３項までの規定によらないで自己に関す

る個人情報の目的外利用等をし、又はしようとしていると認めるときは、当該実施機関に

対して、当該個人情報の目的外利用等の中止を請求することができる。 

２ 実施機関は、前項の規定により目的外利用等の中止の請求がなされたときは、第１９条

の規定により、当該請求に対する諾否の決定を行うまでの間、当該請求に係る個人情報の

目的外利用等を仮に中止するものとする。 

（請求の手続） 

第１８条 第１４条の規定による開示の請求、第１５条の規定による訂正の請求、第１６条

の規定による削除の請求又は前条第１項の規定による目的外利用等の中止の請求をしよ

うとする者（以下「請求者」という。）は、実施機関に対して、本人であることを明らか

にして、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。 

(1) 請求者の氏名及び住所 

(2) 請求に係る個人情報の記録の内容 

(3) 訂正、削除又は中止の内容 

(4) 前３号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 

（平１８条例７・平２４条例３・一部改正） 

（請求に対する決定等） 

第１９条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求があった日の翌日

から起算して、開示の請求にあっては１４日以内に、訂正、削除又は目的外利用等の中止

の請求にあっては２８日以内に当該請求に対する諾否の決定をし、速やかに請求者に通知

しなければならない。 

２ 実施機関は、前項の場合において、開示しないことに決定した不開示情報が期間の経過

により不開示情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示できるときは、その期日を明ら

かにしなければならない。 

３ 実施機関は、やむを得ない理由により、第１項の期間内に同項の決定をすることができ

ないときは、その期間を１４日を限度として延期することができる。この場合において、

実施機関は、当該理由を請求者に速やかに通知しなければならない。 

（平８条例２４・平１６条例４０・平１８条例７・一部改正） 
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（開示決定等の期限の特例） 

第１９条の２ 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるときその他やむを得ない理由

により、開示請求があった日の翌日から起算して２８日以内にそのすべてについて当該請

求に対する諾否の決定（以下「開示決定等」という。）をすることにより事務の遂行に著

しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請

求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情

報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、

同条第１項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなけ

ればならない。 

(1) 本条を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限 

２ 訂正、削除又は目的外利用等の中止の決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前

条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正、削除又は目的外利用等の中止の決定等をす

れば足りる。この場合において、実施機関は、前条第１項に規定する期間内に、請求者に

対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

(1) 本条を適用する旨及びその理由 

(2) 訂正、削除又は目的外利用等の中止の決定等をする期限 

（平１８条例７・追加） 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第１９条の３ 実施機関は、開示請求に係る個人情報に市及び久留米市土地開発公社並びに

他の地方公共団体、地方独立行政法人、国及び独立行政法人等並びに開示請求者以外のも

の（以下「第三者」という。）に関する情報が記録されているときは、開示決定等をする

に当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る情報の表示その他規則で定め

る事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１９条第１項の決定に先立ち、

当該第三者に対し、開示請求に係る個人情報の件名その他規則で定める事項を書面により

通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が

判明しない場合又は公益上緊急に開示する必要がある場合は、この限りでない。 

(1) 第三者に関する情報が記録されている個人情報を開示しようとする場合であって、

当該情報が、第１４条の２第１項第１号イ又は同項第２号ただし書に規定する情報に該

当すると認められるとき。 
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(2) 第三者に関する情報が記録されている個人情報を第１４条の４の規定により開示し

ようとするとき。 

３ 実施機関は、前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者

に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示請求に

係る個人情報の開示を承諾する旨の決定（以下「開示決定」という。）をするときは、開

示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも１４日間を置かなければならない。こ

の場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書を提出した第三者に対し、開

示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければなら

ない。 

（平１８条例７・追加） 

（決定後の手続等） 

第２０条 実施機関は、第１９条第１項の規定により個人情報を開示することに決定したと

きは、請求者に対して、当該開示決定をした日の翌日から起算して７日以内に当該個人情

報の開示をしなければならない。 

２ 個人情報の開示は、閲覧、写しの交付又は視聴により、電磁的記録については、その種

別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。 

３ 実施機関は、個人情報を開示することにより、当該個人情報を汚損し、又は破損するお

それがあると認めるときその他相当な理由があるときは、当該個人情報を複写したものを

開示することができる。 

４ 実施機関は、第１９条第１項の規定により訂正、削除又は目的外利用等の中止を決定し

たときは、速やかに当該個人情報の訂正、削除又は目的外利用等の中止をしなければなら

ない。この場合において、実施機関は、その旨を請求者及び現に当該個人情報の目的外利

用等をしているものに対し、通知するものとする。 

（平１６条例４０・平１８条例７・一部改正） 

（簡易な手続による開示） 

第２０条の２ 実施機関が開示することについて明らかに支障がないものとしてあらかじ

め定めた個人情報については、第１８条の規定にかかわらず、口頭その他実施機関が定め

る簡易な方法により、開示請求することができる。 

２ 前項の規定により開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る個人情報の

本人であることを示す書類で実施機関が定めるものを提示し、又は提出しなければならな

い。 
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３ 実施機関は、第１項の規定による開示請求があったときは、第１９条第１項の規定にか

