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北九州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則等の一部を改正する等の

規則をここに公布する。 

平成３１年３月２９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第１７号 

   北九州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則等の一部を改 

正する等の規則 

 （北九州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正） 

第１条 北九州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（昭和３９年北九

州市規則第８８号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１０号中「（以下この号において「派遣された職員」という。）

」及び「、北九州市病院局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭

和４２年北九州市条例第４０号）」を削る。 

第３条第３号中「規定する任期付短時間勤務職員、地方公共団体の一般職

の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８号）第５条各項に

規定する短時間勤務職員」を「規定する任期付短時間勤務職員」に改め、同

号中エをオとし、ウをエとし、イの次に次のように加える。 

ウ 地方独立行政法人北九州市立病院機構に使用される者（市長の定め

る者を除く。） 

第８条第１項各号列記以外の部分中「第７号」を「第８号」に改め、同項

中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加え

る。 

（６） 地方独立行政法人北九州市立病院機構に使用される者（市長の定

める者に限る。） 

 （北九州市副市長事務分担規則の一部改正） 

第２条 北九州市副市長事務分担規則（昭和４２年北九州市規則第３０号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条松元照仁副市長の項第１号中「、交通局及び病院局」を「及び交通

局」に改める。

（北九州市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則の一部改

正） 

第３条 北九州市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則（平

成１７年北九州市規則第１８号）の一部を次のように改正する。 

本則の表の北九州市病院局長の項を削る。 

（北九州市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等
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を定める規則の一部改正） 

第４条 北九州市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業

主等を定める規則（平成２８年北九州市規則第１５号）の一部を次のように

改正する。 

  本則の表の北九州市病院局長の項を削る。 

 （病院局に係る地方公営企業法第３９条第２項の規定による職を定める規則

の廃止） 

第５条 病院局に係る地方公営企業法第３９条第２項の規定による職を定める

規則（昭和４２年北九州市規則第７５号）は、廃止する。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成３１年６月１日を基準日とする期末手当及び勤勉手当に係る北九州市

職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第８条第１項（同規則第１５条第

１項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同規則第８

条第１項第２号の企業職員には、同月１日以前６箇月以内の期間において北

九州市病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正する等の条例（平成３

０年北九州市条例第７２号）による廃止前の北九州市病院局企業職員の給与

の種類及び基準を定める条例（昭和４２年北九州市条例第４０号）の適用を

受けていた職員を含むものとする。 
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北九州市立病院の利用料金等に関する条例施行規則をここに公布する。 

平成３１年３月２９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第１８号 

   北九州市立病院の利用料金等に関する条例施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、北九州市立病院の利用料金等に関する条例（昭和３９年

北九州市条例第２４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。 

（利用料金） 

第２条 条例第２条第２項第２号の規定により別に市長が定める額は、別表第

１に定める金額に１００分の１０８を乗じて得た額とする。ただし、その額

に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

２ 前項の規定により難いときは、実費に相当する額をもって前項に規定する

市長が定める額とする。 

３ 市長は、条例第２条第２項第２号又は第３条第１項に規定する承認を行っ

たときは、速やかにその旨及びその内容を告示するものとする。 

（手数料） 

第３条 条例第２条第３項の規定により別に市長が定める額は、別表第２に定

める金額とする。 

（利用料金の減免の基準） 

第４条 条例第４条第１項の規定により市長の定める基準は、健康保険による

給付の基準を超える病室を利用した者が次の各号のいずれかに該当する場合

とする。 

（１） 診療上他の患者から隔離しなければ適切な治療ができないと認めら

れるとき。 

（２） 傷病の状態から隔離しなければ他の患者の療養を著しく妨げると認

められるとき。 

（３） 普通病床が満床で、かつ、緊急に入院療養を必要とするとき。 

付 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

種別 金額 

セカンドオピニオン料 ３０分まで １万３，０００円 
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３０分を超えて６０分まで ２万円 

面談料 ３０分まで ５，０００円 

その他の利用料金 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第７６条

第２項及び高齢者の医療の確保に関する法律（昭

和５７年法律第８０号）第７１条第１項の規定に

基づき厚生労働大臣が定める療養の給付に要する

費用の額の算定方法に準じて算定した額 

 注 

１ この表において「セカンドオピニオン料」とは、他の医療機関にお 

いて診療を受けている者又はその者の家族等（その者の承諾を得た者 

に限る。）が、当該診療をした医師以外の医師から診断、治療方針等 

について意見、説明等を聴くための利用料金をいう。 

２ この表において「面談料」とは、診療を受けている者以外の者（別

に市長が定める者を除く。）が当該診療を受けている者の承諾を得て 

、当該診療をした医師に対し、診断、治療方針等について説明等を聴 

くための利用料金をいう。 

別表第２（第３条関係） 

種別 単位 金額 

普通診断書料 １枚につき １，５００円 

特殊診断

書料 

生命保険等請求用診断書 １枚につき ４，０００円 

障害年金裁定請求用診断書 １枚につき ４，０００円 

自動車損害賠償責任保険請求用

診断書 

１枚につき ４，０００円 

その他の特殊診断書 １枚につき ３，０００円 

死亡診断書料 １枚につき ２，５００円 

死体検案書料 １枚につき ４，０００円 

自動車損害賠償責任保険診療明細書料 １枚につき ３，０００円 

諸証明書料 １枚につき １，５００円 

9



北九州市立病院の指定管理者の指定の手続等に関する規則をここに公布する

。 

平成３１年３月２９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第１９号 

   北九州市立病院の指定管理者の指定の手続等に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、病院の指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）の指

定の手続及び指定管理者による病院の管理に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

（指定管理者に管理を行わせようとする病院の公表） 

第２条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、管理を行わせようと

する病院の概要、申請の受付場所及び受付期間その他必要な事項をあらかじ

め公表しなければならない。 

（指定管理者の指定の申請の添付資料） 

第３条 北九州市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年北九州市条例第

５８号。第６条において「設置条例」という。）第８条第１項に規定する市

長が定める書類は、次のとおりとする。 

（１） 定款、寄付行為又はこれらに準ずるものの謄本 

（２） 申請の日の属する事業年度の直近３箇年の事業年度における収支決

算書 

（３） 現に行っている事業の内容及び実績を記載した書類 

（４） 事業計画書に係る収支見積書 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（指定管理者の指定の告示） 

第４条 市長は、病院の指定管理者を指定したときは、その旨の告示をするも

のとする。 

（指定管理者の事業報告） 

第５条 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する病院の管理の業務に関し

事業報告書を作成し、市長が定める日までに市長に提出しなければならない

。 

（診療科目の変更の告示） 

第６条 市長は、設置条例第２条第２項ただし書の規定により指定管理者が管

理する病院の診療科目を変更したときは、速やかにその旨及びその内容を告
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示するものとする。 

（診療の種類） 

第７条 指定管理者の行う診療は、外来診療及び入院診療の２種類とする。た

だし、急患その他特別の事情がある場合は、指定管理者は、往診することが

できる。 

（診療受付時間） 

第８条 外来患者の診療受付時間は、月曜日から金曜日までの各日において午

前８時から正午までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情がある場

合は、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは

、市長の承認を得て診療受付時間を変更することができる。 

（外来休診日） 

第９条 指定管理者は、北九州市の休日を定める条例（平成３年北九州市条例

第２号）第１条第１項に規定する市の休日については、外来患者の診療を行

わないものとする。ただし、急患その他やむを得ない事情がある場合は、こ

の限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは

、市長の承認を得て休診日を変更することができる。 

（秩序の維持） 

第１０条 指定管理者は、その管理する病院内の秩序の維持に努めなければな

らない。 

（退院命令） 

第１１条 指定管理者は、入院患者が次の各号のいずれかに該当する場合は、

入院患者に対して退院を命ずることができる。 

（１） 入院診療の必要がなくなったとき。 

（２） 病院内の風紀を乱し、又は他人に危害を及ぼすおそれがあるとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認める

とき。 

（その他） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続及び指定管

理者による病院の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （指定管理者が平成３０年度終了後に作成し、及び提出しなければならない

11



事業報告書の特例） 

２ 地方自治法第２４４条の２第７項の規定により指定管理者が平成３０年度

終了後に作成し、及び提出しなければならない事業報告書については、市長

が定める日までに市長に提出しなければならない。 
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 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。

平成３１年３月２９日

              北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第２０号

   北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例（平成３０年北九州市条例第６７号）中別表第１の３ 有料施設の

使用料の表のその他の項の改正規定（

１台１回（４

時間を超えた

場合）

３００円以下

の範囲内で規

則で定める額

１台１回（４

時間を超えた

場合）

３００円以下

の範囲内で規

則で定める額

大池公園

駐車施設

普通自動

車

駐車を開始した時から１２時

間ごとに、１時間３０分以内

の駐車は１台につき３０分又

はその端数ごとに１００円以

下の範囲内で規則で定める額

、１時間３０分を超えて１２

時間以内の駐車は１台につき

４００円以下の範囲内で規則

で定める額とする。

１ 普通自動車

とは、改正前

の道路交通法

第３条に規定

する普通自動

車をいう。

２ 駐車時間が

２０分以内の

ときは、無料

とする。

改める部分に限る。）の施行期日は、平成３１年４月１日とする。

「

」

を

「

に

」
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北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例施行規則の

一部を改正する規則をここに公布する。

平成３１年３月２９日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第２１号

北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例

施行規則の一部を改正する規則

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例施行規則（

昭和４７年北九州市規則第３３号）の一部を次のように改正する。

第１条第２項及び第３条の２中「及び帆柱公園駐車施設」を「、帆柱公園駐

車施設及び大池公園駐車施設」に改める。

 別表第１の２中

立体駐

車場 

午前０時

から午後

１２時ま

で 

午前５時から午

後１０時３０分

まで 

午前０時から午

後１２時まで 

立体駐

車場 

午前０時

から午後

１２時ま

で

午前５時から午

後１０時３０分

まで

午前０時から午

後１２時まで

大池公園駐車

施設

午前０時

から午後

１２時ま

で

午前５時から午

後１０時まで

午前０時から午

後１２時まで

改める。

別表第１の３中

１台１回（

４時間を超

えた場合）

３００円

「

」

を

「

に

」

「

」

を

「
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１台１回（

４時間を超

えた場合）

３００円

大池公園駐

車施設

普通自動車 駐車を開始した時から１

２時間ごとに、１時間３

０分以内の駐車は１台に

つき３０分又はその端数

ごとに１００円、１時間

３０分を超えて１２時間

以内の駐車は１台につき

４００円とする。

改める。

   付 則

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

に

」
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北九州市告示第１０３号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６８条第２項の規定に基

