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146 アルカスＳＡＳＥＢＯ条例の
一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、アル
カスＳＡＳＥＢＯの利用料金を改定するもの

企画部 文化振興課

147 佐世保市宇久ターミナルビル
条例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、宇久
ターミナルビルの利用料金を改定するもの

企画部 宇久行政センター住民課

148 佐世保市営アルファ駐車場条
例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、アル
ファ駐車場の駐車料金を改定するもの

財務部 財産管理課

149 させぼ市民活動交流プラザ設
置条例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、させ
ぼ市民活動交流プラザの使用料を改定するもの

市民生活部 市民協働推進室

150 佐世保市男女共同参画推進セ
ンター条例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、男女
共同参画推進センター（スピカ）の使用料を改定
するもの

市民生活部 人権男女共同参画課

151 佐世保市相浦公会堂条例の一
部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、相浦
公会堂の使用料を改定するもの

市民生活部 相浦支所

152
佐世保市都市公園条例の一部
改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、有料
公園施設及び公園における行商、露店、興行その
他これらに類する行為などの使用料を改定するも
の

都市整備部 公園緑地課

153
佐世保市白浜キャンプ場条例
の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、白浜
キャンプ場の使用料を改定するもの

都市整備部 公園緑地課

154
佐世保市烏帽子岳高原リゾー
トスポーツの里設置条例の一
部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、烏帽
子岳高原リゾートスポーツの里の利用料を改定す
るもの

都市整備部 公園緑地課

155
佐世保市白浜海浜公園条例の
一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、白浜
海浜公園の利用料を改定するもの

都市整備部 公園緑地課
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156
佐世保市白岳自然公園条例の
一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、白岳
自然公園の利用料金を改定するもの

都市整備部 公園緑地課

157
佐世保市長串山公園条例の一
部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、長串
山公園の利用料金を改定するもの

都市整備部 公園緑地課

158
佐世保市港湾施設管理使用条
例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、港湾
施設の使用料を改定するとともに、用途廃止した
三浦上屋の規定を削除するもの

港湾部 みなと振興・管理課

159
佐世保市廃棄物の減量及び適
正処理等に関する条例の一部
改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、粗大
ごみの処理手数料及び宇久町におけるごみ処理手
数料並びに動物死体処理手数料を改定するもの

環境部
廃棄物減量推進課

施設課

160
佐世保市東部クリーンセン
ター余熱利用施設エコスパ佐
世保設置条例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、エコ
スパ佐世保の利用料金を改定するもの

環境部 施設課

161
佐世保市福祉活動プラザ条例
の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、福祉
活動プラザの利用料金を改定するもの

保健福祉部 保健福祉政策課

162
佐世保市障害者文化体育施設
条例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、障害
者文化体育施設（サン・アビリティーズ佐世保）
の健常者使用の場合の使用料を改定するもの

保健福祉部 障がい福祉課

163
佐世保市鹿町温泉施設条例の
一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、鹿町
温泉施設の利用料金を改定するとともに、併せ
て、回数券の規定に関し条文の整理を行うもの

保健福祉部 健康づくり課

164
佐世保市保健所及び保健福祉
センター条例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、水質
検査、食品検査等の手数料を改定するとともに、
一般健康診断事業を既に廃止していることから診
断書の手数料の規定を削除するもの

保健福祉部
試験検査課

健康づくり課
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165
佐世保市畜犬取締条例の一部
改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、抑留
犬の飼養管理費を改定するもの

保健福祉部 生活衛生課

166
佐世保市斎場条例の一部改正
の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、遺が
い保管料、通夜室使用料などを改定するととも
に、東部芳世苑の式場を廃止したことによる条文
の整理を行うもの

保健福祉部 生活衛生課

167
佐世保市霊園条例の一部改正
の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、霊園
敷地内で業として行う写真撮影の一時使用料を改
定するもの

保健福祉部 生活衛生課

168
佐世保市霊園納骨堂条例の一
部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、納骨
堂の使用料を改定するもの

保健福祉部 生活衛生課

169
佐世保市立急病診療所条例の
一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、診断
書及びこれに類する文書等の交付の手数料を改定
するもの

保健福祉部 急病診療所

170 佐世保市子ども発達センター
条例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、診断
書、証明書等の手数料の上限額を改定するもの

子ども未来部 子ども発達センター

171
佐世保市教育集会所条例の一
部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、教育
集会所の使用料を改定するもの

教育委員会 社会教育課

172
佐世保市博物館島瀬美術セン
ター条例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、島瀬
美術センターの使用料を改定するもの

教育委員会 社会教育課

173
佐世保市民会館条例の一部改
正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、市民
会館の使用料を改定するもの

教育委員会 社会教育課

174
佐世保市体育文化館条例の一
部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、体育
文化館の利用料金を改定するもの

教育委員会 スポーツ振興課
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175
佐世保市総合グラウンド条例
の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、総合
グラウンドの利用料金を改定するとともに、併せ
て、陸上競技場の専用利用料金の区分を新たに設
けるもの

