
令和４年第４回下関市議会定例会提出議案等一覧表 
                                                                                                No.1 

番 号     件   名 付託委員会 内           容 

議案第１３０号 令和４年度下関

市一般会計補正予算（第４回） 

（財 政 部） 

 

 

 

 

 

 

総  務 

 

 

 

 

経  済 

 

 

 

 

文教厚生 

 

 

 

 

 建設消防 

・歳入歳出予算の補正        ８,７５７,８８５千円 

人事異動等に伴う職員人件費   △３３６,６９５千円 

総務費 

財産管理業務           １,２００千円 

庁舎管理業務          ２０,６００千円 

菊川総合支所管理業務       ２,０００千円 

豊浦総合支所管理業務       ４,８００千円 

豊北総合支所管理業務       ３,０００千円 

過年度収入払戻金      １,３３０,０００千円 

財政調整基金積立金     １,７６０,０００千円 

管理運営業務（市民会館費）    ４,８００千円 

一般管理業務（税務総務費）    ８,６００千円 

民生費 

国民健康保険特別会計繰出金  △２２,１４１千円 

自立支援給付等業務      ２０４,０００千円 

介護保険特別会計介護保険事業勘定繰出金 

               △１８,９３２千円 

後期高齢者医療特別会計繰出金   △４,０７３千円 

老人憩の家管理運営業務        ４７５千円 

価格高騰緊急支援給付金給付事業 

２,０５６,０００千円 

一般管理業務（児童福祉総務費） ２２,０００千円 

児童環境づくり推進業務      １,３００千円 

障害児支援給付等業務     ２４９,０００千円 

地域子ども・子育て支援業務    ４,６００千円 

子ども・子育て施設管理運営業務 １８,４００千円 

一般管理業務（生活保護総務費）    ５００千円 

衛生費 

一般管理業務（保健衛生総務費）  ２,５００千円 

感染症予防業務       １,０４６,０００千円 

予防接種業務        １,３５０,０００千円 

次世代エネルギー利活用推進業務 

１８０,０００千円 

斎場管理業務          １６,０００千円 

じん芥処理業務         ４８,５００千円 

終末処理業務          １０,７００千円 

農林水産業費   

農業集落排水事業特別会計繰出金 ４２,８３０千円 

市有林、林道管理業務      １２,２００千円 

沿岸漁業対策業務         ３,５００千円 

商工費 

中小企業等振興対策業務    １３７,０００千円 

市場特別会計繰出金        １,９４２千円 

観光施設管理運営業務       ２,８００千円 

観光施設整備業務        ６１,０００千円 



                                                                                                No.2 

番 号     件   名 付託委員会 内           容 

  土木費 

 渡船特別会計繰出金          ５６８千円 

 急傾斜地崩壊対策事業      ４７,０００千円 

港湾特別会計繰出金       ６７,０３４千円 

消防費 

一般管理業務（常備消防費）   １３,７００千円 

教育費 

一般管理業務（事務局費）     ３,１００千円 

スクールバス運営業務       １,３００千円 

学校管理業務（小学校費）    ８０,８００千円 

小学校施設整備事業       ９０,９００千円 

学校管理業務（中学校費）    ５９,２００千円 

学校管理業務（高等学校費）    ２,０００千円 

青年の家管理運営業務       １,１００千円 

一般管理業務（公民館費）    ４８,０００千円 

一般管理業務（図書館費）     ３,９００千円 

歴史博物館管理運営業務      ３,４００千円 

東行記念館管理運営業務        ２００千円 

考古博物館管理運営業務      ３,８００千円 

ホタルの里ミュージアム管理運営業務 

１,９００千円 

美術館管理運営業務       １３,０００千円 

ふれあいセンター・学習会館管理運営業務 

                   ７００千円 

生涯学習センター管理運営業務   ４,８００千円 

ふれあい会館管理運営業務     ４,４００千円 

生涯学習プラザ管理運営業務   １２,０００千円 

体育施設運営業務         ５,２００千円 

災害復旧費 

現年発生災害復旧事業     １１４,７００千円 

公債費 

公債管理特別会計繰出金    △４９,２２３千円 

・繰越明許費の補正 

団体営ため池等整備事業ほか１１件（追加及び変更） 

・債務負担行為の補正 

下関市きくがわ温泉華陽指定管理料ほか１０件（追加及

び変更） 

・地方債の補正 

林道整備債ほか５件（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 



No.3 

番 号     件   名 付託委員会 内           容 

議案第１３１号 令和４年度下関

市港湾特別会計補正予算（第３

回） 

（財 政 部） 

 

