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平成３０年第２回船橋市議会定例会議案説明（予定） 

 

議案第 １号 平成３０年度船橋市一般会計補正予算 

 補正前予算額   ２０７，９５０，０００千円 

 補正額        △ １７５，７２３千円 

 補正後予算額   ２０７，７７４，２７７千円 

 内訳 

民生費 

・認定こども園整備費補助金      △ ４３１，７２４千円（子ども政策課） 

 ・認定こども園施設整備事業資金償還元金補助金 

     △ ６，５００千円（子ども政策課） 

 ・認定こども園施設整備事業資金利子補給金 △ １，５７５千円（子ども政策課） 

 ・保育所施設整備費補助金         １１４，７５０千円（子ども政策課） 

土木費 

・海老川上流地域づくり促進費         ６，３３０千円（都市政策課） 

・公園緑地調査費              １３，０００千円（公園緑地課） 

教育費 

・取掛西貝塚保存事業費          １２９，９９６千円（文化課） 

 

議案第 ２号 平成３０年度船橋市公共用地先行取得事業特別会計補正予算 

補正前予算額        ２８，０００千円 

 補正額          １５６，０００千円 

 補正後予算額       １８４，０００千円 

 内訳 

 ・海老川上流地区土地区画整理事業用地先行取得事業費 

  １５６，０００千円（都市政策課） 

 

議案第 ３号 船橋市市税条例等の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・税務課 

市民税課 

資産税課 
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 地方税法の一部改正に伴い、固定資産税の課税標準の特例等について、所要の定めをす

るとともに、個人の市民税の非課税の範囲、市たばこ税の税率等について、所要の改正等

を行うもの。 

１ 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫に対する個人市民税の非課税措置の所得要件を引

き上げるもの。 

（平成３３年１月１日施行） 

２ 個人市民税均等割の非課税限度額を引き上げるもの。 

（平成３３年１月１日施行） 

３ 個人市民税所得割の非課税限度額を引き上げるもの。 

（平成３３年１月１日施行） 

４ 基礎控除の適用に所得要件を創設するもの。 

（平成３３年１月１日施行） 

５ 調整控除の適用に所得要件を創設するもの。 

（平成３３年１月１日施行） 

６ 加熱式たばこの課税方法変更に伴い、製造たばこの区分を創設する等のもの。 

（平成３０年１０月１日施行。ただし、加熱式たばこの課税標準の改正については、

同日から５年間かけ、段階的に施行） 

７ 市たばこ税の税率の改正を行うもの。 

（平成３０年１０月１日、平成３２年１０月１日、平成３３年１０月１日からの

３段階で施行） 

 ８ 市たばこ税の税率の改正に伴い、手持品課税を実施するもの。 

（平成３０年１０月１日、平成３１年１０月１日、平成３２年１０月１日、平成

３３年１０月１日からそれぞれ施行） 

 ９ 旧３級品の紙巻きたばこの税率の経過措置の適用を延長するもの。 

（平成３０年１０月１日施行） 

１０ わがまち特例に係る定めを行うもの。 

（公布の日から施行。ただし、生産性向上設備に係る特例については、公布の日

又は生産性向上特別措置法（平成３０年法律第 号）の施行の日のいずれか遅い

日施行） 

１１ その他規定の整備を行うもの。 
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（公布の日から施行ほか） 

 

議案第 ４号 船橋市都市計画税条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・税務課 

資産税課 

 地方税法の一部改正に伴い、課税標準の特例について、所要の改正等を行うもの。 

（公布の日又は都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第２２号）

の施行の日のいずれか遅い日施行。ただし、規定の整備については、公布の日又は平成

３１年４月１日施行） 

 

議案第 ５号 船橋市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・高齢者福祉課 

 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、

所要の改正を行うもの。 

（平成３０年７月１日施行） 

 

議案第 ６号 船橋市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める

条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高齢者福祉課 

 介護保険法の一部改正に伴い、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基

準について、所要の定めをするもの。 

（平成３０年７月１日施行） 

 

議案第 ７号 船橋市介護保険条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・介護保険課 

 介護保険法の一部改正にならい、認知症訪問支援サービス費の支給について、所要の改

正等を行うもの。 

（平成３０年８月１日施行） 

 

議案第 ８号 船橋市旅館業法に基づく衛生に必要な措置等を定める条例の一部を改正

する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・衛生指導課 

 旅館業法施行令の一部改正に伴い、旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準等につい

て、所要の改正等を行うもの。 
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（公布の日から施行。ただし、簡易宿所営業に係る玄関帳場等の基準等については、

平成３０年１０月１日施行） 

 

議案第 ９号 船橋市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・障害福祉課 

 千葉県の重度心身障害者（児）医療給付改善事業に係る補助制度の改正にならい、医療

費の助成の要件について、所要の改正を行うもの。 

（平成３０年８月１日施行） 

 