づき北九州市指定金融機関として、同条第３項の規定に基づき北九州市指定代

理金融機関として、それぞれ次のとおり指定した。 

指定代理金融機関の指定（昭和５２年北九州市告示第３０７号）及び北九州

市指定金融機関及び北九州市指定代理金融機関の指定（平成１４年北九州市告

示第１１９号）は、廃止する。 

  平成３１年３月２９日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 北九州市指定金融機関 

指定金融機関 指定期間 

株式会社西日本シティ銀行 平成２７年４月１日から平成２８年３月３

１日まで 

株式会社みずほ銀行 平成２８年４月１日から平成２９年３月３

１日まで 

株式会社北九州銀行 平成２９年４月１日から平成３０年３月３

１日まで 

株式会社福岡銀行 平成３０年４月１日から平成３１年３月３

１日まで 

２ 北九州市指定代理金融機関 

前項の指定期間において、北九州市指定金融機関とならない金融機関を北

九州市指定代理金融機関とする。 
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北九州市告示第１０４号 

 地方自治法施行令 ( 昭和２２年政令第１６号 ) 第１７４条の４９の２５第２

項の規定により、北九州市が包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資

格を証する書面の写しは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに平成３１年５月１日を除く同年

３月２９日から同年５月７日までの間の午前８時３０分から午後５時１５分ま

で、北九州市行政委員会事務局監査第一課において閲覧に供する。 

  平成３１年３月２９日 

北九州市長 北 橋 健 治   
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北九州市告示第１０５号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第１９条第１項の規定により北九州広域都市計画を変更したので、同法第

２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により次のとおり告

示し、同条第２項の規定により同法第１４条第１項に規定する図書を公衆の縦

覧に供する。 

  平成３１年３月２９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 都市計画の種類 

  ごみ処理場 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

  変更する部分 北九州市小倉北区西港町 

３ 縦覧場所

  北九州市小倉北区城内１番１号

  北九州市環境局循環社会推進部施設課
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北九州市告示第１０６号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立第２夜間・休日急患センターにおける使用料及び手数料の徴収事

務を次のとおり委託した。 

  平成３１年３月２９日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

有限会社医療事務研究

会 

北九州市小倉北区浅野

三丁目８番１号 

平成３１年４月１日か

ら平成３２年３月３１

日まで 
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「 

「 

」 

」 

「 

「 

」 

」 

北九州市告示第１０７号 

 北九州市が管理する港湾施設の概要（昭和５８年北九州市告示第７８－１０

号）の一部を次のように改正する。 

  平成３１年３月２９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

 ８ 保管施設の野積場の表の門司の項中 

改める。 

 １４ 港湾施設用地の倉庫敷の表の門司の項中 

改める。 

片上野積場 門司区片上海岸 ９００．３３ １級 

片上野積場 門司区片上海岸 ２，３０９．２８ １級（舗

装部分） 

西海岸２号倉庫敷 門司区西海岸三丁目 ２，６５６．９６

片上１号倉庫敷 門司区片上海岸 １，４０８．９５

西海岸２号倉庫敷 門司区西海岸三丁目 ２，６５６．９６

を

に

を

に
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北九州市告示第１０８号 

 港湾施設の等級の指定（平成９年北九州市告示第１３４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  平成３１年３月２９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

表の野積場の１級地の項中 

改める。 

「 

を 

」 

片上野積場 門司区片上海岸  

「 

」 

片上野積場 門司区片上海岸 舗 装 部 分

に限る。 
に
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北九州市告示第１０９号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、延命寺臨海公園駐車施設の使用料の徴収事務を次のとおり委託した。 

  平成３１年３月２９日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

アマノマネジメントサ

ービス株式会社 

北九州市小倉南区湯川

二丁目９番２２号 

平成３１年４月１日か

ら平成３２年３月３１

日まで 
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北九州市告示第１１０号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、大池公園駐車施設の使用料の徴収事務を次のとおり委託した。 

  平成３１年３月２９日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

アマノマネジメントサ

ービス株式会社 

北九州市小倉南区湯川

二丁目９番２２号 

平成３１年４月１日か

ら平成３２年３月３１

日まで 
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北九州市告示第１１１号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立老松球場における照明設備使用料の徴収事務を次のとおり委託し

た。 

  平成３１年３月２９日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

朝日建物管理株式会社

九州支店 

北九州市小倉北区大門 

二丁目１番８号 

平成３１年４月１日か 

ら平成３２年３月３１ 

日まで 
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北九州市告示第１１２号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立萩ケ丘球場における照明設備使用料の徴収事務を次のとおり委託

した。 

  平成３１年３月２９日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社コナミスポー

ツクラブ 

東京都品川区東品川四 

丁目１０番１号 

平成３１年４月１日か 

ら平成３２年３月３１ 

日まで 
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北九州市告示第１１３号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立岡田球場における照明設備使用料の徴収事務を次のとおり委託し

た。 

  平成３１年３月２９日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社スピナ 北九州市八幡東区平野 

二丁目１１番１号 

平成３１年４月１日か 

ら平成３２年３月３１ 

日まで 
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北九州市告示第１１４号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立大池球場における照明設備使用料の徴収事務を次のとおり委託し

た。 

  平成３１年３月２９日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社スピナ 北九州市八幡東区平野 

二丁目１１番１号 

平成３１年４月１日か 

ら平成３２年３月３１ 

日まで 
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北九州市告示第１１５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を決定する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成３１年３月２９日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 区域決定の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

２０９６ 下到津

４１号

線 

小倉北区下到津一丁目１９４

番２地先から 

小倉北区下到津一丁目２１４

番１地先まで 

3.8

～

7.5

353.0

１９２９ 葛原本

町３１

号線 

小倉南区葛原本町三丁目５６

８番地先から 

小倉南区葛原本町三丁目５４

２番地先まで 

1.0

～

5.5

217.0

３６５７ 小敷塩

屋３号

線 

若松区ひびきの北２番１０８

地先から 

若松区ひびきの北１番１０３

地先まで 

15.6

～

17.1

2,081.1

３６７２ 塩屋７

４号線 

若松区ひびきの北５番１１０

地先から 

若松区ひびきの北１番２０７

地先まで 

17.0

～

17.1

254.7

３８１２ 小敷８

３号線 

若松区小敷ひびきの一丁目６

番１０１地先から 

若松区小敷ひびきの一丁目１

番１０７地先まで 

4.0 17.0

３８１３ 小敷８ 若松区小敷ひびきの一丁目１ 6.0 240.7
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４号線 番１０１地先から 

若松区小敷ひびきの一丁目５

番１１０地先まで 

３８１４ 小敷８

５号線 

若松区小敷ひびきの一丁目５

番１０１地先から 

若松区小敷ひびきの一丁目３

番１０４地先まで 

6.0 44.8

３８１５ 小敷８

６号線 

若松区小敷ひびきの一丁目３

番１０７地先から 

若松区小敷ひびきの一丁目２

番１０１地先まで 

6.0 75.0

３８１６ 小敷８

７号線 

若松区小敷ひびきの一丁目１

番１０１地先から 

若松区小敷ひびきの一丁目４

番１０１地先まで 

8.9

～

9.0

130.3

３８１７ 小敷８

８号線 

若松区小敷ひびきの一丁目３

番１０１地先から 

若松区小敷ひびきの一丁目４

番１１３地先まで 

6.0 183.9

３８１８ 小敷８

９号線 

若松区塩屋四丁目２３番１０

１地先から 

若松区塩屋四丁目２２番１１

０地先まで 

6.0 116.7

３８１９ 小敷９

０号線 

若松区塩屋四丁目２１番１０

１地先から 

若松区塩屋四丁目２０番１０

９地先まで 

4.0 17.0

３８２０ 塩屋１

４２号

線 

若松区小敷ひびきの一丁目１

番１０１地先から 

若松区小敷ひびきの一丁目１

番１０１地先まで 

4.0 16.4

３８２１ 塩屋１ 若松区塩屋四丁目２６番１０ 4.0 17.0
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４３号

線 

１地先から 

若松区塩屋四丁目２５番１０

７地先まで 

３８２２ 塩屋１

４４号

線 

若松区塩屋四丁目２５番１０

１地先から 

若松区塩屋四丁目１３番１１

２地先まで 

4.0 17.0

３８２３ 塩屋１

４５号

線 

若松区塩屋四丁目１３番１０

１地先から 

若松区塩屋四丁目１２番１１

１地先まで 

4.0 17.0

３８２４ 塩屋１

４６号

線 

若松区塩屋四丁目１番１０８

地先から 

若松区塩屋四丁目１番１０１

地先まで 

6.0 235.9

３８２５ 塩屋１

４７号

線 

若松区塩屋四丁目１２番１０

１地先から 

若松区塩屋四丁目２４番１０

６地先まで 

6.0 386.5

３８２６ 塩屋１

４８号

線 

若松区塩屋四丁目１４番１１

３地先から 

若松区塩屋四丁目１１番１０

６地先まで 

4.0 32.0

３８２７ 塩屋１

４９号

線 

若松区塩屋四丁目１１番１０

１地先から 

若松区塩屋四丁目１５番１０

７地先まで 

6.0 196.0

３８２８ 塩屋１

５０号

線 

若松区塩屋四丁目１５番１１

３地先から 

若松区塩屋四丁目１０番１０

６地先まで 

4.0 32.0

３８２９ 塩屋１ 若松区塩屋四丁目１０番１０ 6.0 213.6
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５１号

線 

１地先から 

若松区塩屋四丁目１７番１０

４地先まで 

３８３０ 塩屋１

５２号

線 

若松区塩屋四丁目１７番１０

６地先から 

若松区塩屋四丁目１６番１０

２地先まで 

6.0 47.4

３８３１ 塩屋１

５３号

線 

若松区塩屋四丁目１６番１０

１地先から 

若松区塩屋四丁目１８番１１

０地先まで 

6.0 84.2

３８３２ 塩屋１

５４号

線 

若松区塩屋四丁目１６番１０

５地先から 

若松区塩屋四丁目４番１０８

地先まで 

6.0 125.1

３８３３ 塩屋１

５５号

線 

若松区塩屋四丁目８番１０１

地先から 

若松区塩屋四丁目７番１０７

地先まで 

6.0 57.0

３８３４ 塩屋１

５６号

線 

若松区塩屋四丁目９番１０１

地先から 

若松区塩屋四丁目８番１０７

地先まで 

6.0 142.1

３８３５ 塩屋１

５７号

線 

若松区塩屋四丁目７番１０１

地先から 

若松区塩屋四丁目６番１０９

地先まで 

6.0 91.1

３８３６ 塩屋１

５８号

線 

若松区塩屋四丁目１１番１１

３地先から 

若松区塩屋四丁目２番１０２

地先まで 

6.0 152.3

３８３７ 塩屋１ 若松区塩屋四丁目６番１０８ 6.0 136.1
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５９号