かわらず、当該実施機関が定める方法により直ちに開示するものとする。 

（平２４条例３・追加） 

（手数料等） 

第２１条 第２０条の規定による個人情報の閲覧、視聴、訂正、削除及び目的外利用等の中

止又は前条の規定による個人情報の開示（閲覧に限る。）に要する手数料は、無料とする。 

２ 前２条の規定による個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とす

る。 

（平２４条例３・一部改正） 

第４章 救済手続及び救済機関 

（不服申立て） 

第２２条 この条例による個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止の請求に対

する処分に不服のある者は、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）による不服申

立てをすることができる。 

２ 前項の不服申立てがあった場合において、裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号

のいずれかに該当する場合を除き、当該不服申立てが行われた日の翌日から起算して１４

日以内に審査会に諮問しなければならない。 

(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。 

(2) 不服申立てに係る開示決定等（開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の

決定を除く。以下この号及び第２２条の３において同じ。）を取り消し、又は変更し、

当該不服申立てに係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決

定等について反対意見書が提出されているときを除く。 

(3) 不服申立てに係る訂正決定等（訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除

く。）を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正

をすることとするとき。 

(4) 不服申立てに係る削除決定等（削除請求の全部を容認して削除をする旨の決定を除

く。）を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る削除請求の全部を容認して削除

をすることとするとき。 

(5) 不服申立てに係る目的外利用等の中止の決定等（目的外利用等の中止の請求の全部

を容認して目的外利用等の中止をする旨の決定を除く。）を取り消し、又は変更し、当

該不服申立てに係る目的外利用等の中止の請求の全部を容認して目的外利用等の中止
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をすることとするとき。 

