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議案甲第２号 

 

   多久市公告式条例の一部を改正する条例  

 

 多久市公告式条例（昭和２９年多久市条例第１号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第２条第２項中「、東多久公民館、南多久公民館、多久公民館及び西多久公

民館」を削る。 

 第６条を第７条とし、第６条として次の１条を加える。  

 （告示等の公示）  

第６条 第２条第２項の規定は、市長及び市の機関が発する告示及び公告の公

示にこれを準用する。  

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   平成３０年３月２日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     

 

（提案理由） 

 公告式に係る事務の見直しを行うとともに、公示文の公告式について規定す

るため、条例の一部を改正する必要がある。  
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議案甲第３号 

 

   多久市個人情報保護条例及び多久市特定個人情報保護条例の一部  

を改正する条例  

 

 （多久市個人情報保護条例の一部改正）  

第１条 多久市個人情報保護条例（平成１４年多久市条例第１７号）の一部を

次のように改正する。  

 

  第２条第１号を次のように改正する。  

  (１) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するも

のをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法

人その他の団体の役員に関する情報（当該法人その他の団体の機関と

しての情報に限る。）又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。 

   ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若

しくは電磁的記録（電磁的方式（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をいう。）で作られる記録

をいう。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方

法を用いて表された一切の事項（個人識別符号（行政機関の保有する

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５８号）第２条第３

項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。）を除く。）をいう。以

下同じ。）により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と

照合することができ、それ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。）  

   イ 個人識別符号が含まれるもの  

  第２条中第８号を第９号とし、第２号から第７号までを１号ずつ繰り下げ、

第１号の次に次の１号を加える。 

  (２) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経
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歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見

その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するもの

として実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。  

  第６条第１項中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。  

  (６) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨  

  第７条第２項中「思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別

の原因となる個人情報」を「要配慮個人情報」に改め、第２号を第３号とし、

第１号の次に次の１号を加える。  

  (２) 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。  

 

 （多久市特定個人情報保護条例の一部改正）  

第２条 多久市特定個人情報保護条例（平成２７年多久市条例第１８号）の一

部を次のように改正する。  

 

  第２条第１号中「第２条第２号」を「第２条第３号」に改める。  

  第１３条第２号中「又は開示請求者以外」を「若しくは個人識別符号（行

政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５８号）

第２条第３項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。）が含まれるもの又

は開示請求者以外」に改める。 

  第１４条第２項中「記述等」の次に「及び個人識別符号」を加える。  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。  

 （多久市情報公開・共有条例の一部改正）  

２ 多久市情報公開・共有条例（平成１２年多久市条例第３２号）の一部を次

のように改正する。  

  第６条第２号中「で、特定の個人がわかるもの」を「であって、当該情報



 4 

に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録

（電磁的方式（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をいいます。）で作られる記録をいいます。）に記載され、

若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事

項をいいます。）により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

含みます。）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、なお個人の権利利害を害するおそれがあるもの」に改める。  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   平成３０年３月２日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     

 

（提案理由） 

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、多久市個人

情報保護条例及び多久市特定個人情報保護条例の一部を改正する必要がある。  
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議案甲第４号 

 

   多久市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例  

 

 （多久市職員の退職手当に関する条例の一部改正）  

第１条 多久市職員の退職手当に関する条例（昭和３８年多久市条例第１号）

の一部を次のように改正する。  

 

  附則第５項中「１００分の８７」を「１００分の８３．７」に改める。  

 

 （多久市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）  

第２条 多久市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（昭和４８

年多久市条例第３７号）の一部を次のように改正する。  

 

  附則第３項中「１００分の８７」を「１００分の８３．７」に改める。  

 

 （多久市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）  

第３条 多久市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成１８

年多久市条例第８号）の一部を次のように改正する。  

 

  附則第２条第１項中「１００分の８７」を「１００分の８３．７」に、「１

０４分の８７」を「１０４分の８３．７」に改める。  

 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 

 

 上記の議案を提出する。  
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   平成３０年３月２日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     

 