線 

地先から 

若松区塩屋四丁目５番１０９

地先まで 

３８３８ 塩屋１

６０号

線 

若松区塩屋四丁目２番１０１

地先から 

若松区塩屋四丁目４番１０８

地先まで 

6.0 287.4

３８３９ 塩屋１

６１号

線 

若松区塩屋四丁目４番１０１

地先から 

若松区塩屋四丁目３番１１７

地先まで 

4.0 17.3

３８５３ 塩屋小

敷３号

線 

若松区塩屋四丁目２４番１０

１地先から 

若松区塩屋四丁目２３番１１

０地先まで 

6.0 120.9

３８５４ 塩屋小

敷４号

線 

若松区塩屋四丁目２４番１１

２地先から 

若松区塩屋四丁目１９番１０

２地先まで 

6.0 137.5

３８５５ 塩屋小

敷５号

線 

若松区塩屋四丁目１９番１１

０地先から 

若松区塩屋四丁目１８番１０

９地先まで 

6.0 146.2

３８５６ 塩屋小

敷６号

線 

若松区塩屋四丁目１８番１０

２地先から 

若松区塩屋四丁目２１番１０

８地先まで 

6.0 242.3

３８７８ 塩屋１

８１号

線 

若松区塩屋二丁目２３番１１

５地先から 

若松区塩屋二丁目２３番１１

３地先まで 

6.0 59.8

３８８１ 小敷塩 若松区小敷ひびきの一丁目７ 4.1 844.3
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屋４号

線 

番１０７地先から 

若松区塩屋四丁目１番１０８

地先まで 

～

6.0

３８９０ 小敷９

１号線 

若松区ひびきの北２番２０１

地先から 

若松区ひびきの北２番２１９

地先まで 

6.0 82.1

３８９１ 塩屋１

８５号

線 

若松区ひびきの北２番２１１

地先から 

若松区ひびきの北２番２１３

地先まで 

6.0 30.6

６７４９ 上上津

役１４

３号線 

八幡西区上上津役二丁目９２

６番７地先から 

八幡西区上上津役二丁目９４

９番３地先まで 

4.7 55.9

６７６６ 西折尾

町１５

号線 

八幡西区西折尾町８２１番３

５地先から 

八幡西区西折尾町８９４番１

５０地先まで 

6.0

～

9.1

231.8

６７６７ 西折尾

町１６

号線 

八幡西区西折尾町８９４番１

１９地先から 

八幡西区西折尾町８９４番１

３６地先まで 

6.0 38.2

７０２０ 千代１

９号線 

八幡西区千代二丁目３６４０

番３８６地先から 

八幡西区千代二丁目３６４０

番２２３地先まで 

3.2

～

3.3

15.3

７０２１ 千代２

０号線 

八幡西区千代二丁目３６４０

番２３７地先から 

八幡西区千代二丁目３６４０

番２６７地先まで 

3.0 32.2

７０２３ 町上津 八幡西区町上津役西三丁目１ 3.9 62.2
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役西５

２号線 

７００番１地先から 

八幡西区町上津役西三丁目１

７００番６地先まで 
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北九州市告示第１１６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成３１年３月２９日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 変更