３ 第１項の不服申立てについて裁決又は決定をすべき実施機関は、審査会の答申を受けた

ときは、当該答申のあった日の翌日から起算して１４日以内に当該不服申立てに対する裁

決又は決定をしなければならない。この場合において、実施機関は、審査会の答申を尊重

しなければならない。 

（平１６条例４０・平１８条例７・平２５条例１９・一部改正） 

（諮問をした旨の通知） 

第２２条の２ 実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。 

(1) 不服申立人及び参加人 

(2) 請求者（当該請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。） 

(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者（当該第三

者が不服申立人又は参加人である場合を除く。） 

（平１８条例７・追加、平１８条例３９・一部改正） 

（第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続等） 

第２２条の３ 第１９条の３第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定

をする場合について準用する。 

(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定 

(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する

旨の裁決又は決定（第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思

を表示している場合に限る。） 

（平１８条例７・追加） 

（審査会） 

第２３条 審査会は、この条例によりその権限に属することとされた事項を処理する。 

２ 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、不服申立人、実施機関の職員その他

の関係者に対して、意見若しくは説明又は必要な書類の提出を求めることができる。 

３ 審査会は、第２２条第２項の規定により諮問を受けたときは、当該諮問があった日から

起算して９０日以内に諮問した実施機関に答申しなければならない。ただし、やむを得な

い理由があるときは、この期間を延長することができる。 

（平１６条例４０・平１８条例７・平２５条例１９・一部改正） 

第５章 情報公開・個人情報保護審議会 

（平１３条例２４・全改） 
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（審議会） 

第２４条 審議会は、この条例によりその権限に属することとされた事項を処理するほか、

個人情報保護制度の運営に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議

し、又は実施機関に意見を述べることができる。 

（平１３条例２４・全改、平１６条例４０・一部改正） 

第６章 個人情報処理受託者等の個人情報の保護、勧告等 

（平１８条例７・改称） 

（個人情報処理受託者の義務等） 

第２５条 実施機関から個人情報の処理の委託を受けた者（以下「受託者」という。）は、

当該受託した処理業務の範囲内で個人情報の保護について、実施機関と同様の義務を負う

ものとする。 

２ 実施機関は、個人情報の処理を委託するときは、当該契約において、個人情報の適切な

取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。 

３ 受託者（受託した業務の再委託を受けた者を含む。）において受託した業務に従事して

いる者又は従事していた者（以下「受託業務従事者」という。）は、当該受託業務に関し

て知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

（平１８条例７・一部改正） 

（指定管理者の義務等） 

第２６条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により市の

指定を受けた者（以下「指定管理者」という。）は、当該指定に係る業務（以下「指定業

務」という。）の範囲内で個人情報の保護について、実施機関と同様の義務を負うものと

する。 

２ 実施機関は、指定管理者に対し、当該指定業務における個人情報の適切な取扱いについ

て指定管理者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。 

３ 指定管理者において公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者（以下

「指定業務従事者」という。）は、当該指定業務に関して知り得た個人情報をみだりに他

人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

（平１８条例７・全改） 

（苦情の処理のあっせん等） 

第２６条の２ 市長は、事業者における個人情報の取扱いに関し、市民から苦情の相談があ

ったときは、当該苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせ
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んその他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（平１８条例７・追加） 

（事業者に対する措置） 

第２６条の３ 市長は、事業者において個人情報の適正な取扱いが確保されるように、助言

又は指導その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 市長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、当該

事業者に対し、その事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提出

を求めることができる。 

３ 市長は、事業者が前項の規定による説明を正当な理由なく行わず、若しくは虚偽の説明

を行い、若しくは同項の規定による資料を正当な理由なく提出せず、若しくは虚偽の資料

を提出したとき、又は事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、

審議会の意見を聞いたうえで、当該事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告する

ことができる。 

（平１８条例７・追加） 

（違反事実の公表） 

第２７条 市長は、事業者が前条第３項の規定による勧告に従わないときは、その事実を公

表することができる。この場合において、審議会の意見を聴かなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、違反事実の有無等について事業者

に対して意見陳述の機会を与えなければならない。 

（平８条例２４・平１８条例７・一部改正） 

第７章 出資法人等の義務及び国等への要請 

（出資法人等の義務） 

第２８条 市が出資する法人で規則で定めるものは、個人情報の保管等に関し、実施機関に

準じた保護措置を講ずるものとする。 

２ 市長は、前項に規定する法人以外のもの又は市が加入している一部事務組合に対して、

個人情報の保管等に関し、適切な措置を講ずるよう協力を要請するものとする。 

（国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人等との協力） 

第２９条 実施機関は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国、独立行

政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人等に対して、適切な措置を講ずるよう

協力を求めるものとする。 

２ 実施機関は、事業者が行う個人情報の保管等に関し、国、他の地方公共団体等が行う施
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策に協力することを求められたときは、その求めに応ずるものとする。 

（平１５条例２７・平１６条例３・平２４条例３・一部改正） 

第８章 雑則 

（苦情処理） 

第３０条 市長は、市の機関の保有する個人情報の利用、提供又は開示、訂正、削除若しく

は目的外利用等の中止の請求に係る苦情その他個人情報の保管等に関する苦情の適切か

つ迅速な処理に努めなければならない。 

（他の法令等との関係） 

第３１条 個人情報の閲覧、縦覧、視聴、写しの交付、訂正、削除又は目的外利用等の中止

についての手続が他の法令又は条例に定められている場合は、その定めるところによるも

のとする。 

２ 図書館その他これに類する市の施設において収集、整理及び保存している個人情報で、

市民の利用に供することを目的としているものについては、この条例は適用しない。 

（運用状況の公表） 

第３２条 市長は、毎年この条例の運用状況について公表するものとする。 

（委任） 

第３３条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。 

（平１８条例７・旧第３４条繰上、平２４条例３・一部改正） 

第９章 罰則 

（平１８条例７・追加） 

（罰則） 

第３４条 実施機関の職員（地方公務員法第３条第２項に規定する一般職並びに市長、副市

長、教育長、企業管理者及び常勤の監査委員並びに久留米市土地開発公社の役員及び職員

に限る。以下第３６条において同じ。）若しくは職員であった者若しくは受託業務従事者

又は指定業務従事者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公

文書又は指定管理者が管理している文書（公の施設の管理業務に関するものであって、図

画、写真、フィルム及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られた記録をいう。）を含む。次条において同じ。）で

あって、一定の事務目的達成のために電子計算機を用いて特定の個人情報を検索できるよ

う体系的に構成したもの（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）を提

供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 
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（平１８条例７・追加、平１８条例３９・一部改正） 

第３５条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録されている個人情

報又は指定管理者が管理している文書に記録されている個人情報を自己若しくは第三者

の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は５０万円以

下の罰金に処する。 

（平１８条例７・追加） 

第３６条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的

で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、１

年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

（平１８条例７・追加） 

第３７条 前３条の規定は、本市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 

（平１８条例７・追加） 

第３８条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、

５万円以下の過料に処する。 

（平１８条例７・追加） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３年１０月１日から施行する。ただし、第５章の規定は、公布の日か