議案第１０号 船橋市手数料条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・指導監査課 

都市整備課 

 介護保険法の一部改正に伴い、介護医療院の開設の許可の申請等に係る手数料について、

所要の定め等をするもの。 

（平成３０年７月１日施行。ただし、地区外転出事情認定に係る手数料については、公

布の日から施行） 

 

議案第１１号 船橋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・保育認定課 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正等を行う

もの。 

（平成３０年７月１日施行） 

 

議案第１２号 船橋市保育所条例の一部を改正する条例・・・・・・・公立保育園管理課 

 宮本第二保育園を建替等整備するについて、その位置を変更するもの。 

（平成３０年８月２７日施行） 

 

議案第１３号 船橋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・地域子育て支援課 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を

行うもの。 
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（平成３０年７月１日施行） 

 

議案第１４号 船橋市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・医療センター総務課 

医療センター医事課 

 医療サービスの充実を図るため、診療科目について、所要の定めをするとともに、保険

医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴い、非紹介患者初診加算料の額につい

て、所要の改正等を行うもの。 

（平成３０年１０月１日施行） 

 

議案第１５号 船橋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・建築指導課 

 船橋都市計画において新たな地区計画の決定に伴い、地区計画の区域内における建築物

の構造及び用途に関する制限を行うため、所要の定めをするもの。 

（平成３０年７月１日施行） 

 

議案第１６号 船橋市立船橋特別支援学校スクールバス物品供給契約の締結について・・ 

       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・契約課 

 納 入 場 所  船橋市立船橋特別支援学校 高根台校舎 

         （船橋市高根台２丁目１番１号） 

 納 入 期 限  平成３１年３月２９日まで 

 契約の方法  一般競争入札 

 契 約 金 額  ７２，６４４，２５６円 

 契約の相手方  いすゞ自動車首都圏株式会社 京葉湾岸支店          

物  品  名  船橋市立船橋特別支援学校スクールバス ５台 

 

議案第１７号 市道の路線認定及び変更について・・・・・・・・・・・・・道路管理課 

 道路法に基づき、市道の路線認定及び変更をするもの。 
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議案第１８号 専決処分の承認を求めることについて（船橋市市税条例の一部を改正する

条例）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・税務課 

市民税課 

資産税課 

 地方税法の一部改正（平成３０年４月１日施行）に伴い、固定資産税の特例措置の期間

延長等について、所要の改正等を行うもの。 

 

議案第１９号 専決処分の承認を求めることについて（船橋市都市計画税条例の一部を改

正する条例）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・税務課 

資産税課 

 地方税法の一部改正（平成３０年４月１日施行）に伴い、都市計画税の特例措置の期間

延長等について、所要の改正等を行うもの。 

 

議案第２０号 専決処分の承認を求めることについて（船橋市重度心身障害者医療費の助

成に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例）・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・障害福祉課 

千葉県の重度心身障害者（児）医療給付改善事業に係る補助制度の改正にならい、高額

治療継続者に係る助成要件の経過措置の期間延長について、所要の改正を行うもの。 

 

諮問第 １号 人権擁護委員の候補者推薦について・・・・・・・・・市民の声を聞く課 

  

諮問第 ２号 人権擁護委員の候補者推薦について・・・・・・・・・市民の声を聞く課 

  

諮問第 ３号 人権擁護委員の候補者推薦について・・・・・・・・・市民の声を聞く課 

  

諮問第 ４号 人権擁護委員の候補者推薦について・・・・・・・・・市民の声を聞く課 

   

諮問第 ５号 人権擁護委員の候補者推薦について・・・・・・・・・市民の声を聞く課 

   

諮問第 ６号 人権擁護委員の候補者推薦について・・・・・・・・・市民の声を聞く課 
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諮問第 ７号 人権擁護委員の候補者推薦について・・・・・・・・・市民の声を聞く課 

  

報 告 第 １ 専決処分の報告について 

 １ 損害賠償の額の決定及び和解 

    損害賠償額  ７２４，３０７円（ ８件） 

    弁 償 金  ２１７，７９２円（ １件） 

 

 ２ 金銭債権に係る訴え 

(1) 学校給食費の支払（訴え） 

(2) 学校給食費の支払（訴え） 

(3) 市営霊堂使用料の支払（訴え） 

(4) 保険給付費返納金の支払（訴え） 

(5) 市営霊堂使用料の支払（訴え） 

(6) 市営霊園管理料の支払（訴え） 

(7) 保険給付費返納金の支払（訴え） 

(8) 学校給食費の支払（訴え） 

(9) 学校給食費の支払（訴え） 

 

報 告 第 ２ 継続費繰越計算書の報告について 

 

報 告 第 ３ 繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

報 告 第 ４ 事故繰越し繰越計算書の報告について 

 

報 告 第 ５ 船橋市国民保護計画の変更について 

 