前後

の別 

区域変更の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

１４０９ 吉志３

８号線 

前 門司区大字吉志１０３２番

地先から 

門司区大字吉志１１９１番

５地先まで 

1.9

～

11.4

665.0

  後 門司区大字吉志１０３２番

地先から 

門司区大字吉志１１９１番

５地先まで 

1.9

～

11.4

664.9

１５０２ 吉志１

３１号

線 

前 門司区大字吉志１１８６番

１６地先から 

門司区大字吉志１１８６番

１５地先まで 

3.9

～

13.9

95.0

  後 門司区吉志五丁目１１８６

番１６地先から 

門司区吉志四丁目１１２７

番５地先まで 

4.0

～

4.5

95.2

１５１０ 吉志１

３９号

線 

前 門司区大字吉志１１０２番

６地先から 

門司区大字吉志１２３１番

１地先まで 

6.5

～

13.1

782.1
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  後 門司区大字吉志１１０２番

６地先から 

門司区大字吉志１２３１番

１地先まで 

6.5

～

13.1

782.3

１５１７ 吉志１

４６号

線 

前 門司区大字吉志１７１６番

１地先から 

門司区大字吉志１２６２番

２地先まで 

5.6

～

10.4

1,149.6

  後 門司区大字吉志１７１６番

１地先から 

門司区大字吉志１２６２番

２地先まで 

5.6

～

10.4

1,149.5

１５２１ 吉志１

５０号

線 

前 門司区大字吉志１１８７番

４地先から 

門司区大字吉志７６５番１

地先まで 

5.7 158.5

  後 門司区吉志五丁目１１８７

番８地先から 

門司区大字吉志７６５番１

地先まで 

5.6

～

6.0

158.8

２５２１ 畑６５

号線 

前 門司区大字畑１９９６番１

地先から 

門司区大字畑１６３８番２

地先まで 

0.5

～

3.9

300.4

  後 門司区大字畑１９９０番２

地先から 

門司区大字畑１６３８番２

地先まで 

0.5

～

5.7

300.2

５４６ 南丘１

号線 

前 小倉北区南丘二丁目８２９

番７地先から 

小倉北区南丘二丁目北方大

橋まで 

13.2

～

22.9

223.4
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  後 小倉北区南丘二丁目８２９

番７地先から 

小倉北区南丘二丁目北方大

橋まで 

12.8

～

22.9

223.3

２０４７ 菜園場

１３号

線 

前 小倉北区菜園場二丁目１７

２０番地先から 

小倉北区菜園場二丁目２８

番地先まで 

3.8

～

7.3

331.8

  後 小倉北区菜園場二丁目１７

２０番地先から 

小倉北区菜園場二丁目２７

番４地先まで 

3.8

～

7.3

331.5

２０８３ 下到津

２８号

線 

前 小倉北区下到津一丁目２１

４番地先から 

小倉北区下到津一丁目２１

４番地先まで 

3.0

～

6.6

137.4

  後 小倉北区下到津一丁目２１

４番地先から 

小倉北区下到津一丁目２１

４番１地先まで 

2.9

～

6.6

137.3

５３１ 北 方 ８

３号線 

前 小倉南区北方二丁目１４７

番１３地先から 

小倉南区北方三丁目２４２

番１地先まで 

20.6

～

22.0

387.2

  後 小倉南区北方二丁目１４７

番１３地先から 

小倉南区北方三丁目２４２

番１地先まで 

20.8

～

22.0

386.9

７３３ 下城野

北方１

号線 

前 小倉南区下城野一丁目１４

０９番１８地先から 

小倉南区北方三丁目２４５

番地先まで 

5.9

～

14.1

902.0
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  後 小倉南区下城野一丁目１４

０９番１８地先から 

小倉南区北方三丁目２４３

番１地先まで 

5.9

～

14.1

902.3

７３４ 北方３

号線 

前 小倉南区北方三丁目１３０

４番地先から 

小倉南区北方三丁目２４２

番１地先まで 

5.4

～

14.0

328.1

  後 小倉南区北方三丁目１３０

４番地先から 

小倉南区北方三丁目２４３

番１地先まで 

5.4

～

14.0

330.4

１４４７ 北方２

０号線 

前 小倉南区北方三丁目１５８

番２地先から 

小倉南区北方三丁目１６８

番地先まで 

7.7

～

12.0

332.6

  後 小倉南区北方三丁目１５８

番２地先から 

小倉南区北方三丁目２４３

番１地先まで 

7.7

～

12.0

332.9

１９１６ 葛原本

町１８

号線 

前 小倉南区葛原本町五丁目９

５３番１地先から 

小倉南区葛原本町五丁目９

８３番地先まで 

3.0

～

4.0

41.8

  後 小倉南区葛原本町五丁目９

５３番１地先から 

小倉南区葛原本町五丁目９

８３番３地先まで 

3.0

～

4.1

68.7

２１４１ 下城野

９号線 

前 小倉南区下城野一丁目６１

１番１９地先から 

小倉南区下城野一丁目６１

１番１４地先まで 

0.9

～

1.4

30.7
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  後 小倉南区下城野一丁目６１

１番２５地先から 

小倉南区下城野一丁目６１

４番５地先まで 

0.5

～

1.0

26.2

２６６２ 田原２

６号線 

前 小倉南区田原四丁目６２７

番２地先から 

小倉南区田原三丁目５７２

番地先まで 

5.0

～

11.0

215.6

  後 小倉南区田原四丁目６２７

番２地先から 

小倉南区田原三丁目５７２

番地先まで 

5.0

～

11.0

215.6

４４３８ 上石田

１３号

線 

前 小倉南区上石田二丁目４７

７番２５地先から 

小倉南区上石田二丁目４７

７番８４３地先まで 

7.5

～

9.2

207.2

  後 小倉南区上石田二丁目４７

７番２５地先から 

小倉南区上石田二丁目４７

７番８４３地先まで 

6.0

～

9.2

218.3

４８１５ 葛原本

町沼緑

町２号

線 

前 小倉南区葛原本町五丁目９

３４番４地先から 

小倉南区沼緑町二丁目６６

８番地先まで 

6.0

～

20.6

630.3

  後 小倉南区葛原本町五丁目９

３４番４地先から 

小倉南区沼緑町二丁目６６

８番地先まで 

6.0

～

20.6

630.4

５９５０ 北方１

５２号

線 

前 小倉南区北方三丁目２２６

番９地先から 

小倉南区北方三丁目２３０

番１０地先まで 

2.0 20.0

39



  後 小倉南区北方三丁目２２６

番９地先から 

小倉南区北方三丁目２３０

番１０地先まで 

2.0 19.4

５９７４ 東貫２

１号線 

前 小倉南区東貫一丁目１４７

６番１４地先から 

小倉南区東貫一丁目１４７

１番１５地先まで 

3.9

～

5.4

56.3

  後 小倉南区東貫一丁目１４７

６番１４地先から 

小倉南区東貫一丁目１４７

１番１５地先まで 

3.9

～

4.9

57.5

３５１７ 塩屋４

５号線 

前 若松区塩屋三丁目３５番１

１５地先から 

若松区塩屋三丁目１番１０

１地先まで 

17.0

～

17.1

740.1

  後 若松区塩屋三丁目３５番１

１５地先から 

若松区塩屋三丁目１番１０

１地先まで 

17.0

～

17.1

740.3

３６７３ 塩屋７

５号線 

前 若松区塩屋一丁目９番１０

１地先から 

若松区塩屋二丁目２３番１

１５地先まで 

17.0

～

17.1

468.3

  後 若松区塩屋一丁目９番１０

１地先から 

若松区塩屋二丁目２３番１

１５地先まで 

17.0

～

17.1

468.3

３７１５ 塩屋１

０８号

線 

前 若松区大字塩屋４５３番地

先から 

若松区大字塩屋４５４番２

地先まで 

4.0 32.1
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  後 若松区塩屋三丁目９番２０

１地先から 

若松区塩屋三丁目１２番２

０６地先まで 

4.0 32.1

３７１９ 小敷５

２号線 

前 若松区大字小敷１１６番２

地先から 

若松区大字小敷１２０番２

地先まで 

6.0 123.2

  後 若松区小敷ひびきの一丁目

７番１０１地先から 

若松区小敷ひびきの一丁目

８番１０７地先まで 

6.0 123.2

５１６ 黒崎岸

の浦１

号線 

前 八幡西区黒崎三丁目３２番

５地先から 

八幡西区岸の浦二丁目１２

番１地先まで 

15.0

～

28.9

1,090.9

  後 八幡西区黒崎三丁目２５番

地先から 

八幡西区岸の浦二丁目１２

番１地先まで 

15.2

～

28.9

1,090.7

１３８８ 上の原

１０号

線 

前 八幡西区上の原一丁目９３

９番１３地先から 

八幡西区上の原一丁目９３

８番９地先まで 

4.5

～

4.8

206.9

  後 八幡西区上の原一丁目９３

９番１３地先から 

八幡西区上の原一丁目９３

８番９地先まで 

4.5

～

4.8

206.5

２５９１ 黒 崎 １

３号線 

前 八幡西区黒崎二丁目１２番

地先から 

八幡西区黒崎二丁目１９番

１地先まで 

8.3

～

10.0

53.0

41



  後 八幡西区黒崎三丁目１２番

地先から 

八幡西区黒崎二丁目１９番

１地先まで 

3.6

～

10.4

56.5

２６０２ 黒崎２

４号線 

前 八幡西区黒崎三丁目から 

八幡西区黒崎三丁目まで 

5.0

～

15.1

38.1

  後 八幡西区黒崎三丁目２６番

１地先から 

八幡西区黒崎三丁目２５番

１地先まで 

6.5

～

10.3

37.7

２６０３ 黒崎２

５号線 

前 八幡西区黒崎三丁目２６番

８地先から 

八幡西区黒崎三丁目２４番

５地先まで 

8.0 177.7

  後 八幡西区黒崎三丁目２６番

８地先から 

八幡西区黒崎三丁目２４番

５地先まで 

7.6

～

8.0

177.1

４６００ 引野１

７号線 

前 八幡西区引野一丁目４番４

地先から 

八幡西区引野一丁目２番１

５地先まで 

5.8

～

6.2

162.1

  後 八幡西区引野一丁目４番４

地先から 

八幡西区引野一丁目２番１

５地先まで 

5.8

～

6.2

162.0

５１２８ 町上津

役西３

０号線 

前 八幡西区町上津役西一丁目

１４９０番１地先から 

八幡西区町上津役西三丁目

１６９９番４地先まで 

5.2

～

7.0

207.5
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  後 八幡西区町上津役西一丁目

１４９０番１地先から 

八幡西区町上津役西三丁目

１６９９番４地先まで 

5.2

～

7.0

207.5

５７５２ 黒崎３

６号線 

前 八幡西区黒崎三丁目１９番

地先から 

八幡西区黒崎三丁目１７８

番地先まで 

134.4 78.5

  後 八幡西区黒崎三丁目１９番

地先から 

八幡西区黒崎三丁目１７８

番地先まで 

61.7 78.5

６５０１ 町上津

役西４

４号線 

前 八幡西区町上津役西三丁目

１７０３番２地先から 

八幡西区町上津役西三丁目

１７０３番１０地先まで 

3.4

～

4.5

145.8

  後 八幡西区町上津役西三丁目

１７０３番２地先から 

八幡西区町上津役西三丁目

１７０３番１０地先まで 

3.4

～

4.4

145.6
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北九州市告示第１１７号

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり平成３１年３月２９日から道路の供用を開始する。

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において

、一般の縦覧に供する。

  平成３１年３月２９日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 道路の種類 市道

２ 路線名等

整理番号 路線名 供用開始の区間

１４０９ 吉志３８

号線

門司区大字吉志１０３２番地先から

門司区大字吉志１１９１番５地先まで

１５０２ 吉志１３

１号線

門司区吉志五丁目１１８６番１６地先から

門司区吉志四丁目１１２７番５地先まで

１５１０ 吉志１３

９号線

門司区大字吉志１１０２番６地先から

門司区大字吉志１２３１番１地先まで

１５１７ 吉志１４

６号線

門司区大字吉志１７１６番１地先から

門司区大字吉志１２６２番２地先まで

１５２１ 吉志１５

０号線

門司区吉志五丁目１１８７番８地先から

門司区大字吉志７６５番１地先まで

２５２１ 畑６５号

線

門司区大字畑１９９０番２地先から

門司区大字畑１６３８番２地先まで

５４６ 南丘１号

線

小倉北区南丘二丁目８２９番７地先から

小倉北区南丘二丁目北方大橋まで

２０４７ 菜園場１

３号線

小倉北区菜園場二丁目１７２０番地先から

小倉北区菜園場二丁目２７番４地先まで

２０８３ 下到津２

８号線

小倉北区下到津一丁目２１４番地先から

小倉北区下到津一丁目２１４番１地先まで
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２０９６ 下到津４

１号線

小倉北区下到津一丁目１９４番２地先から

小倉北区下到津一丁目２１４番１地先まで

５３１ 北方８３

号線

小倉南区北方二丁目１４７番１３地先から

小倉南区北方三丁目２４２番１地先まで

７３３ 下城野北

方１号線

小倉南区下城野一丁目１４０９番１８地先から

小倉南区北方三丁目２４３番１地先まで

７３４ 北方３号

線

小倉南区北方三丁目１３０４番地先から

小倉南区北方三丁目２４３番１地先まで

１４４７ 北方２０

号線

小倉南区北方三丁目１５８番２地先から

小倉南区北方三丁目２４３番１地先まで

１９１６ 葛原本町

１８号線

小倉南区葛原本町五丁目９５３番１地先から

小倉南区葛原本町五丁目９８３番３地先まで

１９２９ 葛原本町

３１号線

小倉南区葛原本町三丁目５６８番地先から

小倉南区葛原本町三丁目５４２番地先まで

２１４１ 下城野９

号線

小倉南区下城野一丁目６１１番２５地先から

小倉南区下城野一丁目６１４番５地先まで

２６６２ 田原２６

号線

小倉南区田原四丁目６２７番２地先から

小倉南区田原三丁目５７２番地先まで

４４３８ 上石田１

３号線

小倉南区上石田二丁目４７７番２５地先から

小倉南区上石田二丁目４７７番８４３地先まで

４８１５ 葛原本町

沼緑町２

号線

小倉南区葛原本町五丁目９３４番４地先から

小倉南区沼緑町二丁目６６８番地先まで

５９５０ 北方１５

２号線

小倉南区北方三丁目２２６番９地先から

小倉南区北方三丁目２３０番１０地先まで

５９７４ 東貫２１

号線

小倉南区東貫一丁目１４７６番１４地先から

小倉南区東貫一丁目１４７１番１５地先まで
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３５１７ 塩屋４５

号線

若松区塩屋三丁目３５番１１５地先から

若松区塩屋三丁目１番１０１地先まで

３６５７ 小敷塩屋

３号線

若松区ひびきの北２番１０８地先から

若松区ひびきの北１番１０３地先まで

３６７２ 塩屋７４

号線

若松区ひびきの北５番１１０地先から

若松区ひびきの北１番２０７地先まで

３６７３ 塩屋７５

号線

若松区塩屋一丁目９番１０１地先から

若松区塩屋二丁目２３番１１５地先まで

３７１５ 塩屋１０

８号線

若松区塩屋三丁目９番２０１地先から

若松区塩屋三丁目１２番２０６地先まで

３７１９ 小敷５２

号線

若松区小敷ひびきの一丁目７番１０１地先から

若松区小敷ひびきの一丁目８番１０７地先まで

３８１２ 小敷８３

号線

若松区小敷ひびきの一丁目６番１０１地先から

若松区小敷ひびきの一丁目１番１０７地先まで

３８１３ 小敷８４

号線

若松区小敷ひびきの一丁目１番１０１地先から

若松区小敷ひびきの一丁目５番１１０地先まで

３８１４ 小敷８５

号線

若松区小敷ひびきの一丁目５番１０１地先から

若松区小敷ひびきの一丁目３番１０４地先まで

３８１５ 小敷８６

号線

若松区小敷ひびきの一丁目３番１０７地先から

若松区小敷ひびきの一丁目２番１０１地先まで

３８１６ 小敷８７

号線

若松区小敷ひびきの一丁目１番１０１地先から

若松区小敷ひびきの一丁目４番１０１地先まで

３８１７ 小敷８８

号線

若松区小敷ひびきの一丁目３番１０１地先から

若松区小敷ひびきの一丁目４番１１３地先まで

３８１８ 小敷８９

号線

若松区塩屋四丁目２３番１０１地先から

若松区塩屋四丁目２２番１１０地先まで

３８１９ 小敷９０

号線

若松区塩屋四丁目２１番１０１地先から

若松区塩屋四丁目２０番１０９地先まで
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３８２０ 塩屋１４

