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一般財団法人久留米市開発公社事務専決規程 

 

平成 10年 4月 1日 全部改正 

平成 11年 4月 1日 一部改正 

平成 14年 4月 1日 一部改正 

平成 15年 4月 1日 一部改正 

平成 16年 4月 1日 一部改正 

平成 26年 4月 1日 一部改正 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、理事長の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定め、明確な責任のもとに 

合理的かつ能率的な事務処理を図ることを目的とする。 

 

（常務理事専決事項） 

第２条 常務理事が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 ( 1) １件 2,000万円未満の財産の取得、交換及び処分に関すること。 

( 2) １件 500万円以上 3,000万円未満の取引財産（「譲渡又は売却の目的をもって取得又は造成した

土地及び建物等」をいう。）の取得、交換及び処分に関すること。 

( 3) １件 3,000 万円未満の補償額の決定に関すること。 

( 4) １件 2,000万円未満の動産(現金を含む)及び不動産の寄附受納に関すること。 

 ( 5) １件 5,000 万円未満の資金の借入並びに借入金の借入期間の更新に関すること。 

( 6) １件の賃貸借料が年額 200 万円未満（賃貸借期間が 10 年未満のものに限る。）又は 1 件 300 万

円以上 2,000万円未満の工事の請負若しくは委託以外の契約の締結に関すること。 

( 7) １件 50万円以上の予算の流用及び予備費の充用に関すること。 

( 8) １件 500 万円以上の負担金、補助及び交付金、貸付金、補償、補填及び賠償金並びに 1件 100 万      

円以上の寄付金の支出負担行為の決定に関すること。 

 ( 9) 特に重要な広報及び公聴に関すること。 

  (10) 予算科目の新設に関すること。 

 (11) 工事の施行に伴う補償額の決定に関すること。 

(12) 事務要領等の制定に関すること（重要な要領等を除く。）。 

(13) 重要な告示及び公表に関すること。 

(14) 重要な許可、許認可に関すること。 

(15) 他の団体又は機関に対する重要な届、上申及び申請等に関すること。 

(16) 報告及び副申に関すること。 

(17) 職員（主査以上を除く。）の任免及び分限の決定に関すること。 

 (18) 事務局長、課長、主幹及び参事の休暇の付与等、旅行命令に関すること。 

 (19) 職員の介護休暇、特別無給休暇及び部分休業の承認に関すること。 

 (20) 職員の職務に専念する義務の免除及び営利企業従事の許可に関すること。 

 (21) 事務局長等の管理職特別勤務手当の確認に関すること。 

 （22）旅行依頼に関すること 

 (23) 職員等の労働災害の認定に関すること。 

  (24) 財産の使用賃貸借契約の締結に関すること。 

(25) 前各号に掲げるもののほか特に理事長が指示した事項。 

 《工事の請負及び委託並びに測量、設計、地質調査及び補償コンサルタントの委託》 

 （ 1）設計金額が 500万円以上 3,000万円未満の工事の起工（設計、設計金額、契約方法、工期、監督

職員の任命等）及び工事内容の変更の決定並びに工事の停止、停止の解除、工事の中止に関するこ

と。 

 （ 2）設計金額が 500万円以上 7,000万円未満の入札者の指名の決定、入札保証金の免除、入札予定価

格の決定、最低制限価格の決定に関すること。 
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( 3)  契約の締結に関すること（契約保証金及び契約保証人に係る事項並びに契約の一部変更を含

む。）。 

( 4)  工事出来高検査願の受理及び工事完成出来高検査に関すること。 

( 5)  設計金額が 7,000万円未満の工事完成届の受理、工事完成検査の報告及び検査職員の任命に関

すること。 

( 6) 入札保証金の還付及び充当に関すること。 

 《物品購入》 

 （ 1）購入予定価格が 100万円以上 2,000万円未満の入札予定価格及び入札者の指名の決定に関するこ

と。 

２ 前項に規定しない事項であっても特に理事長が指示した場合は決裁することができる。 

 

（事務局長専決事項） 

第３条 事務局長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 ( 1) １件 500万円未満の取引財産の取得、交換及び処分に関すること。 