ら施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に行われている個人情報の保管等に係る業務の届出については、

第７条第１項中「業務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」を「業務について

は」と読み替えて同条の規定を適用する。 

（田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置） 

３ 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日（以下「編入日」という。）の前日ま

でに、田主丸町情報公開条例（平成１２年田主丸町条例第３１号）、城島町個人情報保護

条例（平成１３年城島町条例第１８号）又は三潴町個人情報保護条例（平成１４年三潴町

条例第２２号）の規定によりなされた不服申立て（田主丸町情報公開条例については、自

己情報の開示に関してなされたものに限る。）は、この条例第２２条第１項の不服申立て

とみなす。 

（平１６条例４０・追加） 
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４ 前項に規定するもののほか、編入日の前日までに、田主丸町情報公開条例（自己情報の

開示に関するものに限る。）、北野町電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条

例（昭和６３年北野町条例第１２号）、城島町個人情報保護条例又は三潴町個人情報保護

条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

（平１６条例４０・追加） 

附 則（平成８年１２月２４日条例第２４号附則第４項）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年９月２８日条例第２４号附則第１１項）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年９月２９日条例第２７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１６年３月３０日条例第３号） 

この条例は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年１２月２８日条例第４０号） 

この条例は、平成１７年２月５日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３０日条例第７号） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第８章の次に１章を加える改正

規定は、平成１８年７月１日から施行する。 

附 則（平成１８年１２月２１日条例第３９号）抄 

（施行期日等） 

１ この条例は、平成１９年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（久留米市個人情報保護条例に関する経過措置） 

４ 収入役在職期間中に限り、第３条の規定による改正後の久留米市個人情報保護条例第３

４条中「副市長」とあるのは「副市長、収入役」とする。 

５ 第３条の規定による改正後の久留米市個人情報保護条例第３４条中「職員であった者」

には、助役又は収入役であった者を含む。 

附 則（平成１９年９月２５日条例第２４号）抄 

（施行期日） 
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１ この条例は、平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１２月２６日条例第４１号） 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２９日条例第３号） 

この条例は、平成２４年５月１日から施行する。 

附 則（平成２５年６月２６日条例第１９号附則第２項）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

３ この条例による改正前の久留米市情報公開条例第２０条第１項の規定により置かれた

久留米市情報公開審査会（以下「旧情報公開審査会」という。）及びこの条例による改正

前の久留米市個人情報保護条例第２３条第１項の規定により置かれた久留米市個人情報

保護審査会（以下「旧個人情報保護審査会」という。）は、改正後の久留米市情報公開条

例（以下「新条例」という。）第２０条第１項の規定により置かれた審査会（以下「新審

査会」という。）となり、同一性をもって存続するものとする。 

４ この条例の施行の際、旧情報公開審査会の委員である者及び旧個人情報保護審査会の委

員である者は、この条例の施行日（以下、単に「施行日」という。）に新条例第２０条第

３項の規定により新審査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委

嘱されたものとみなされる委員の任期は、同条第４項の規定にかかわらず、平成２５年１

１月１７日までとする。 
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○久留米市情報公開条例 

平成１３年９月２８日 

久留米市条例第２４号 

改正 平成１５年９月２９日条例第２６号 

平成１６年３月３０日条例第３号 

平成１６年１２月２８日条例第３９号 

平成１８年３月３０日条例第８号 

平成１９年９月２５日条例第２４号 

平成２０年１２月２６日条例第４１号 

平成２５年６月２６日条例第１９号 

久留米市情報公開条例（昭和６２年久留米市条例第９号）の全部を改正する。 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 公文書の開示（第５条―第１７条） 

第３章 不服申立て等（第１８条―第２８条） 

第４章 情報公開の総合的な推進（第２９条―第３３条） 

第５章 雑則（第３４条―第３７条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示

を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定

めることにより、市が市政について市民に説明する責務を全うするようにし、市民と市と

の信頼関係の増進と市民の市政参加の推進を図り、もって公正かつ透明で民主的な市政の

発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「実施機関」とは、市長、企業管理者、教育委員会、選挙管理委

員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会並びに久留

米市土地開発公社をいう。 

２ この条例において「公文書」とは、実施機関の職員（久留米市土地開発公社にあっては

役員を含む。以下同じ。）が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及
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び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関が管理しているもの

をいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的

として発行されるもの 

(2) 図書館その他これに類する市の施設において、一般の利用に供することを目的とし

て管理しているもの 

（平１６条例３９・平２０条例４１・一部改正） 

（実施機関の責務） 

第３条 実施機関は、この条例の定めるところにより、公文書を迅速かつ積極的に開示する

よう努めなければならない。 

２ 実施機関は、視聴覚障害者等への公文書の開示に当たっては、請求手続、開示方法等に

関し、その利便を図るよう 大限の配慮をしなければならない。 

３ 実施機関は、公文書の開示に当たっては、個人の秘密、個人の私生活その他の他人に知

られたくない個人に関する情報がみだりに公にされないよう 大限の配慮をしなければ

ならない。 

（利用者の責務） 

第４条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例

の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによっ

て得た情報を適正に用いなければならない。 

２ 何人も、この条例の定めるところにより開示された情報を濫用し、他者の権利利益を侵

害してはならない。 

第２章 公文書の開示 

（開示請求権） 

第５条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の開示を請求す

ることができる。 

（開示請求の手続） 

第６条 公文書の開示の請求（以下「開示請求」という。）をしようとするものは、実施機

関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。 

(1) 請求しようとするものの氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、名称、事務

所又は事業所の所在地及び代表者の氏名） 



資料７ 

 

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項 

(3) その他規則で定める事項 

２ 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの（以下

「請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。こ

の場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努め

なければならない。 

（公文書の開示義務） 

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる

情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、請求者に

対し、当該公文書を開示しなければならない。 

(1) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、

特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人

を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはで

きないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただ

し、次に掲げる情報を除く。 

ア 法令及び条例（以下「法令等」という。）の規定により又は慣行として公にされ、

又は公にすることが予定されている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認め

られる情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項に

規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第２

項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立行

政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０号）第２条第

１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員、地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員、久留米市土地開発公社

の役員及び職員並びに地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１

１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員及び

職員をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であると

きは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分 

エ 実施機関が実施する事務事業であって予算執行を伴うものに係る情報のうち公に

することが公益上必要なものとして、実施機関があらかじめ公示した基準に該当する
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もの 

(2) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び久

留米市土地開発公社を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個

人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の

権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるもの。ただし、

人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められ

る情報を除く。 

(3) 市の機関及び久留米市土地開発公社並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体

及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であ

って、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損な

われるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を

与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

(4) 市の機関若しくは久留米市土地開発公社又は国、独立行政法人等、他の地方公共団

体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすること

により、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするお

それ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市若しくは久留米市土地開発公社又は国、

独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当

事者としての地位を不当に害するおそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

オ 市若しくは久留米市土地開発公社又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若し

くは地方独立行政法人が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利

益を害するおそれ 

(5) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防

又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報 

(6) 法令等の規定又は実施機関が法令上従う義務を有する国の機関等の指示により、公

にすることができないと認められる情報 

(7) 公にしないことを条件に法人等又は個人から任意に提供された情報であって、当該
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情報の性質又は実施機関に対する当該提供者の信頼保護の必要度に照らし、公にしない

ことが合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護

するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。 

(8) 公にすることにより、社会的差別につながるおそれがある情報 

（平１５条例２６・平１６条例３・平１６条例３９・平１９条例２４・一部改正） 

（公文書の部分開示） 

第８条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合にお

いて、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、請求

者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 

２ 開示請求に係る公文書に前条第１号の情報（特定の個人を識別することができるものに

限る。）が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することが

できることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害され

るおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれない

ものとみなして、前項の規定を適用する。 

（公文書の存否に関する情報） 

第９条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、

不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしな

いで、当該開示請求を拒否することができる。 

（公益上の理由による裁量的開示） 

第１０条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報（第７条第６号の情報を除く。）

が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、

当該公文書を開示することができる。 

（開示請求に対する決定及び通知） 

第１１条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の

決定をし、請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知し

なければならない。 

２ 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき（第９条の規定により開示

請求を拒否するとき、及び開示請求に係る公文書を管理していないときを含む。）は、開

示をしない旨の決定をし、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

この場合において、当該公文書を開示することができることとなる期日が明らかであると

きは、その期日を記載しなければならない。 
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（開示決定等の期限） 

第１２条 前条各項の決定（以下「開示決定等」という。）は、開示請求があった日の翌日

から起算して１４日以内にしなければならない。ただし、第６条第２項の規定により補正

を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示決定等をすべき期

間を、前項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して１４日を限度として延長する

ことができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及

び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

３ 請求者は、実施機関が第１項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して１４日を

経過した後においても、開示請求に係る公文書の開示決定等をしないとき（次条第１項の

通知があったときを除く。）は、当該開示決定等がされていない公文書を開示しない旨の

決定があったものとみなすことができる。 

（開示決定等の期限の特例） 

第１３条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるときその他やむを得ない理由により、

開示請求があった日の翌日から起算して２８日以内にそのすべてについて開示決定等を

することが困難である場合には、前条第１項及び第２項の規定にかかわらず、実施機関は、

開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公

文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関

は、同条第１項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知し

なければならない。 

(1) 本項を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限 

２ 請求者は、前項の規定による通知があった場合において、実施機関が同項第２号に規定

する期限を経過した後においても、開示請求に係る公文書の開示決定等をしないときは、

当該開示決定等がされていない公文書を開示しない旨の決定があったものとみなすこと

ができる。 

（理由付記） 

第１４条 実施機関は、第１１条各項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を

開示しないときは、請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなけれ

ばならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び

当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならな
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い。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第１５条 実施機関は、開示請求に係る公文書に市及び久留米市土地開発公社並びに他の地