２号線

若松区小敷ひびきの一丁目１番１０１地先から

若松区小敷ひびきの一丁目１番１０１地先まで

３８２１ 塩屋１４

３号線

若松区塩屋四丁目２６番１０１地先から

若松区塩屋四丁目２５番１０７地先まで

３８２２ 塩屋１４

４号線

若松区塩屋四丁目２５番１０１地先から

若松区塩屋四丁目１３番１１２地先まで

３８２３ 塩屋１４

５号線

若松区塩屋四丁目１３番１０１地先から

若松区塩屋四丁目１２番１１１地先まで

３８２４ 塩屋１４

６号線

若松区塩屋四丁目１番１０８地先から

若松区塩屋四丁目１番１０１地先まで

３８２５ 塩屋１４

７号線

若松区塩屋四丁目１２番１０１地先から

若松区塩屋四丁目２４番１０６地先まで

３８２６ 塩屋１４

８号線

若松区塩屋四丁目１４番１１３地先から

若松区塩屋四丁目１１番１０６地先まで

３８２７ 塩屋１４

９号線

若松区塩屋四丁目１１番１０１地先から

若松区塩屋四丁目１５番１０７地先まで

３８２８ 塩屋１５

０号線

若松区塩屋四丁目１５番１１３地先から

若松区塩屋四丁目１０番１０６地先まで

３８２９ 塩屋１５

１号線

若松区塩屋四丁目１０番１０１地先から

若松区塩屋四丁目１７番１０４地先まで

３８３０ 塩屋１５

２号線

若松区塩屋四丁目１７番１０６地先から

若松区塩屋四丁目１６番１０２地先まで

３８３１ 塩屋１５

３号線

若松区塩屋四丁目１６番１０１地先から

若松区塩屋四丁目１８番１１０地先まで

３８３２ 塩屋１５

４号線

若松区塩屋四丁目１６番１０５地先から

若松区塩屋四丁目４番１０８地先まで

３８３３ 塩屋１５

５号線

若松区塩屋四丁目８番１０１地先から

若松区塩屋四丁目７番１０７地先まで
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３８３４ 塩屋１５

６号線

若松区塩屋四丁目９番１０１地先から

若松区塩屋四丁目８番１０７地先まで

３８３５ 塩屋１５

７号線

若松区塩屋四丁目７番１０１地先から

若松区塩屋四丁目６番１０９地先まで

３８３６ 塩屋１５

８号線

若松区塩屋四丁目１１番１１３地先から

若松区塩屋四丁目２番１０２地先まで

３８３７ 塩屋１５

９号線

若松区塩屋四丁目６番１０８地先から

若松区塩屋四丁目５番１０９地先まで

３８３８ 塩屋１６

０号線

若松区塩屋四丁目２番１０１地先から

若松区塩屋四丁目４番１０８地先まで

３８３９ 塩屋１６

１号線

若松区塩屋四丁目４番１０１地先から

若松区塩屋四丁目３番１１７地先まで

３８５３ 塩屋小敷

３号線

若松区塩屋四丁目２４番１０１地先から

若松区塩屋四丁目２３番１１０地先まで

３８５４ 塩屋小敷

４号線

若松区塩屋四丁目２４番１１２地先から

若松区塩屋四丁目１９番１０２地先まで

３８５５ 塩屋小敷

５号線

若松区塩屋四丁目１９番１１０地先から

若松区塩屋四丁目１８番１０９地先まで

３８５６ 塩屋小敷

６号線

若松区塩屋四丁目１８番１０２地先から

若松区塩屋四丁目２１番１０８地先まで

３８７８ 塩屋１８

１号線

若松区塩屋二丁目２３番１１５地先から

若松区塩屋二丁目２３番１１３地先まで

３８８１ 小敷塩屋

４号線

若松区小敷ひびきの一丁目７番１０７地先から

若松区塩屋四丁目１番１０８地先まで

３８９０ 小敷９１

号線

若松区ひびきの北２番２０１地先から

若松区ひびきの北２番２１９地先まで

３８９１ 塩屋１８

５号線

若松区ひびきの北２番２１１地先から

若松区ひびきの北２番２１３地先まで
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５１６ 黒崎岸の

浦１号線

八幡西区黒崎三丁目２５番地先から

八幡西区岸の浦二丁目１２番１地先まで

１３８８ 上の原１

０号線

八幡西区上の原一丁目９３９番１３地先から

八幡西区上の原一丁目９３８番９地先まで

２５９１ 黒崎１３

号線

八幡西区黒崎三丁目１２番地先から

八幡西区黒崎二丁目１９番１地先まで

２６０２ 黒崎２４

号線

八幡西区黒崎三丁目２６番１地先から

八幡西区黒崎三丁目２５番１地先まで

２６０３ 黒崎２５

号線

八幡西区黒崎三丁目２６番８地先から

八幡西区黒崎三丁目２４番５地先まで

４６００ 引野１７

号線

八幡西区引野一丁目４番４地先から

八幡西区引野一丁目２番１５地先まで

５１２８ 町上津役

西３０号

線

八幡西区町上津役西一丁目１４９０番１地先から

八幡西区町上津役西三丁目１６９９番４地先まで

５７５２ 黒崎３６

号線

八幡西区黒崎三丁目１９番地先から

八幡西区黒崎三丁目１７８番地先まで

６５０１ 町上津役

西４４号

線

八幡西区町上津役西三丁目１７０３番２地先から

八幡西区町上津役西三丁目１７０３番１０地先ま

で

６７４９ 上上津役

１４３号

線

八幡西区上上津役二丁目９２６番７地先から

八幡西区上上津役二丁目９４９番３地先まで

６７６６ 西折尾町

１５号線

八幡西区西折尾町８２１番３５地先から

八幡西区西折尾町８９４番１５０地先まで

６７６７ 西折尾町

１６号線

八幡西区西折尾町８９４番１１９地先から

八幡西区西折尾町８９４番１３６地先まで

７０２０ 千代１９

号線

八幡西区千代二丁目３６４０番３８６地先から

八幡西区千代二丁目３６４０番２２３地先まで
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７０２１ 千代２０

号線

八幡西区千代二丁目３６４０番２３７地先から

八幡西区千代二丁目３６４０番２６７地先まで

７０２３ 町上津役

西５２号

線

八幡西区町上津役西三丁目１７００番１地先から

八幡西区町上津役西三丁目１７００番６地先まで

50



北九州市公告第１７５号 

 一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  平成３１年３月２９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 契約内容 

 （１） 業務名 領収済通知書等データエントリー業務委託 

 （２） 履行の内容等 仕様書等で定めるとおり 

 （３） 履行期間 契約締結の日から平成３４年６月３０日まで 

   ただし、契約締結の日から平成３１年６月３０日までの間は、業務実施 

  準備期間とし、委託料の支払いは、平成３１年７月１日からとする。 

 （４） 履行場所 

  ア パンチ入力データ作成業務 自らの管理が及ぶ、セキュリティ対策が 

   十分に実施された建物内 

  イ データ受け渡し場所 北九州市役所本庁舎（北九州市小倉北区城内１ 

   番１号）２階会計室作業室 

 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載 

  された金額に当該金額の１００分の８に相当する金額を加算した金額（当 

  該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと 

  する。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業 

  者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１ 

  ００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

  。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す 

  る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

  に記載されていること。 

 （３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札の手続等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 
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       北九州市会計室 

  イ 日時 この公告の日から平成３１年４月８日まで（日曜日及び土曜日 

   を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から 

   午後４時３０分まで 

 （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所において無償で交 

  付する。 

 （３） 競争参加の申出書の提出 この公告に係る一般競争入札に参加を希 

  望する者は、平成３１年４月８日まで（日曜日及び土曜日を除く。）に競 

  争参加の申出書を北九州市会計室に提出しなければならない。 

 （４） 入札説明会の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市役所本庁舎地下２階第５入札室 

  イ 日時 平成３１年４月１０日午後２時 

 （５） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市役所本庁舎地下２階第５入札室 

  イ 日時 平成３１年４月１５日午後２時 

  ウ 提出書類 

  （ア） 入札書 

  （イ） 入札内訳書 

４ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申出書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

  エ その他入札の条件に違反した入札 
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 （４） 落札者の決定方法 

   契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲 

  内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。また、所定の回 

  数で落札者がいないときは、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８ 

  号の規定により随意契約に移行する。 

 （５） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

  地等 

   北九州市会計室 

   〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２５１４ 

   ＦＡＸ ０９３－５８１－２４９０ 
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北九州市公告第１７６号 

 一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  平成３１年３月２９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 契約内容 

 （１） 業務名 領収済通知書等の仕分・発送・登録等業務委託 

 （２） 履行の内容等 仕様書等で定めるとおり 

 （３） 履行期間 平成３１年６月１日から平成３４年６月３０日まで 

 （４） 履行場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

          北九州市役所本庁舎 

 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載 

  された金額に当該金額の１００分の８に相当する金額を加算した金額（当 

  該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと 

  する。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業 

  者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１ 

  ００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

  。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す 

  る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

  に記載されていること。 

 （３） 入札を行おうとする委託契約と類似する業務について、この公告の 

日前２年間に、国、地方公共団体等の官公庁から受託した実績があること

。 

 （４） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札の手続等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市会計室 

  イ 日時 この公告の日から平成３１年４月８日まで（日曜日及び土曜日 
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   を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から 

   午後４時３０分まで 

 （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所において無償で交 

  付する。 

 （３） 競争参加の申出書の提出 この公告に係る一般競争入札に参加を希 

  望する者は、平成３１年４月８日まで（日曜日及び土曜日を除く。）に競 

  争参加の申出書を北九州市会計室に提出しなければならない。 

 （４） 入札説明会の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市役所本庁舎地下２階第５入札室 

  イ 日時 平成３１年４月１０日午後３時 

 （５） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市役所本庁舎地下２階第５入札室 

  イ 日時 平成３１年４月１５日午後３時 

  ウ 提出書類 

  （ア） 入札書 

  （イ） 入札内訳書 

４ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申出書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

  エ その他入札の条件に違反した入札 

 （４） 落札者の決定方法 

   契約規則第１３条第 1 項の規定により定められた予定価格の制限の範囲
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内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。また、所定の回

数で落札者がいないときは、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８

号の規定により随意契約に移行する。 

 （５） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

  地等 

   北九州市会計室 

   〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２５１４ 

   ＦＡＸ ０９３－５８１－２４９０ 
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北九州市公告第１７７号 

 都市公園の供用を開始するので、都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第

２条の２の規定により、次のとおり公告する。 

平成３１年３月２９日 

                  北九州市長 北 橋 健 治   

１ 供用を開始する都市公園の名称、位置及び区域 

公園番号   名   称     位   置     区   域   

４８０３ 北九州市立湯川三

丁目西公園 

北九州市小倉南区

湯川三丁目２番 

北九州市小倉南区

湯川三丁目２番の

一部 

２ 供用開始の期日 

  平成３１年３月２９日 

なお、供用開始に係る区域を示す図面を、北九州市建設局公園緑地部公園

管理課において公告の日から２週間一般の縦覧に供する。 
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北九州市公告第１７８号 

 都市公園の区域を変更するので、北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置

及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条例第７号）第１４条の２の規定

により、次のとおり公告する。 

平成３１年３月２９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 区域を変更する都市公園の名称、位置及び変更に係る区域 

２ 変更の期日 

  平成３１年３月２９日 

  なお、変更に係る区域を示す図面を、北九州市建設局公園緑地部公園管理 

課において公告の日から２週間一般の縦覧に供する。 

公園番号   名  称    位  置  区   域 

４０５７ 北九州市立若園四

丁目公園 

北九州市小倉南区

若園四丁目１番 

北九州市小倉南区

若園四丁目１番の

一部 

４１８０ 北九州市立香月中

央公園 

北九州市八幡西区

香月西四丁目１番

及び５番 

北九州市八幡西区

香月西四丁目５番

の一部 
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北九州市上下水道局管理規程第３号 

 北九州市上下水道局の組織及び事務分掌規程の一部を改正する規程を次のよ

うに定める。 

  平成３１年３月２９日 

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志   

   北九州市上下水道局の組織及び事務分掌規程の一部を改正する規 

   程 

 北九州市上下水道局の組織及び事務分掌規程（平成１１年北九州市水道局管

理規程第６号）の一部を次のように改正する。 

 第１条総務経営部営業課の項中「営業第一係」を「調定係」に、「営業第二

係」を「収納係」に改める。 

 第２条総務経営部総務課庶務係の項中第１１号を第１２号とし、第５号から

第１０号までを１号ずつ繰り下げ、第４号の次に次の１号を加える。 

    （５） 福岡県下水道協会に関すること（下水道計画課の所管に属す

るものを除く。）。 

            営業第一係 

営業第二係 

   調定係 

    （１） 給水契約に関すること。 

    （２） 使用水量の検針に関すること。 

    （３） 水道料金、下水道使用料等の調定に関すること。 

    （４） 検針端末の管理及び運用に関すること。 

    （５） 下水道使用料に係る水質加算の賦課に関すること。 

    （６） 工業用水道料金に係る検針、調定、納入通知及び収納並びに

未納金の整理に関すること。 

    （７） 宗像地区事務組合水道事業包括受託業務の営業業務に関する

こと。 

 第２条総務経営部営業課の項に次のように加える。 

   収納係 

    （１） 水道料金、下水道使用料等の納入通知及び収納に関すること

。 

    （２） 水道料金、下水道使用料等の未納金の整理に関すること。 

    （３） 下水道受益者負担金の賦課及び徴収に関すること。 

    （４） 水洗便所改造助成金及び水洗便所改造貸付金に関すること。 

 第２条下水道部下水道計画課企画調整係の項第４号中「こと」の次に「（技

第２条総務経営部営業課 の項を次のように改める。 
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術に係る試験及び講習会に係るものに限る。）」を加える。 