（提案理由） 

 国家公務員退職手当法の改正に準じて職員の退職手当の減額をするため、条

例の一部を改正する必要がある。  
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議案甲第５号 

 

   多久市債権管理条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、本市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事

項を定めることにより、市の債権の適正な管理に資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、当該各号に定め

るところによる。  

 (１) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。  

 (２) 市税 市の債権のうち、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規

定に基づく徴収金に係るものをいう。  

 (３) 公課 市の債権のうち、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

３１条の３第３項に規定する歳入に係る債権であり、国税又は地方税の

滞納処分の例により処分することができるものをいう。  

 (４) その他の債権 市の債権のうち、市税及び公課以外のものをいう。  

 （他の法令等との関係）  

第３条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若

しくはこれに基づく規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の

定めるところによる。  

 （市長の責務）  

第４条 市長は、法令又は条例若しくは規則（以下「法令等」という。）の定め

に従い、市の債権の適正な管理に努めなければならない。  

 （督促） 

第５条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるとき

は、法令等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければな

らない。 

 （台帳の整備）  
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第６条 市長は、市の債権について、前条に規定する督促を行ってもなお履行

しない者がある場合は、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければ

ならない。 

 （情報の利用） 

第７条 市長は、市の債権の管理に関する事務を効果的に行うため必要がある

と認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度で、多久市個人情報保護条例

（平成１４年多久市条例第１７号）で定めるところに従い、前条で規定する

台帳に関する情報を、保有するに当たって特定された利用の目的の範囲を超

えて利用することができる。  

 （市税及び公課の滞納処分等）  

第８条 市長は、市税及び公課の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞

納処分の停止については、法令等の定めるところにより行わなければならな

い。 

 （その他の債権の強制執行等）  

第９条 市長は、その他の債権に係る督促をした後相当の期間を経過してもな

お履行されないときは、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下

「施行令」という。）第１７１条の２各号に掲げる強制執行等の措置をとらな

ければならない。ただし、施行令第１７１条の５の規定により徴収停止の措

置をとる場合又は施行令第１７１条の６の規定により履行期限を延長する場

合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。  

２ その他の債権の履行期限の繰上げ、債権の申出等、徴収停止、履行延期の

特約等及び免除については、施行令の定めるところによる。  

 （専決処分） 

第１０条 市長は、その他の債権について訴訟手続等により履行を請求する場

合において、その目的物の価額が１００万円以下のものについては、市長の

専決処分事項指定の件(平成２２年１２月１４日議決)第１号の規定により処

理することができる。  

２ 市長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを議会に報告しな

ければならない。  
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 （その他の債権の放棄）  

第１１条 市長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場

合においては、当該その他の債権及びこれの履行の遅滞に係る延滞金、遅延

損害金その他の徴収金を放棄することができる。  

 (１) 債務者が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護

を受け、又はこれに準じる状態にあり、資力の回復が困難で、当該その

他の債権について、履行の見込みがないと認められるとき。  

 (２) 破産法（平成１６年法律第７５号）第２５３条第１項その他の法令の

規定により、債務者が当該その他の債権についてその責任を免れたとき。 

 (３) 債務者である法人の清算が結了したとき（当該法人の清算につき弁済

の責に任ずべき他の者があり、その者について第１号から第８号までに

掲げる事由がない場合を除く。）。  

 (４) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、

その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して

弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額を超えないと見込

まれるとき。  

 (５) 当該その他の債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。 

 (６ ) 第９条に規定する強制執行等又は施行令第１７１条の４に規定する

債権の申出等の措置をとった場合において、なお完全に履行されなかっ

た当該その他の債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあ

り、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。  

 (７ ) 施行令第１７１条の５に規定する徴収停止の措置をとった当該その

他の債権について、当該徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経

過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、

資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。  

 (８) 債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込

みがないとき。  

２ 市長は、前項の規定によりその他の債権を放棄したときは、これを議会に

報告しなければならない。  
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 （委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

 

   附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   平成３０年３月２日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     

 