方公共団体、地方独立行政法人、国及び独立行政法人等並びに請求者以外のもの（以下こ

の条、次条、第１８条及び第１９条において「第三者」という。）に関する情報が記録さ

れているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求

に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機

会を与えることができる。 

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１１条第１項の決定（以下「開

示決定」という。）に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規

則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

ただし、当該第三者の所在が判明しない場合又は公益上緊急に開示する必要がある場合は、

この限りでない。 

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当

該情報が第７条第１号イ、同条第２号ただし書又は同条第７号ただし書に規定する情報

に該当すると認められるとき。 

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第１０条の規定により開示しようと

するとき。 

３ 実施機関は、前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書

の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、

開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも１４日間を置かなければならない。

この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書（次条及び第１８条におい

て「反対意見書」という。）を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並

びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 

（平１５条例２６・平１６条例３・平１６条例３９・一部改正） 

（開示の実施及び方法） 

第１６条 実施機関は、開示決定をしたときは、請求者に対し、当該開示決定をした日の翌

日から起算して７日以内に公文書を開示しなければならない。ただし、第三者が反対意見

書を提出した場合においては、前条第３項に定める期間の経過後速やかに開示しなければ

ならない。 

２ 公文書の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧若しくは視聴又は写し
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の交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関

が定める方法により行う。 

３ 前項の閲覧又は視聴の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の

保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写し

により、これを行うことができる。 

（費用負担） 

第１７条 この章の規定により開示請求をして、公文書の写しの交付を受けるものは、当該

写しの交付に要する費用を負担しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合において公文書の写しを交付するときは、当

該写しの交付に要する費用の負担を免除することができる。 

(1) 国、独立行政法人等、地方公共団体若しくは地方独立行政法人又はこれに準ずる団

体から請求があったとき。 

(2) 大学その他の公共的研究機関から調査研究のため、請求があったとき。 

(3) 報道機関から本市行政に関し報道するため、請求があったとき。 

(4) その他特別な理由があると市長又は企業管理者が認めるとき。 

（平１５条例２６・平１６条例３・一部改正） 

第３章 不服申立て等 

（審査会への諮問等） 

第１８条 開示決定等（第１２条第３項又は第１３条第２項の規定により公文書を開示しな

い旨の決定があったものとみなされた場合における当該あったものとみなされた決定を

含む。以下同じ。）について行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）による不服申

立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次に掲

げる場合を除き、当該不服申立てが行われた日の翌日から起算して１４日以内に、久留米

市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。 

(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。 

(2) 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等（開示請求に係る公文書の全部を開

示する旨の決定を除く。以下この号及び第１９条において同じ。）を取り消し、又は変

更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開

示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。 

２ 前項の規定により諮問をした実施機関（以下「諮問実施機関」という。）は、次に掲げ

る者に対し、直ちに諮問をした旨を書面により通知しなければならない。 
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(1) 不服申立人及び参加人 

(2) 請求者（当該請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。） 

(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者（当該第三

者が不服申立人又は参加人である場合を除く。） 

（平２５条例１９・一部改正） 

（第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続） 

第１９条 第１５条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場

合について準用する。 

(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定 

(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨

の裁決又は決定（第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している

場合に限る。） 

（情報公開・個人情報保護審査会） 

第２０条 第１８条第１項及び久留米市個人情報保護条例（平成３年久留米市条例第１７号。

以下「個人情報保護条例」という。）第２２条第２項に規定する諮問に応じ、不服申立て

について調査審議するため、久留米市情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」と

いう。）を置く。 

２ 審査会は、前項の規定によりその権限に属する事項を処理するほか、当該不服申立てに

関し、諮問実施機関に対して意見を述べることができる。 

３ 審査会は、市長が委嘱する１０人以内の委員をもって組織する。 

４ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（平２５条例１９・一部改正） 

（部会） 

第２１条 審査会は、必要に応じ、部会を置くことができる。 

（調査権限） 

第２２条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、不服申立てのあっ

た開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、

審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。 

２ 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではな
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らない。 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、不服申立てのあった開示