   付 則 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 
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北九州市上下水道局告示第９号

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２及び北九州市上

下水道局会計規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第１２号）第３６条の

２第１項の規定により、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の

１６の２第１項の規定に基づき定めた宗像地区事務組合と北九州市との間にお

ける水道事業に係る事務の代替執行に関する規約第２条に規定する水道料金及

び手数料等のうち給水装置に係るものの徴収事務を次のとおり委託した。

  平成３１年３月２９日

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志  

受 託 者
委 託 期 間

名 称 住 所

株式会社北九州ウォー

ターサービス

北九州市小倉北区浅野

三丁目８番１号

平成３１年４月１日

から平成３２年３月

３１日まで
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北九州市上下水道局公告第２６号

 一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規程（平成７年北九州市水道局管理規程第６号）第２条において準用する北

九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市

規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市契約規則（昭和

３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規

定により次のとおり公告する。

  平成３１年３月２９日

               北九州市上下水道局長 有 田 仁 志

１ 調達内容

 （１） 特定役務の名称及び数量

   新町浄化センター他２浄化センター電力供給 一式

 （２） 履行の内容等 仕様書で定めるとおり

 （３） 履行期間 平成３１年７月１日から平成３２年６月３０日まで

 （４） 履行場所 北九州市門司区松原三丁目６番１号

          新町浄化センター 

          北九州市小倉南区中吉田二丁目１０番１号 

          曽根浄化センター 

          北九州市若松区大字安瀬６４番地の１５ 

          北湊浄化センター 

 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の８に相当する金額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと

する。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額

の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

   なお、入札価格の算定について、燃料費調整額及び再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、考慮しないこととする。

２ 競争入札参加資格

  次の各号のいずれにも該当する者であること。

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

 （２） 北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審
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査等に関する規程（平成７年北九州市水道局管理規程第２号）第２条にお

いて準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等

に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業

者名簿（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。

 （３） 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定により

小売電気事業者としての登録を受けている者又は同法第２条の３の規定に

より小売電気事業登録の申請を行っている者であること。 

 （４） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。

３ 競争入札参加資格審査の申請

  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、平成３１

年４月１９日までに競争入札参加資格申請を行わなければならない。

４ 入札手続等

 （１） 契約条項を示す場所及び日時

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号

       北九州市上下水道局下水道部施設課

  イ 日時 この公告の日から平成３１年５月２４日まで（日曜日、土曜日

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

休日並びに同月１日を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分ま

で及び午後１時から午後４時３０分まで

 （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 北九州市上下水道局ホームペー

ジ入札・契約情報（http://www.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/s013010 

18.html）又は前号アの場所において無償で交付する。 

 （３） 入札説明会の場所及び日時 入札説明会は、行わないものとする。

 （４） 競争参加の申出書の提出  

ア 郵送による場合の競争参加申出書の提出期限 第１号アの場所に書留 

郵便により、平成３１年４月１９日午後５時までに必着のこと。 

  イ 持参による場合の競争参加申出書の提出期限 第１号アの場所に平成

３１年４月１９日午後４時３０分までに提出のこと。 

 （５） 郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に書留郵便に

より、平成３１年５月２３日午後５時までに必着のこと。

 （６） 入札及び開札の場所及び日時

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号

       小倉北区役所庁舎西棟地下２階第一入札室
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  イ 日時 平成３１年５月２４日午後１時３０分

５ その他

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨

  ア 言語 日本語

  イ 通貨 日本国通貨

 （２） 入札保証金及び契約保証金

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、北九州市上下水

道局契約規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第２５号。以下「契

約規程」という。）において準用する契約規則第５条第７項各号のいず

れかに該当する場合は、免除する。

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規程におい

て準用する契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当

する場合は、免除する。

 （３） 入札の無効

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札

  ウ 契約規程において準用する契約規則第１２条各号いずれかに該当する

入札

 （４） 落札者の決定方法 契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。

 （５） 契約書作成の要否 要

 （６） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である。 

 （７） この公告に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す

る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除

があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる

ものとする。

 （８） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等

   北九州市上下水道局下水道部施設課

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号

   電話 ０９３－５８２－２４８５
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６ Summary

 （１） The contract item up for tender :

   Power supply to Shinmachi Treatment Plant and other 2 Treatment Plants 

 （２） Deadline of Tender(by hand)

   1:30p.m., May 24,2019

 （３） Deadline of Tender(by mail)

   5:00p.m., May 23,2019

 （４） For further information, please contact:  

Facilities Construction Division, 

Sewer System Department, Water and Sewer Bureau,  

City of Kitakyushu 

65



北九州市上下水道局公告第２７号

 一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規程（平成７年北九州市水道局管理規程第６号）第２条において準用する北

九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市

規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市契約規則（昭和

３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規

定により次のとおり公告する。

  平成３１年３月２９日

               北九州市上下水道局長 有 田 仁 志

１ 調達内容

 （１） 特定役務の名称及び数量

   片上ポンプ場他１６ポンプ場電力供給 一式

 （２） 履行の内容等 仕様書で定めるとおり

 （３） 履行期間 平成３１年７月１日から平成３２年６月３０日まで

 （４） 履行場所 北九州市門司区片上海岸７番２号

          片上ポンプ場 

          北九州市門司区東港町２番２４号 

          門司港ポンプ場 

          北九州市門司区田野浦海岸８番１４号 

          大久保ポンプ場 

          北九州市門司区白野江四丁目１６番３号 

          白野江第２ポンプ場 

          北九州市門司区白野江一丁目９番７号 

          白野江ポンプ場 

          北九州市小倉北区浅野三丁目７番２０号 

          浅野町ポンプ場 

          北九州市小倉北区東港一丁目１番１８号 

          港町ポンプ場 

          北九州市小倉北区大手町７番１０号 

          大手町ポンプ場 

          北九州市小倉北区三萩野三丁目１番１号 

          神嶽ポンプ場 

          北九州市小倉北区篠崎一丁目４番１号 
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          南小倉ポンプ場 

          北九州市小倉南区富士見三丁目４番２号 

          城野ポンプ場 

          北九州市戸畑区川代二丁目１番 

          戸畑ポンプ場 

          北九州市小倉南区曽根新田北四丁目２番７号 

          曽根新田北ポンプ場 

          北九州市門司区吉志一丁目２９番１号 

          吉志ポンプ場 

          北九州市小倉南区津田新町一丁目１番１号 

          竹馬川第２ポンプ場 

          北九州市小倉南区沼南町二丁目１４番１号 

          竹馬川第４ポンプ場 

          北九州市小倉南区大字曽根３３２６番地の２２ 

          竹馬川第５ポンプ場 

 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の８に相当する金額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと

する。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額

の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

   なお、入札価格の算定について、燃料費調整額及び再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、考慮しないこととする。

２ 競争入札参加資格

  次の各号のいずれにも該当する者であること。

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

 （２） 北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審

査等に関する規程（平成７年北九州市水道局管理規程第２号）第２条にお

いて準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等

に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業

者名簿（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。

 （３） 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定により

小売電気事業者としての登録を受けている者又は同法第２条の３の規定に

より小売電気事業登録の申請を行っている者であること。 
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 （４） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。

３ 競争入札参加資格審査の申請

  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、平成３１

年４月１９日までに競争入札参加資格申請を行わなければならない。

４ 入札手続等

 （１） 契約条項を示す場所及び日時

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号

       北九州市上下水道局下水道部施設課

  イ 日時 この公告の日から平成３１年５月２４日まで（日曜日、土曜日

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

休日並びに同月１日を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分ま

で及び午後１時から午後４時３０分まで

 （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 北九州市上下水道局ホームペー

ジ入札・契約情報（http://www.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/s013010 

18.html）又は前号アの場所において無償で交付する。 

 （３） 入札説明会の場所及び日時 入札説明会は、行わないものとする。

 （４） 競争参加の申出書の提出  

ア 郵送による場合の競争参加申出書の提出期限 第１号アの場所に書留 

郵便により、平成３１年４月１９日午後５時までに必着のこと。 

  イ 持参による場合の競争参加申出書の提出期限 第１号アの場所に平成

３１年４月１９日午後４時３０分までに提出のこと。 

 （５） 郵送による場合の入札書の提出期限 第１号アの場所に書留郵便に

より、平成３１年５月２３日午後５時までに必着のこと。

 （６） 入札及び開札の場所及び日時

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号

       小倉北区役所庁舎西棟地下２階第一入札室

  イ 日時 平成３１年５月２４日午後１時４５分

５ その他

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨

  ア 言語 日本語

  イ 通貨 日本国通貨

 （２） 入札保証金及び契約保証金

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、北九州市上下水
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道局契約規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第２５号。以下「契

約規程」という。）において準用する契約規則第５条第７項各号のいず

れかに該当する場合は、免除する。

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規程におい

て準用する契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当

する場合は、免除する。

 （３） 入札の無効

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札

  ウ 契約規程において準用する契約規則第１２条各号いずれかに該当する

入札

 （４） 落札者の決定方法 契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。

 （５） 契約書作成の要否 要

 （６） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である。 

 （７） この公告に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す

る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除

があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる

ものとする。

 （８） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等

   北九州市上下水道局下水道部施設課

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号

   電話 ０９３－５８２－２４８５

６ Summary

 （１） The contract item up for tender :

   Power supply to Katagami Pumping Station and other 16 Pumping Stations 

 （２） Deadline of Tender(by hand)

   1:45p.m., May 24,2019

 （３） Deadline of Tender(by mail)

   5:00p.m., May 23,2019
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 （４） For further information, please contact:  

Facilities Construction Division, 

Sewer System Department, Water and Sewer Bureau,  

City of Kitakyushu 
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北九州市上下水道局公告第２８号

 一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規程（平成７年北九州市水道局管理規程第６号）第２条において準用する北

九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市

規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市契約規則（昭和

３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規

定により次のとおり公告する。

  平成３１年３月２９日

               北九州市上下水道局長 有 田 仁 志

１ 調達内容

 （１） 特定役務の名称及び数量

   中川通ポンプ場他１１ポンプ場電力供給 一式

 （２） 履行の内容等 仕様書で定めるとおり

 （３） 履行期間 平成３１年７月１日から平成３２年６月３０日まで

 （４） 履行場所 北九州市若松区本町二丁目１７番１６号

          中川通ポンプ場 

          北九州市若松区古前一丁目６番５号 

          藤ノ木ポンプ場 

          北九州市若松区南二島二丁目２２番２５号 

          奥洞海ポンプ場 

          北九州市若松区大字払川７３番地の５ 

          払川ポンプ場 

          北九州市若松区高須東三丁目１番１３号 

          高須ポンプ場 

          北九州市八幡西区大字藤田２２９２番地の５ 

          藤田ポンプ場 

          北九州市八幡西区洞北町２番１号 

          本城ポンプ場 

          北九州市八幡西区御開二丁目５番３０号 

          東中島ポンプ場 

          北九州市八幡西区中須一丁目２番４１号 

          折尾ポンプ場 

          北九州市八幡西区則松四丁目１番１号 
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          則松ポンプ場 