教育委員会 スポーツ振興課

176
佐世保市東部スポーツ広場条
例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、東部
スポーツ広場グラウンドの利用料金を改定するも
の

教育委員会 スポーツ振興課

177
佐世保市東部スポーツ広場条
例の一部を改正する条例の一
部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、東部
スポーツ広場体育館の利用料金を改定するもの

教育委員会 スポーツ振興課

178
佐世保市北部ふれあいスポー
ツ広場条例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、北部
ふれあいスポーツ広場の利用料金を改定するもの

教育委員会 スポーツ振興課

179
佐世保市温水プール条例の一
部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、温水
プールの利用料金を改定するもの

教育委員会 スポーツ振興課

180
佐世保市吉井地区及び世知原
地区体育施設条例の一部改正
の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、吉井
地区及び世知原地区体育施設の使用料を改定する
もの

教育委員会 スポーツ振興課

181
佐世保市宇久地区体育施設条
例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、宇久
地区体育施設の使用料を改定するもの

教育委員会 スポーツ振興課

182
佐世保市小佐々地区体育施設
条例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、小
佐々地区体育施設の利用料金を改定するもの

教育委員会 スポーツ振興課

183
佐世保市江迎地区体育施設条
例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、江迎
地区体育施設の使用料を改定するもの

教育委員会 スポーツ振興課

184
佐世保市鹿町地区体育施設条
例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、鹿町
地区体育施設の利用料金を改定するもの

教育委員会 スポーツ振興課
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185
佐世保市総合教育センター条
例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、総合
教育センターの使用料を改定するもの

教育委員会 総合教育センター課

186
佐世保市公民館条例の一部改
正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、社会
教育を目的としないものに係る公民館の使用料を
改定するもの

教育委員会 公民館政策課

187
佐世保市相浦文化センター使
用条例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、社会
教育を目的としないものに係る相浦文化センター
の使用料を改定するもの

教育委員会 公民館政策課

188
佐世保市東部住民センター使
用条例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、社会
教育を目的としないものに係る東部住民センター
の使用料を改定するもの

教育委員会 公民館政策課

189
三川内焼伝統産業会館条例の
一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、三川
内焼伝統産業会館の観覧料及び窯業の振興等を目
的としないものに係る使用料を改定するもの

観光物産振興局 －

190
西海パールシーリゾート条例
の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、九十
九島水族館（海きらら）及びターミナルビルの利
用料金を改定するとともに、併せて、リゾートの
名称を「九十九島パールシーリゾート」に変更す
るもの

観光物産振興局 －

191
佐世保市世知原温浴・宿泊施
設条例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、世知
原温浴・宿泊施設（山暖簾）の利用料金を改定す
るとともに、併せて、１室１人利用の場合及び利
用時間を超過して利用した場合の追加料金を定め
るもの

観光物産振興局 －

192
佐世保市宇久シーパークホテ
ル条例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、宇久
シーパークホテルの利用料金を改定するととも
に、併せて、１室１人利用の場合の追加料金を定
めるもの

観光物産振興局 －

193 西海国立公園九十九島動植物
園条例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、九十
九島動植物園（森きらら）の入園料を改定するも
の

観光物産振興局 動植物園
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194
佐世保市労働福祉センター条
例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、労働
福祉センターの使用料を改定するもの

農水商工部 産業振興課

195
佐世保市吉井活性化センター
条例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、吉井
活性化センター（ソレイユ吉井）の利用料金を改
定するもの

農水商工部 農業畜産課

196
佐世保市世知原活性化施設条
例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、世知
原活性化施設（国見の郷）の使用料を改定するも
の

農水商工部 農業畜産課

197
佐世保市えむかえ活性化施設
条例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、えむ
かえ活性化施設の利用料金を改定するもの

農水商工部 農業畜産課

198
佐世保市しかまち活性化施設
条例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、しか
まち活性化施設の利用料金を改定するもの

農水商工部 農業畜産課

199
佐世保市吉井構造改善セン
ター条例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、吉井
構造改善センターの使用料を改定するもの

農水商工部 農業畜産課

200
佐世保市小佐々農民センター
条例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、小
佐々農民センターの使用料を改定するもの

農水商工部 農業畜産課

201
佐世保市烏帽子岳散策の森条
例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、烏帽
子岳散策の森の使用料を改定するもの

農水商工部 農林整備課

202
佐世保市漁港管理条例の一部
改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、漁港
施設の利用料及び使用料並びに外税により規定し
ている利用料及び使用料などに係る税率を改定す
るもの

農水商工部 水産課

203
佐世保市漁民総合センター条
例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、漁民
総合センターの使用料を改定するもの

農水商工部 水産課
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204
佐世保市小佐々漁村センター
条例の一部改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、小
佐々漁村センターの使用料を改定するもの

農水商工部 水産課

205
佐世保市営駐車場条例の一部
改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、島瀬
駐車場の駐車料金を改定するとともに、併せて、
回数駐車券などの規定に関し条文の整理を行うも
の

交通局 総務課

206
佐世保市営自動車条例の一部
改正の件

　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、普通
旅客運賃に係る上限の基準賃率を改定するもの

交通局 業務課
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