（提案理由） 

 市の債権の管理に関する事務について必要な事項を定めることにより、事務

の一層の適正化を図り、公正かつ円滑な行財政運営に資するため、本条例を制

定する必要がある。  
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議案甲第６号 

 

   多久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 

 多久市国民健康保険税条例（昭和２９年多久市条例第２２号）の一部を次の

ように改正する。  

 

 第２条第１項を次のように改める。  

  前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とす

る。 

 (１ ) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会

計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）の規定による国民健康保険事業費納付

金（以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。）の納

付に要する費用のうち、佐賀県の国民健康保険に関する特別会計にお

いて負担する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８

０号）の規定による後期高齢者支援金等（以下この条において「後期

高齢者支援金等」という。）及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）

の規定による納付金（以下この条において「介護納付金」という。）の

納付に要する費用に充てる部分を除く。）に充てるための国民健康保険

税の課税額をいう。以下同じ。）  

 (２ ) 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用（佐賀県の国民健康保険に関する特

別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充

てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以

下同じ。） 

 (３ ) 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、介護保

険法第９条第２号に規定する第２号被保険者であるものをいう。以下
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同じ。）につき算定した介護納付金課税額（国民健康保険税のうち、国

民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（佐賀県の国民健康保険

に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に

充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。

以下同じ。） 

 第２条第２項中「前項」の次に「第１号」を加え、同条第３項中「第１項」

の次に「第２号」を加え、同条第４項中「第１項」の次に「第３号」を加え、

「（国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第９条第２号に規定する被保険

者であるものをいう。以下同じ。）」を削る。  

 第３条第１項中「１００分の１０．１」を「１００分の１１．９」に改める。 

 第４条中「２５，７００円」を「２７，９００円」に改める。  

 第５条第１号中「（昭和３３年法律第１９２号）」を削り、「３１，５００円」

を「３２，６００円」に改め、同条第２号中「１５，７５０円」を「１６，３

００円」に改め、同条第３号中「２３，６２５円」を「２４，４５０円」に改

める。 

 第６条中「１００分の２．６」を「１００分の２．９３」に改める。  

 第７条中「６，３００円」を「７，０００円」に改める。 

 第７条の２第１号中「７，２００円」を「７，７００円」に改め、同条第２

号中「３，６００円」を「３，８５０円」に改め、同条第３号中「５，４００

円」を「５，７７５円」に改める。 

 第８条中「１００分の２．１」を「１００分の２」に改める。  

 第９条中「９，３００円」を「９，２００円」に改める。 

 第９条の２中「４，４００円」を「３，９００円」に改める。  

 第２１条第１号ア中「１７，９９０円」を「１９，５３０円」に改め、同号

イ(ア)中「２２，０５０円」を「２２，８２０円」に改め、同号イ(イ)中「１

１，０２５円」を「１１，４１０円」に改め、同号イ(ウ)中「１６，５３８円」

を「１７，１１５円」に改め、同号ウ中「４，４１０円」を「４，９００円」

に改め、同号エ(ア)中「５，０４０円」を「５，３９０円」に改め、同号エ(イ)

中「２，５２０円」を「２，６９５円」に改め、同号エ (ウ)中「３，７８０円」
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を「４，０４３円」に改め、同号オ中「６，５１０円」を「６，４４０円」に