          北九州市八幡西区大字楠橋３９２８番地 

          楠橋ポンプ場 

          北九州市八幡西区八枝一丁目１番１号 

          金山川ポンプ場 

 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の８に相当する金額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと

する。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額

の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

   なお、入札価格の算定について、燃料費調整額及び再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、考慮しないこととする。

２ 競争入札参加資格

  次の各号のいずれにも該当する者であること。

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

 （２） 北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審

査等に関する規程（平成７年北九州市水道局管理規程第２号）第２条にお

いて準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等

に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業

者名簿（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。

 （３） 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定により

小売電気事業者としての登録を受けている者又は同法第２条の３の規定に

より小売電気事業登録の申請を行っている者であること。 

 （４） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。

３ 競争入札参加資格審査の申請

  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、平成３１

年４月１９日までに競争入札参加資格申請を行わなければならない。

４ 入札手続等

 （１） 契約条項を示す場所及び日時

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号

       北九州市上下水道局下水道部施設課
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  イ 日時 この公告の日から平成３１年５月２４日まで（日曜日、土曜日

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

休日並びに同月１日を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分ま

で及び午後１時から午後４時３０分まで

 （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 北九州市上下水道局ホームペー

ジ入札・契約情報（http://www.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/s013010 

18.html）又は前号アの場所において無償で交付する。 

 （３） 入札説明会の場所及び日時 入札説明会は、行わないものとする。

 （４） 競争参加の申出書の提出  

ア 郵送による場合の競争参加申出書の提出期限 第１号アの場所に書留 

郵便により、平成３１年４月１９日午後５時までに必着のこと。 

  イ 持参による場合の競争参加申出書の提出期限 第１号アの場所に平成

３１年４月１９日午後４時３０分までに提出のこと。 

 （５） 郵送による場合の入札書の提出期限 第１号アの場所に書留郵便に

より、平成３１年５月２３日午後５時までに必着のこと。

 （６） 入札及び開札の場所及び日時

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号

       小倉北区役所庁舎西棟地下２階第一入札室

  イ 日時 平成３１年５月２４日午後２時

５ その他

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨

  ア 言語 日本語

  イ 通貨 日本国通貨

 （２） 入札保証金及び契約保証金

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、北九州市上下水

道局契約規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第２５号。以下「契

約規程」という。）において準用する契約規則第５条第７項各号のいず

れかに該当する場合は、免除する。

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規程におい

て準用する契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当

する場合は、免除する。

 （３） 入札の無効

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札
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  ウ 契約規程において準用する契約規則第１２条各号いずれかに該当する

入札

 （４） 落札者の決定方法 契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。

 （５） 契約書作成の要否 要

 （６） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である。 

 （７） この公告に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す

る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除

があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる

ものとする。

 （８） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等

   北九州市上下水道局下水道部施設課

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号

   電話 ０９３－５８２－２４８５

６ Summary

 （１） The contract item up for tender :

   Power supply to Nakagawadori Pumping Station and other 11  

Pumping Stations 

 （２） Deadline of Tender(by hand)

   2:00p.m., May 24,2019

 （３） Deadline of Tender(by mail)

   5:00p.m., May 23,2019

 （４） For further information, please contact:  

Facilities Construction Division, 

Sewer System Department, Water and Sewer Bureau,  

City of Kitakyushu 
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北九州市交通局管理規程第４号 

 北九州市交通局事務分掌規程及び北九州市交通局会計規程の一部を改正する

規程を次のように定める。 

  平成３１年３月２９日 

北九州市交通局長   田 茂 人 

   北九州市交通局事務分掌規程及び北九州市交通局会計規程の一部 

を改正する規程 

 （北九州市交通局事務分掌規程の一部改正） 

第１条 北九州市交通局事務分掌規程（昭和３８年北九州市交通局管理規程第

３５号）の一部を次のように改正する。 

第２条総務経営課の項中「経理係」を削り、「旅行センター」を「貸切営

業係」に改める。 

  第３条総務経営課経理係の項を削り、同条総務経営課経営企画係の項第７

号中「旅行センター」を「貸切営業係」に改め、同項に次の１４号を加える

。 

（８） 財政計画に関すること。 

（９） 予算の編成及び執行管理に関すること。 

（１０） 収入及び支出の審査に関すること。 

（１１） 支払決定及び出納に関すること。 

（１２） 決算に関すること。 

（１３） 企業債に関すること。 

（１４） 固定資産の除却及び減価償却に関すること。 

（１５） 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。 

（１６） 一時借入金及び資金運用に関すること。 

（１７） 地方公営企業法第４０条の２第１項に規定する書類の作成 

に関すること。 

（１８） 物品の購入、修理、加工等に関すること。 

（１９） 業者の資格審査及び登録に関すること。 

（２０） 不用物品（遺留品を含む。）の処分に関すること。 

（２１） その他他課に属しない財務事務に関すること。 

第３条総務経営課旅行センターの項中「旅行センター」を「貸切営業係」

に改める。 

第４条第２項中「担当係長」の次に「（経理担当係長を除く。）」を加え

、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 
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 ２ 総務経営課に局、課の経理に関すること等を担任する経理担当係長を置

く。 

（北九州市交通局会計規程の一部改正） 

第２条 北九州市交通局会計規程（昭和４３年北九州市交通局管理規程第４号

）の一部を次のように改正する。 

  第４８条第２項第１号中「旅行センター長」を「貸切営業係長」に改める

。 

  別表第１の総務経営課企業出納員の項中「総務経営課経理係長」を「総務

経営課経理担当係長」に改める。 

  別表第２の現金取扱員の印の項中「旅行センター」を削る。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施行規程の一部改正） 

２ 北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施行規程（昭和３９年北九州市

交通局管理規程第７号）の一部を次のように改正する。 

  第５条の表中「、旅行センター・総合案内所」を削る。 

 第５条の２の表の旅行センター・総合案内所の項を削る。 

 （北九州市交通局職員安全衛生管理規程の一部改正） 

３ 北九州市交通局職員安全衛生管理規程（昭和５２年北九州市交通局管理規

程第７号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項中「、北九州市交通局総務経営課旅行センター（第５条にお

いて「旅行センター」という。）に安全衛生推進者を」を削る。 

  第４条第８項を削る。 

  第５条第７項を削る。 

 （北九州市交通局カード式乗車券に係るカード貸与規程の一部改正） 

４ 北九州市交通局カード式乗車券に係るカード貸与規程（平成１５年北九州

市交通局管理規程第２号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項中「、二島案内所及び旅行センター・総合案内所」を「及び

二島案内所」に改め、同項の表の旅行センター・総合案内所の項を削る。 

76



北九州市病院局管理規程第４号 

 北九州市病院局事務分掌規程等を廃止する規程を次のように定める。 

  平成３１年３月２９日 

北九州市病院局長 古 川 義 彦 

   北九州市病院局事務分掌規程等を廃止する規程 

 次に掲げる規程は、廃止する。 

（１）北九州市病院局事務分掌規程（昭和４２年北九州市病院局管理規程第 

１号） 

（２）北九州市病院局長代理規程（昭和４２年北九州市病院局管理規程第２ 

号） 

（３）北九州市病院局事務専決規程（昭和４２年北九州市病院局管理規程第 

３号） 

 （４）北九州市病院長以下専決規程（昭和４２年北九州市病院局管理規程第 

４号） 

 （５）北九州市病院局文書規程（昭和４２年北九州市病院局管理規程第５号

） 

 （６）北九州市病院局公印規程（昭和４２年北九州市病院局管理規程第６号

） 

 （７）北九州市病院局会計規程（昭和４２年北九州市病院局管理規程第１１

号） 

 （８）北九州市病院局小切手振出等事務取扱規程（昭和４２年北九州市病院

局管理規程第１２号） 

 （９）北九州市病院局出納取扱金融機関等事務取扱規程（昭和４２年北九州

市病院局管理規程第１３号） 

 （10）北九州市病院局契約規程（昭和４２年北九州市病院局管理規程第１４

号） 

 （11）北九州市立病院業務規程（昭和４２年北九州市病院局管理規程第１５

号） 

 （12）北九州市病院事業財政再建計画に従って行われる行政整理等により退

職した者の退職手当に関する規程（昭和４３年北九州市病院局管理規程第 

１号） 

 （13）北九州市病院局職員就業規程（昭和４３年北九州市病院局管理規程第 

４号） 

 （14）北九州市病院局職員給与規程（昭和４３年北九州市病院局管理規程第 

５号） 

77



 （15）北九州市立看護専門学校奨学金貸与条例施行規程（昭和４３年北九州

市病院局管理規程第１０号） 

 （16）北九州市病院局職員の職名等に関する規程（昭和４３年北九州市病院

局管理規程第１１号） 

 （17）北九州市病院局電気工作物保安規程（昭和４３年北九州市病院局管理

規程第１２号） 

 （18）北九州市病院局職員職種別定数規程（昭和４３年北九州市病院局管理

規程第１６号） 

 （19）北九州市病院局職員人事評価規程（昭和４３年北九州市病院局管理規

程第２２号） 

 （20）北九州市病院局職員在籍専従許可の手続き等に関する規程（昭和４４

年北九州市病院局管理規程第９号） 

 （21）北九州市病院局公舎管理規程（昭和４５年北九州市病院局管理規程第 

１号） 

 （22）北九州市病院局看護師寄宿舎規程（昭和４５年北九州市病院局管理規

程第２号） 

 （23）北九州市病院局庁内管理規程（昭和４７年北九州市病院局管理規程第 

７号） 

（24）北九州市病院局統計事務規程（昭和４７年北九州市病院局管理規程第 

１０号） 

 （25）北九州市病院局見舞金支給規程（昭和４８年北九州市病院局管理規程

第８号） 

 （26）北九州市立病院等の使用料等に関する条例施行規程（昭和５２年北九

州市病院局管理規程第１号） 

 （27）北九州市立医療センター放射線障害予防規程（平成５年北九州市病院

局管理規程第１号） 

 （28）北九州市病院局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規

程（平成６年北九州市病院局管理規程第７号） 

 （29）北九州市病院局測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者

の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市病院局管理規程第８号

） 

 （30）北九州市病院局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に

関する規程（平成７年北九州市病院局管理規程第１号） 

 （31）北九州市病院局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（

平成７年北九州市病院局管理規程第８号） 
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 （32）北九州市病院局聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程（平成８年北

九州市病院局管理規程第７号） 

 （33）北九州市立看護専門学校学則（平成９年北九州市病院局管理規程第 

９号） 

 （34）北九州市病院局職員衛生委員会規程（平成１７年北九州市病院局管理

規程第４号） 

 （35）北九州市立病院の指定管理者の指定の手続等に関する規程（平成２０

年北九州市病院局管理規程第２号） 

 （36）東日本大震災及び平成28年熊本地震に伴う北九州市病院局職員の特別

休暇の特例に関する規程（平成２３年北九州市病院局管理規程第１８号） 

付 則 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 
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北九州市病院局公告第７号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市病院局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平