決定等に係る公文書の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作

成し、審査会に提出するよう求めることができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事案に関し、不服申

立人、参加人又は諮問実施機関（以下「不服申立人等」という。）に意見書又は資料の提

出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調

査をすることができる。 

（意見の陳述等） 

第２３条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で

意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める

ときは、この限りでない。 

２ 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人と

ともに出頭することができる。 

３ 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料の提出をすることができる。ただし、

審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提

出しなければならない。 

（提出資料の閲覧） 

第２４条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求

めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると

認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。 

２ 審査会は、前項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。 

（調査審議手続の非公開） 

第２５条 審査会の行う不服申立てに係る調査及び審議の手続は、公開しない。 

（答申） 

第２６条 審査会は、第１８条第１項の規定により諮問があったときは、当該諮問があった

日から起算して９０日以内に諮問実施機関に答申しなければならない。ただし、やむを得

ない理由があるときは、この期間を延長することができる。 

２ 審査会は、前項の答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付する

とともに、答申の内容を公表するものとする。 

（諮問実施機関の裁決等） 
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第２７条 諮問実施機関は、審査会の答申を尊重しなければならない。 

２ 諮問実施機関は、審査会の答申があったときは、当該答申のあった日の翌日から起算し

て１４日以内に不服申立てに対する裁決又は決定をしなければならない。 

（その他の事項） 

第２８条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長

が規則で定める。 

第４章 情報公開の総合的な推進 

（情報公開の総合的な推進） 

第２９条 市は、この条例に定める公文書の開示のほか、市政に関する情報を市民が迅速か

つ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。 

（情報提供施策等の充実） 

第３０条 市は、広報媒体の効果的な活用及び自主的広報手段の充実に努めるとともに、行

政資料等を広く市民の利用に供し、市民が必要とする情報を的確に提供できるよう情報提

供施策及び情報公表施策の充実に努めるものとする。 

（出資法人等の情報公開） 

第３１条 市が出資その他財政支出等を行っている法人であって、市長が定めるもの（以下

「出資法人」という。）は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開を行う

ために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により市の指定を

受けた者（以下「指定管理者」という。）は、この条例の趣旨にのっとり、当該指定に係

る業務の範囲内でその保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努める

ものとする。 

３ 実施機関は、出資法人及び指定管理者に対し、前２項に定める必要な措置を講ずるよう

指導に努めるものとする。 

４ 第１項及び第２項に定めるもののほか、市が出資その他財政支出等を行っている団体は、

当該出資その他財政支出等の公共性にかんがみ、その状況に関する情報の公開に努めるも

のとする。 

（平１８条例８・一部改正） 

（会議の公開） 

第３２条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するもの（以下「附属機関等」という。）

は、その会議を公開するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。 
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(1) 法令等に特別の定めがある場合 

(2) 審議内容に不開示情報が含まれる場合 

(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な運営に著しい支障が生ずると認められ

る場合で、附属機関等の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととした

場合 

２ 前項に規定する会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めること

により行う。 

（情報公開・個人情報保護審議会） 

第３３条 情報公開に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議し、又

は実施機関に意見を述べるため、久留米市情報公開・個人情報保護審議会（以下「審議会」

という。）を置く。 

２ 審議会は、前項に規定する事項のほか、個人情報保護条例第２４条に規定する事項につ

いて、実施機関の諮問に応じて調査審議し、又は実施機関に意見を述べることができる。 

３ 審議会は、市長が委嘱する１０人以内の委員をもって組織する。 

４ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

６ 審議会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対して、意見

若しくは説明又は必要な書類の提出を求めることができる。 

７ 前各項で定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で

定める。 

（平２５条例１９・一部改正） 

第５章 雑則 

（情報目録の作成） 

第３４条 実施機関は、公文書の検索に必要な目録を作成し、一般の利用に供しなければな

らない。 

（公文書の管理） 

第３５条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理

しなければならない。 

２ 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の公文書の管理に関する必要な

事項について定めなければならない。 
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（他の法令との関係等） 

第３６条 この条例は、他の法令等の規定により、閲覧若しくは縦覧、又は謄本、抄本等の

交付の手続が定められている公文書については適用しない。ただし、この条例に規定する

方法と同一の方法で何人にも開示することとされている場合（開示の期間が定められてい

る場合にあっては、当該期間内に限る。）に限る。 

２ 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第１６条第２項

の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 

（委任） 

第３７条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。 

附 則抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の久留米市情報公開条例（以下「旧条例」という。）第