改め、同号カ中「３，０８０円」を「２，７３０円」に改め、同条第２号ア中

「１２，８５０円」を「１３，９５０円」に改め、同号イ(ア)中「１５，７５

０円」を「１６，３００円」に改め、同号イ (イ)中「７，８７５円」を「８，

１５０円」に改め、同号イ(ウ)中「１１，８１３円」を「１２，２２５円」に

改め、同号ウ中「３，１５０円」を「３，５００円」に改め、同号エ(ア)中「３，

６００円」を「３，８５０円」に改め、同号エ(イ)中「１，８００円」を「１，

９２５円」に改め、同号エ (ウ)中「２，７００円」を「２，８８８円」に改め、

同号オ中「４，６５０円」を「４，６００円」に改め、同号カ中「２，２００

円」を「１，９５０円」に改め、同条第３号ア中「５，１４０円」を「５，５

８０円」に改め、同号イ (ア)中「６，３００円」を「６，５２０円」に改め、

同号イ(イ)中「３，１５０円」を「３，２６０円」に改め、同号イ (ウ)中「４，

７２５円」を「４，８９０円」に改め、同号ウ中「１，２６０円」を「１，４

００円」に改め、同号エ (ア)中「１，４４０円」を「１，５４０円」に改め、

同号エ(イ)中「７２０円」を「７７０円」に改め、同号エ(ウ)中「１，０８０

円」を「１，１５５円」に改め、同号オ中「１，８６０円」を「１，８４０円」

に改め、同号カ中「８８０円」を「７８０円」に改める。 

 第２２条の２第２項中「提出する場合には」を「提出するに当たり」に改め、

「証明する書類」の次に「の提示を求められた場合においては、これ」を加え

る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の多久市国民健康保険税条例の規定は、平成３０年

度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２９年度分までの国

民健康保険税については、なお従前の例による。  
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 上記の議案を提出する。  

 

   平成３０年３月２日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     

 

（提案理由） 

 地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の施行等に伴い、条

例の一部を改正する必要がある。  
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議案甲第７号 

 

   多久市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 

 多久市国民健康保険条例（昭和３４年多久市条例第１３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 第１条（見出しを含む。）中「国民健康保険」の次に「の事務」を加える。  

 第２条（見出しを含む。）中「国民健康保険運営協議会」を「国民健康保険事

業の運営に関する協議会」に改める。  

 第４条の２を次のように改める。  

第４条の２ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定により児童福祉

施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは

里親に委託されている児童であって、民法（明治２９年法律第８９号）の規

定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。  

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 （多久市各種委員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正）  

第２条 多久市各種委員等の報酬及び費用弁償支給条例（昭和３３年多久市条

例第１３号）の一部を次のように改正する。  

  別表第１国民健康保険運営協議会委員の項中「国民健康保険運営協議会委

員」を「国民健康保険事業の運営に関する協議会委員」に改める。  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   平成３０年３月２日 
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                 多久市長  横 尾  俊 彦     

 

（提案理由） 

 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行に伴い、条例の一部を

改正する必要がある。  
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議案甲第８号 

 

   多久市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例  

 

 多久市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年条例第１号）の一部を次の

ように改正する。  

 

 第３条第２号中「第５５条第１項」の次に「（法第５５条の２第２項において

準用する場合を含む。）」を加え、「同項」を「法第５５条第１項」に改め、同条

第３号中「法第５５条第２項第１号」の次に「（法第５５条の２第２項において

準用する場合を含む。）」を加え、同条第４号中「法第５５条第２項第２号」の

次に「（法第５５条の２第２項において準用する場合を含む。）」を加え、「最後

に行った同号」を「最後に行った法第５５条第２項第２号」に改め、同条に次

の１号を加える。  

 (５) 法第５５条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民

健康保険法(昭和３３年法律第１９２号)第１１６条の２第１項及び第２

項の規定の適用を受け、これらの規定により多久市に住所を有するもの

とみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者  

 附則第２条を削り、附則第３条を附則第２条とする。  

 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   平成３０年３月２日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     
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（提案理由） 

 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正す

る法律の施行に伴い、条例の一部を改正する必要がある。  
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議案甲第９号 

 

   多久市立都市公園条例の一部を改正する条例  

 

 多久市立都市公園条例（平成２５年多久市条例第２３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第６条の次に次の１条を加える。  

 （公園施設の敷地面積に関する制限）  

第６条の２ 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園

の敷地面積に対する割合は、１００分の５０を超えてはならない。  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   平成３０年３月２日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     

 

（提案理由） 

 都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政

令の施行に伴い、条例の一部を改正する必要がある。  



 20 

議案甲第１０号 

 

   多久市過疎地域自立促進計画の変更について  

 

 多久市過疎地域自立促進計画を別冊のとおり変更したいので、過疎地域自立

促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第６条第７項の規定により、市議

会の議決を求める。  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   平成３０年３月２日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦 