成７年北九州市病院局管理規程第８号）第２条において準用する北九州市物品

等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第７８

号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  平成３１年３月２９日 

北九州市病院局長 古 川 義 彦 

１ 特定役務の名称及び数量 

  メンテナンス付きカーテン賃貸借 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

 北九州市病院局医療センター事務局管理課 

 北九州市小倉北区馬借二丁目１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成３１年２月２０日 

４ 落札者の名称及び住所 

  ワタキューセイモア株式会社北九州営業所 

  北九州市八幡東区大字前田１５２０番１０ 

５ 落札金額 

  ４，４０６万４，０００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  平成３１年１月１１日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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北九州市公営競技局管理規程第１号 

 北九州市公営競技局の組織及び事務分掌規程の一部を改正する規程を次のよ

うに定める。 

  平成３１年３月２９日 

               北九州市公営競技局長 上 野 孝 司   

北九州市公営競技局の組織及び事務分掌規程の一部を改正する規 

程 

北九州市公営競技局の組織及び事務分掌規程（平成３０年北九州市公営競技

局管理規程第１号）の一部を次のように改正する。 

 第１条に次のように加える。 

 地域貢献室 

  地域貢献推進係 

 第２条に次のように加える。 

 地域貢献室 

  地域貢献推進係 

（１） 室の庶務に関すること。 

   （２） 地域貢献事業の企画及び実施に関すること。 

 第３条第１項中「に課長」の次に「、室に室長」を加え、同条第２項中「及

び課付」を「、課付及び室付」に改める。 

 第５条第１項中「課長」の次に「、室長」を加え、同条第３項中「及び課付

」を「、課付及び室付」に改める。 

 第６条第１項中「主管課長」の次に「、主管室長」を加え、同条第２項中「

給与担当課長」を「室長、給与担当課長」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （北九州市公営競技局事務専決規程の一部改正） 

２ 北九州市公営競技局事務専決規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規

程第２２号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「給与担当課長」を「室長、給与担当課長」に改める。 

  第４条第１項本文（各号列記以外の部分に限る。）中「給与担当課長」を

「室長を含み、給与担当課長」に改め、「除く」の次に「。以下同じ」を加

える。 

  第６条各号列記以外の部分中「（給与担当課長及び工事契約担当課長を除

く。）」を削る。 
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北九州市教育機関事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成３１年３月２９日

                     北九州市教育委員会

教育長 垣 迫 裕 俊

北九州市教育委員会規則第２号

北九州市教育機関事務分掌規則の一部を改正する規則

北九州市教育機関事務分掌規則（昭和５０年北九州市教育委員会規則第１２

号）の一部を次のように改正する。

別表第１中

指導部 北九州市立特別支援教育相談センター 第３類 所長

北九州市立教育センター 第３類 所長

教職員部 北九州市立教育センター 第３類 所長

指導部 北九州市立特別支援教育相談センター 第３類 所長

改める。

別表第２の特別支援教育相談センターの項を削り、同表の教育センターの項

の次に次のように加える。

特別支援教育相談センター

（１） 特別支援教育に関する教育相談に関すること。

（２） その他教育委員会が必要と認めること。

付 則

 （施行期日）

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

（北九州市教育委員会職員安全衛生管理規則の一部改正）

２ 北九州市教育委員会職員安全衛生管理規則（昭和５３年北九州市教育委員

会規則第８号）の一部を次のように改正する。

  別表中

特別支援教育相談センター 特別支援教育相談センター所長

教育センター 教育センター担当係長

教育センター 教育センター担当係長

特別支援教育相談センター 特別支援教育相談センター所長

改める。

「

」

「

に

を

」

を

「

に

「

」

」
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北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤勉

手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成３１年３月２９日

             北九州市教育委員会

教育長 垣 迫 裕 俊

北九州市教育委員会規則第３号

北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手

当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則

北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤勉

手当に関する規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第１０号）の一部を次

のように改正する。

第３条第２号ウ中「、北九州市病院局企業職員の給与の種類及び基準を定め

る条例（昭和４２年北九州市条例第４０号）」を削る。

付則第８項中「ついては」の次に「、前項の規定にかかわらず」を加え、同

項を付則第９項とし、付則第７項の次に次の１項を加える。

８ 別表第２の規定の適用については、当分の間、同表中「１００分の７．５

」とあるのは、「１００分の８」とする。

別表第１中「１００分の７．５」を「１００分の８」に改める。

   付 則 

（施行期日） 

1  この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成３１年６月１日を基準日とする期末手当及び勤勉手当に係る北九州市

立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤勉手当に関

する規則第９条（同規則第２１条第１項において準用する場合を含む。）の

規定の適用については、同規則第９条第１項第２号の企業職員には、同月１

日以前６箇月以内の期間において北九州市病院事業の設置等に関する条例等

の一部を改正する等の条例（平成３０年北九州市条例第７２号）による廃止

前の北九州市病院局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和４２

年北九州市条例第４０号）の規定の適用を受けていた職員を含むものとする

。 
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北九州市教育委員会訓令第２号 

                            庁中一般 

×北九州市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める

。 

××平成３１年３月２９日 

                     北九州市教育委員会 

教育長 垣 迫 裕 俊××

×××北九州市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令 

北九州市教育委員会事務専決規程（昭和４４年北九州市教育委員会訓令第３

号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

任用

・配

置 

法令又は

条例に基

づく教育

関係委員

で教育委

員会が別

に定める

もの及び

規則に基

づく教育

関係委員

   〔総務部長〕 

嘱託職員 

〔教職員部長〕

学校嘱託職員 

 〔総務課長〕 

臨時的任用職員

〔教職員課長〕

臨時的任用学校

職員 

〔小、中学校長

等〕 

１４日以内の臨

時的任用学校職

員及び学校嘱託

職員（教員及び

学校事務職員を

除く。） 

嘱託職員

の任用・

配置のう

ち、重要

なものに

ついては

、別に定

めるとこ

ろによる

。 

教育

委員

会規

則及

び教

育委

員会

訓令

の改 

軽易なも

の 

      法令等の

制定又は

改廃に伴

う形式的

な規定の

整理のみ

を行うも

のに限る

。 

「

を

「

」
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正         

任用

及び

配置 

法令又は

条例に基

づく教育

関係委員

で教育委

員会が別

に定める

もの及び

規則に基

づく教育

関係委員

   〔総務部長〕 

嘱託職員 

〔教職員部長〕

学校嘱託職員 

 〔総務課長〕 

臨時的任用職員

〔教職員課長〕

臨時的任用学校

職員 

〔小、中学校長

等〕 

１４日以内の臨

時的任用学校職

員及び学校嘱託

職員（教員及び

学校事務職員を

除く。） 

嘱託職員

の任用及

び配置の

うち、重

要なもの

について

は、別に

定めると

ころによ

る。 

改める。 

付 則 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

に

」
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北九州市教育委員会訓令第３号  

庁中一般

北九州市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める

。 

  平成３１年３月２９日 

北九州市教育委員会 

 教育長 垣 迫 裕 俊 

北九州市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

北九州市教育委員会事務専決規程（昭和４４年北九州市教育委員会訓令第３

号）の一部を次のように改正する。

第１条中「子ども家庭部長」を「子育て支援部長」に改め、「文化企画課長

」の次に「、埋蔵文化財センター所長」を加える。

別表の青少年の指導育成に係る事業（重要なものを除く。）の実施に関する

事務（区長等が行う事務を除く。）の項から青少年対策に係る事業（重要なも

のを除く。）の実施に関する事務（区長等が行う事務を除く。）の項まで、青

少年の家及び児童文化施設の管理及び運営（それぞれ重要なものを除く。）に

関する事務（区長等が行う事務を除く。）の項及び青少年の家及び児童文化施

設の臨時開所に関する事務の項中「子ども家庭部長」を「子育て支援部長」に

改め、同表の注書第１項第２号中「子ども家庭部長」を「子育て支援部長」に

改め、同項第３号中「文化企画課長」の次に「、埋蔵文化財センター所長」を

加える。

付 則 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第１条の改正規定

（「文化企画課長」の次に「、埋蔵文化財センター所長」を加える部分に限る

。）及び別表の注書第１項第３号の改正規定は、平成３１年３月２９日から施

行する。
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北九州市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

平成３１年３月２９日

             北九州市人事委員会委員長 河 原 一 雅  

北九州市人事委員会規則第２号

北九州市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

北九州市管理職員等の範囲を定める規則（昭和４１年北九州市人事委員会規

則第１７号）の一部を次のように改正する。

別表の個別の市長部局の本庁の項中

「 

                                 」

「 

                                 」

改める。

付 則

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

〔秘書室〕庶務係長 秘書係長 担当係長

〔総務局〕管理第一係長 管理第二係長 法規係長 訟務係長 人

事係長 制度係長 組織管理係長 人材育成係長 職員係長 給

与第一係長 給与第二係長 議事堂の秩序維持を担当する担当係

長 人事及び服務を担当する担当係長 職員団体を担当する係員

〔財政局〕予算係長

〔環境局〕職員係長

を

〔秘書室〕庶務係長 秘書係長 担当係長

〔総務局〕管理第一係長 管理第二係長 法規係長 訟務係長 人

事係長 制度係長 組織管理係長 人材育成係長 職員係長 給

与第一係長 給与第二係長 人事及び服務を担当する担当係長 

職員団体を担当する係員

〔財政局〕予算係長

〔環境局〕職員係長

に
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公益的法人等への北九州市職員の派遣等に関する規則等の一部を改正する規

則をここに公布する。 

平成３１年３月２９日 

             北九州市人事委員会委員長 河 原 一 雅   

北九州市人事委員会規則第３号 

公益的法人等への北九州市職員の派遣等に関する規則等の一部を 

改正する規則 

 （公益的法人等への北九州市職員の派遣等に関する規則の一部改正） 

第１条 公益的法人等への北九州市職員の派遣等に関する規則（平成１４年北

九州市人事委員会規則第１６号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１の条例第２条第１項第４号の人事委員会規則で定める法人の項中 

「公立大学法人北九州市立大学」を 

に改める。 

 （初任給調整手当に関する規則の一部改正） 

第２条 初任給調整手当に関する規則（平成２１年北九州市人事委員会規則第

６号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「医師手当（」の次に「北九州市病院事業の設置等に関する条例

等の一部を改正する等の条例（平成３０年北九州市条例第７２号）による廃

止前の」を加える。 

  付則第３項中「この規則又は」の次に「北九州市病院局事務分掌規程等を

廃止する規程（平成３１年北九州市病院局管理規程第４号）による廃止前の

」を加える。 

（北九州市職員の退職管理に関する規則の一部改正） 

第３条 北九州市職員の退職管理に関する規則（平成２８年北九州市人事委員

会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

  第５条中第４号を削り、第５号を第４号とする。 

第１９条第１号中「第５条第５号」を「第５条第４号」に改める。 

付 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

」 

「公立大学法人北九州市立大学 

 地方独立行政法人北九州市立病院機構 
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