 ( 2) １件 300万円未満の工事の請負又は委託以外の契約（賃貸借契約及びこの規程において他の専 

決権者の専決事項である契約を除く。）の締結に関すること。 

( 3) 収入金に関すること。 

( 4) １件 500万円未満の支出負担行為の決定に関すること。 

 ( 5) 支出命令に関すること。 

 ( 6) 予算科目更正、振替及び戻入に関すること。 

( 7) １件 50万円未満の予算の流用及び予備費の充用に関すること。 

( 8) 給料、旅費、諸手当の支出額の決定に関すること。 

 ( 9) 理事会議案の処理に関すること。 

(10) 防災計画の策定に関すること。 

(11) 職員の児童手当の認定に関すること。 

(12) 臨時的任用職員の任免及び賃金の額の決定に関すること。 

(13) 身分証票等の発行に関すること。 

(14) 職員の健康管理上の措置の決定に関すること。 

(15) 他の団体又は機関に対する届、上申、申請等に関すること（重要な届、上申、申請等を除く）。 

(16) 情報の公開請求に係る請求書の受付、諾否の決定及び公開に関すること並びに公開の諾否の決

定処分に係る異議申立ての受付に関すること。 

 《工事の請負及び委託並びに測量、設計、地質調査及び補償コンサルタントの委託》 

 ( 1) 設計金額が 500万円未満の工事の起工（設計、設計金額、契約方法、工期、監督職員の任命等） 

   及び工事内容の変更の決定並びに工事の停止、停止の解除、工事の中止に関すること。 

 ( 2) 設計金額が 500万円未満の入札者の指名の決定、入札保証金の免除、入札予定価格の決定、最低

制限価格の決定に関すること。 

 《物品購入》 

( 1) 購入予定価格が 100万円未満の入札予定価格及び入札者の指名の決定に関すること。 

( 2) 入札の執行に関すること（落札人の決定を含む。）。 

( 3) 契約金額が 50万円未満の備消耗品費、食糧費、印刷製本費、燃料費、原材料費及び報償費（記

念品等の物品に係るものに限る）の支出負担行為の決定に関すること。 

 ( 4) 不用品の処分(売却によるものを除く)に関すること。 

 

（総務営業課長専決事項） 

第４条 総務営業課長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 

  ( 1) 軽易な告示及び公表等に関すること。 

 ( 2) 定例的な許可、認可等に関すること。 

( 3) 公簿の閲覧、申請、願、届出等の処理に関すること。 

 ( 4) 進達、照会、回答、通知等に関すること。 

 ( 5) 課長補佐以下の職員の旅行命令に関すること。 
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 ( 6) 時間外勤務命令および休日勤務命令に関すること。 

 ( 7) 課長補佐以下の職員の休暇の付与等に関すること。 

 （ 8）課内職員の事務分担に関すること。 

 （ 9）他の団体又は機関に対する届、上申及び申請等に関すること（重要な届、上申及び申請等を除く。）。 

 

（開発事業課長専決事項） 

第５条 開発事業課長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 ( 1) 課長補佐以下の職員の旅行命令に関すること。 

 ( 2) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。 

 ( 3) 課長補佐以下の職員の休暇の付与等に関すること。 

 （ 4）課内職員の事務分担に関すること。 

( 5) 財産の取得及び処分による登記の申請並びに土地建物の異動申告に関すること。 

 ( 6)  他の団体又は機関に対する届、上申及び申請等に関すること（重要な届、上申及び申請等を除

く）。 

 

（専決の事前協議及び報告） 

第６条 専決権者は、専決する事項について必要と認める場合は、あらかじめ上司と事前に協議しなけ

ればならない。 

２ 専決権者は、専決した場合において必要があると認めた場合は、その専決した事項を上司に報告し

なければならない。 

 

（代 決） 

第７条 次の各号に掲げる決裁権者又は専決権者が不在の場合又は欠けたときは、当該各号に定める者

が代決する。 

 (1) 理事長          常務理事 

 (2) 常務理事         事務局長 

 (3) 事務局長         主管の課長 

 (4) 課長           主管の主幹、課長補佐又は主査 

 

（代決の制限） 

第８条 前条の規定にかかわらずその専決事項が特に重要又は異例に属すると認めるものは代決するこ

とができない。 

 

（代決後の手続） 

第９条 第７条の規定により代決した事項（支出負担行為及び支出命令に係る代決を除く。）について

は、速やかに決裁権者又は専決権者に報告しなければならない。 

 

（類推による専決） 

第 10 条 専決権者は、この規程に専決事項として定められていない事項であってもこの規程に準じ専

決することが適当であると認められる場合は、この規程の専決事項を類推し、専決することができる。 

 

  附 則 

 この規程は、平成 10年 4月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この規定は、平成 11年 4月 1日から施行する。 

 

  附 則（平成 14年 3月 31日） 

 この規定は、平成 14年 4月 1日から施行する。 

 

  附 則（平成 15年 3月 31日） 
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 この規定は、平成 15年 4月 1日から施行する。 

 

  附 則（平成 16年 3月 31日） 

 この規定は、平成 16年 4月 1日から施行する。 

 

  附 則（平成 26年 3月 25日） 

 この規定は、一般財団法人の設立の登記の日から施行する。 