 

（提案理由） 

 過疎地域自立促進計画の変更については、過疎地域自立促進特別措置法の規

定により議会の議決が必要なため、この案を提案する。  
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議案甲第１１号 

 

   字の区域の変更について（基盤整備促進事業  大坪・中原地区） 

 

 本市内の字の区域を次のとおり変更したいので、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２６０条第１項の規定により、市議会の議決を求める  

区域を変更する町及び

大字の名称 
同左に編入する区域 

西多久町大字板屋  

 

 

 

 

多久町 4407-1、4409、4412 から 4428 まで、4431-1、

4432-1、4433 から 4435 まで、4437、4439、4441 から

4450 まで、4453、4454、4455-1、4455-3、4458-1、

4458-2、4459-1、4459-2、4460、4461-1、4461-2、4462-1、

4462-2、4463、4464、4466、4467、4469 から 4471 ま

で、4474 から 4476 まで、4478、4481、4483、4484-1、

4484-2、4485 から 4492 まで、4493-1、4495、4496、

4497-1、4497-6、4497-7、4499-1、4500-1、4511、4513-1、

4514-1 及び 4516-5 並びにこれらに伴う道路及び水路

の区域 

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   平成３０年３月２日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦 

 

（提案理由） 

 基盤整備促進事業に伴い、本市内の字の区域を変更する必要があるので、地

方自治法２６０条第１項の規定により、この案を提案する。
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議案甲第１２号 

 

   土地改良事業の施行について  

 

 佐賀市多久市小城市武雄市大町町江北町白石町営基幹水利施設管理事業佐賀

西部地区に係る維持管理の計画の概要を別冊のとおり定め、土地改良事業を施

行したいので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第２項

の規定により議会の議決を求める。  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   平成３０年３月２日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦 

 

（提案理由） 

 土地改良事業計画を定めるには、土地改良法第９６条の２第２項の規定によ

り議会の議決が必要なため、この案を提案する。  
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議案甲第１３号 

 

   市道路線の認定について  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、市道路線

を次のとおり認定する。  

 

路線番号 路 線 名 
起   点 

終   点 

１０２５ 山口平山線 
西多久町大字板屋 4714 番 1 地先 

西多久町大字板屋 4550 番 2 地先 

１０２６ 浦山団地２号線  
北多久町大字小侍 287 番 101 地先 

北多久町大字小侍 287 番 92 地先 

１０２７ 浦山団地３号線  
北多久町大字小侍 287 番 89 地先 

北多久町大字小侍 287 番 86 地先 

１０２８ 浦山団地４号線  
北多久町大字小侍 287 番 88 地先 

北多久町大字小侍 287 番 81 地先 

１０２９ 東多久駅北団地３号線  
東多久町大字別府 5524 番 12 地先 

東多久町大字別府 5524 番 1 地先 

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   平成３０年３月２日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     

 

（提案理由） 

 市道路線の見直しにより、５路線を認定する必要があるため。  
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議案甲第13号 参考資料
位置図 縮尺 1/5,000

路線番号1025号 山口平山線

N

山口平山線 L=984.0m

凡　　　例

市道廃止路線

市道認定路線
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議案甲第13号 参考資料
位置図 縮尺 1/2,000

路線番号1026号 浦山団地2号線

N

浦山団地2号線 L=142.3m

凡　　　例

市道廃止路線

市道認定路線
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議案甲第13号 参考資料
位置図 縮尺 1/2,000

路線番号1027号 浦山団地3号線

N

浦山団地3号線 L=238.3m

凡　　　例

市道廃止路線

市道認定路線
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議案甲第13号 参考資料
位置図 縮尺 1/2,000

路線番号1028号 浦山団地4号線

N

浦山団地4号線 L=44.3m

凡　　　例

市道廃止路線

市道認定路線
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議案甲第13号 参考資料
位置図 縮尺 1/2,500

路線番号1029号 東多久駅北団地3号線

N

東多久駅北団地3号線 L=67.9m

凡　　　例

市道廃止路線

市道認定路線