 

 

 

 建設消防 

・歳入歳出予算の補正          ８７,０３４千円 

人事異動等に伴う職員人件費    △２,０８１千円 

港湾費 

一般管理業務（総務費）     ８２,０００千円 

新港地区ふ頭用地整備事業    ２０,０００千円 

公債費 

公債管理特別会計繰出金    △１２,８８５千円 

・繰越明許費 

岬之町地区にぎわい創出基盤整備事業ほか２件 

・債務負担行為の補正 

港湾施設維持改良業務（追加） 

・地方債の補正 

新港地区ふ頭用地整備事業債（変更） 

議案第１３２号 令和４年度下関

市渡船特別会計補正予算（第２

回） 

（財 政 部） 

 

 建設消防 

・歳入歳出予算の補正           ５,９００千円 

渡船費 

船舶運航業務           ５,９００千円 

議案第１３３号 令和４年度下関

市市場特別会計補正予算（第１

回） 

（財 政 部） 

 

 経  済 

・歳入歳出予算の補正          ４０,４１５千円 

人事異動等に伴う職員人件費    △２,７８５千円 

市場費 

市場管理業務          ４３,２００千円 

議案第１３４号 令和４年度下関

市国民健康保険特別会計補正予

算（第２回） 

（財 政 部） 

 

 文教厚生 

・歳入歳出予算の補正        △１１,１４１千円 

人事異動等に伴う職員人件費   △２２,１４１千円 

保険給付費 

傷病手当金支給         １１,０００千円 

議案第１３５号 令和４年度下関

市観光施設事業特別会計補正予

算（第１回） 

（財 政 部） 

 

 経  済 

・債務負担行為の補正 

下関市営宿舎サングリーン菊川指定管理料（追加） 

議案第１３６号 令和４年度下関

市介護保険特別会計介護保険事

業勘定補正予算（第２回） 

（財 政 部） 

 

 文教厚生 

・歳入歳出予算の補正         △１８,９３２千円 

人事異動等に伴う職員人件費   △１８,９３２千円 

議案第１３７号 令和４年度下関

市農業集落排水事業特別会計補

正予算（第１回） 

（財 政 部） 

 

 経  済 

・歳入歳出予算の補正          ４２,８３０千円 

人事異動等に伴う職員人件費       ８３０千円 

農業集落排水事業費 

施設管理業務           ４２,０００千円 

 

 

 



No.4 

番 号     件   名 付託委員会 内           容 

議案第１３８号 令和４年度下関

市後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１回） 

（財 政 部） 

 

 文教厚生 

・歳入歳出予算の補正          △４,０７３千円 

人事異動等に伴う職員人件費     △４,０７３千円 

議案第１３９号 令和４年度下関

市公債管理特別会計補正予算

（第１回） 

（財 政 部） 

 

 総  務 

・歳入歳出予算の補正        △６２,１０８千円 

長期資金元金償還金         ４,１７３千円 

長期資金利子          △６６,２８１千円 

議案第１４０号 令和４年度下関

市水道事業会計補正予算（第２

回） 

（上下水道局） 

 

 建設消防 

・債務負担行為の補正 

検定満期水道メータ取替業務（追加） 

議案第１４１号 下関市個人情報

保護法施行条例 

（総 務 部） 

 

 総  務 

個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、個人情報保

護事務について必要な事項を定めるもの。 

議案第１４２号 下関市一般職の

職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例 
（総 務 部） 

 
  

 

 

 

 

 総  務 

職員の給与を改定し、及び所要の条文整備を行うもの。 

・主な改正内容 

・第１条関係 

一般職の職員の給料表及び勤勉手当の支給月数（令和

４年１２月期）の改定 

・第２条関係 

一般職の職員の勤勉手当の支給月数（令和５年度以

降）の改定 

・第３条関係 

一般職の任期付職員の給料表及び期末手当の支給月

数（令和５年度以降）の改定 

・第４条関係 

会計年度任用職員の給料表改定の効力発生時期の特

例を規定 

議案第１４３号 下関市職員退職

手当支給条例の一部を改正する

条例 

（総 務 部） 

 