８条の規定によりされている情報の公開の請求は、改正後の久留米市情報公開条例（以下

「新条例」という。）第６条第１項の規定による開示請求とみなす。 

３ この条例の施行の際現にされている旧条例第１３条第１項に規定する行政不服審査法

の規定に基づく不服申立ては、新条例第１８条第１項に規定する同法に基づく不服申立て

とみなす。 

４ 前２項に規定するもののほか、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に旧

条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、新条例中にこれに相当する規定がある

場合には、当該相当する規定によりしたものとみなす。 

５ 旧条例第１４条第１項の規定により置かれた久留米市情報公開審査会（以下「旧審査会」

という。）は、新条例第２０条第１項の規定により置かれた審査会となり、同一性をもっ

て存続するものとする。 

６ この条例の施行の際現に委嘱された旧審査会の委員である者は、施行日に新条例第２０

条第３項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該

委嘱されたものとみなされる委員の任期は、同条第４項の規定にかかわらず、平成１５年

１０月３１日までとする。 

７ この条例の施行の際新条例第２０条第３項の規定により新たに委嘱される審査会の委

員の任期は、同条第４項の規定にかかわらず、平成１５年１０月３１日までとする。 
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８ 施行日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書については、新条例の規定は

適用しない。だだし、昭和６２年４月１日以後、施行日の前日までに実施機関の職員が作

成し、又は取得した公文書（旧条例第２条第１項に規定する情報に限る。以下「旧公文書」

という。）を除く。 

９ 旧公文書については、新条例第７条第１号エの規定は適用しない。 

（準備行為） 

１０ 新条例第７条第１号エの規定に基づき実施機関が基準を定めるための手続は、この条

例の施行前においても行うことができる。 

（田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置） 

１１ 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町（以下「旧４町」という。）の編入の日（以下

「編入日」という。）の前日までに、田主丸町情報公開条例（平成１２年田主丸町条例第

３１号）、北野町情報公開条例（平成１４年北野町条例第１０号）、城島町情報公開条例

（平成１３年城島町条例第１７号）又は三潴町情報公開条例（平成１４年三潴町条例第１

１号）（以下「旧町の条例」という。）の規定によりなされた不服申立ては、この条例第

１８条第１項の不服申立てとみなす。 

（平１６条例３９・追加） 

１２ 前項に規定するもののほか、編入日の前日までに旧町の条例の規定によりなされた処

分、手続、その他の行為は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（平１６条例３９・追加） 

１３ 編入日の前日までに旧４町の職員が作成し、又は取得した公文書のうち、次の各号に

掲げるものについては、この条例の規定は適用しない。 

(1) 編入前の田主丸町にあっては、職員が平成１１年４月１日前に作成し、又は取得し

た公文書 

(2) 編入前の北野町にあっては、職員が平成１４年１０月１日前に作成し、又は取得し

た公文書 

(3) 編入前の城島町及び三潴町にあっては、職員が平成１３年４月１日前に作成し、又

は取得した公文書 

（平１６条例３９・追加） 

１４ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、前項各号に規定する公文書の開示の申出があ

った場合においては、これに応じるよう努めるものとする。 

（平１６条例３９・追加） 
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附 則（平成１５年９月２９日条例第２６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１６年３月３０日条例第３号） 

この条例は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年１２月２８日条例第３９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年２月５日から施行する。 

２ 実施機関のうち、久留米市土地開発公社（以下「公社」という。）に関しては、この条

例中公文書の開示に関する規定は、この条例の施行の日以後に公社の職員が作成し、又は

取得した公文書について適用する。 

附 則（平成１８年３月３０日条例第８号） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年９月２５日条例第２４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１２月２６日条例第４１号） 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年６月２６日条例第１９号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

３ この条例による改正前の久留米市情報公開条例第２０条第１項の規定により置かれた

久留米市情報公開審査会（以下「旧情報公開審査会」という。）及びこの条例による改正

前の久留米市個人情報保護条例第２３条第１項の規定により置かれた久留米市個人情報

保護審査会（以下「旧個人情報保護審査会」という。）は、改正後の久留米市情報公開条

例（以下「新条例」という。）第２０条第１項の規定により置かれた審査会（以下「新審

査会」という。）となり、同一性をもって存続するものとする。 

４ この条例の施行の際、旧情報公開審査会の委員である者及び旧個人情報保護審査会の委

員である者は、この条例の施行日（以下、単に「施行日」という。）に新条例第２０条第

３項の規定により新審査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委

嘱されたものとみなされる委員の任期は、同条第４項の規定にかかわらず、平成２５年１
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１月１７日までとする。 

５ 前項の場合において、新条例第２０条第３項の規定中「１０人以内」とあるのは、施行

日から前項に規定する期日の間に限り、「１４人以内」と読み替えるものとする。 
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