 総  務 

非常勤職員に係る退職手当の支給要件を緩和するもの。 

議案第１４４号 下関市現業職員

の給与の種類及び基準を定める

条例及び地方公務員法の一部改

正に伴う関係条例の整備に関す

る条例の一部を改正する条例 

（総 務 部） 

 

  

 総  務 

現業職員に係る単身赴任手当、特地勤務手当等の支給に関し

必要な事項を定め、及び所要の条文整備を行うもの。 

 



No.5 

番 号     件   名 付託委員会 内           容 

議案第１４５号 下関市太陽光発

電事業と地域環境との調和に関

する条例 

（環 境 部） 

 

 経  済 

太陽光発電事業の実施が生活環境、景観及び自然環境その他

の地域環境に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電施設の設置及び

管理について必要な基本的事項を定めるもの。 

議案第１４６号 下関市火の山ユ

ースホステルの管理等に関する

条例の一部を改正する条例 

（観光スポーツ文化部） 

 

 

 経  済 

下関市火の山ユースホステルに係る使用料を改定し、及び所

要の条文整備を行うもの。 

・主な改正内容 

食事料の改定（朝食１食につき） 

７１０円 → 大人・小中学生９００円 幼児５５０円 

議案第１４７号 下関市満珠荘の

管理等に関する条例の一部を改

正する条例 

（福 祉 部） 

 

 

 文教厚生 

下関市満珠荘に係る繁忙期の宿泊使用料の算定方法を定め、

及び浴場使用料を改定するもの。 

・改正内容 

・繁忙期加算の設定 

・６５歳以上の者の浴場使用料の改定 

議案第１４８号 下関市立考古博

物館の設置等に関する条例等の

一部を改正する条例 

（教育委員会） 

 

 

 

 文教厚生 

博物館法の一部改正に伴い、所要の条文整備を行うもの。 

・改正内容 

引用する博物館法の条ずれ等の対応 

・改正する条例 

・下関市立考古博物館の設置等に関する条例 

・下関市立美術館の設置等に関する条例 

・下関市立歴史博物館の設置等に関する条例 

議案第１４９号 下関市手数料条

例の一部を改正する条例 

（都市整備部） 

 

 建設消防 

租税特別措置法及び建築物エネルギー消費性能基準等を定

める省令等の一部改正に伴い、所要の条文整備を行うもの。 

議案第１５０号 下関市港湾施設

の設置等に関する条例の一部を

改正する条例 
（港 湾 局） 

 
 

 

 建設消防 

港湾施設を新設し、及び当該施設の使用料を定め、荷さばき

施設の名称を変更し、港湾施設を廃止し、並びに指定管理者

が管理する事項を改めるもの。 
・主な改正内容 
・新港ふ頭－１２ｍ岸壁（新港２号）及び国際旅客船拠点

駐車場の新設 
・２６号岸壁背後荷さばき地、西山野積場等の廃止 
・指定管理施設の対象範囲の変更 

議案第１５１号 指定管理者の指

定について 
（菊川総合支所） 

 

 経  済 

サングリーン菊川の指定管理者を指定するもの。 
・候補者の名称 一般財団法人下関市公営施設管理公社 
・指 定 の期 間 令和５年４月１日から令和８年３月３１ 

日まで 

 
 
 
 



No.6 

番 号     件   名 付託委員会 内           容 

議案第１５２号 指定管理者の指

定について 

（菊川総合支所） 

 

 

 経  済 

下関市菊川体育館及び下関市菊川運動公園の指定管理者を

指定するもの。 
・候補者の名称 一般社団法人菊川スポーツクラブ 
・指 定 の期 間 令和５年４月１日から令和１０年３月 

３１日まで 

議案第１５３号 指定管理者の指

定について 

（菊川総合支所） 

 

 経  済 

下関市菊川温泉プールの指定管理者を指定するもの。 
・候補者の名称 一般財団法人下関市公営施設管理公社 
・指 定 の期 間 令和５年４月１日から令和１０年３月 

３１日まで 

議案第１５４号 指定管理者の指

定について 

（菊川総合支所） 

 

 文教厚生 

下関市きくがわ温泉華陽の指定管理者を指定するもの。 
・候補者の名称 一般財団法人下関市公営施設管理公社 
・指 定 の期 間 令和５年４月１日から令和１０年３月 

３１日まで 

議案第１５５号 指定管理者の指

定について 

（菊川総合支所） 

 

 文教厚生 

菊川老人憩の家の指定管理者を指定するもの。 
・候補者の名称 下関市老人クラブ連合会菊川支部 
・指 定 の期 間 令和５年４月１日から令和１０年３月 

３１日まで 

議案第１５６号 指定管理者の指

定について 

（福 祉 部） 

 

 

 

 文教厚生 

下関市こども発達センターほか２施設の指定管理者を指定

するもの。 
・ほか ２施 設 下関市こども発達センターどーなつ及び 

下関市こども発達センター豊浦 
・候補者の名称 社会福祉法人下関市社会福祉事業団 
・指 定 の期 間 令和５年４月１日から令和１０年３月 

３１日まで 

議案第１５７号 指定管理者の指

定について 

（港 湾 局） 

 

 建設消防 

細江旅客上屋の指定管理者を指定するもの。 
・候補者の名称 株式会社オペロン 
・指 定 の期 間 令和５年４月１日から令和７年３月３１ 

日まで 

議案第１５８号 財産の譲与につ

いて 
（菊川総合支所） 

 

 総  務 

上田部自治会集会所建物として、財産を譲与するもの。 
・譲与する相手方 上田部自治会 
・譲与する建物 下関市菊川町大字上田部６０３番地２ 

         木造平屋建 ３１６.３３㎡ 

議案第１５９号 下関市の特定の

事務を取り扱わせる郵便局の指

定の取消しについて 
（市 民 部） 

 

 総  務 

郵便局における下関市の特定の事務の取扱いを終了するこ

とに伴い、当該事務を取り扱わせる郵便局の指定を取り消す

もの。 

 
 
 



 
No.7 

番 号     件   名 付託委員会 内           容 

議案第１６０号 市道路線の認

定、廃止及び変更について 

（建 設 部） 

 

 建設消防 

武久町８９号線ほか１６路線を市道として新たに認定し、大

学町２７号線を廃止し、及び安岡安岡町５２号線ほか１路線

を変更するもの。 

議案第１６１号 工事請負契約締

結について 

（総 務 部） 

 

 

 総  務 

下関市立大学データサイエンス学部棟（仮称）建築主体工事

につき、請負契約を締結するもの。 

・契約の相手方 安成工務店・野口工務店・住吉工業下関市

立大学データサイエンス学部棟（仮称）建

築主体工事共同企業体 

・請負代金額 ４９３,９００,０００円 

議案第１６２号 白雲台団地建替

事業（２期）に係る特定事業契

約締結について 
（建 設 部） 

 

 建設消防 

白雲台団地建替事業（２期）につき、特定事業契約を締結す

るもの。 
・契約の相手方 住吉工業グループ 

・契 約 金 額 １,４６３,０００,０００円 

議案第１６３号 工事請負契約締

結について 

（港 湾 局） 

 

 建設消防 

令和４年度六連丸係留施設整備工事につき、請負契約を締結

するもの。 

・契約の相手方 東亜建設工業株式会社下関営業所 

・請負代金額 １６８,３００,０００円 

議案第１６４号 工事請負契約の

一部変更について 
（港 湾 局） 

 
 

 

 建設消防 

令和４年度新港地区ふ頭用地整備工事（その９）につき、請

負契約の一部を変更するもの。 
・契約の相手方 芝田建設株式会社 
・変更内容 

請負代金額  １３７,０６８,８００円 
            ↓ 
       １６０,５２６,３００円 

議案第１６５号 工事請負契約の

一部変更について 
（港 湾 局） 

 
 

 

 建設消防 

令和４年度新港地区ふ頭用地整備工事（その１０）につき、

請負契約の一部を変更するもの。 
・契約の相手方 住吉工業株式会社 
・変更内容 

請負代金額  １３４,８８９,７００円 
            ↓ 
       １６０,２２７,１００円 

 


