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平成２８年第４回船橋市議会定例会議案説明（予定） 

 

議案第 １号 平成２８年度船橋市一般会計補正予算 

 補正前予算額   ２１３，０８０，８７７千円 

 補正額        ６，３４８，９２０千円 

 補正後予算額   ２１９，４２９，７９７千円 

 内訳 

議会費 

・議会運営諸経費            ２７，０００千円（議会事務局庶務課） 

民生費 

・臨時福祉給付金         １，３５０，０００千円（地域福祉課） 

・臨時福祉給付金給付事務費       ２５，７５２千円（地域福祉課） 

・障害者日中一時支援事業費       ４７，５００千円（障害福祉課） 

・重度心身障害者医療扶助費      １１０，４７６千円（障害福祉課） 

・放課後ルーム整備費          １３，２１３千円（地域子育て支援課） 

教育費 

・校舎改修費（小学校費）     １，８８４，８１０千円（施設課） 

・空調設備設置費（小学校費）      ４７，１８０千円（施設課） 

・体育館改修費（小学校費）      ７７２，２６０千円（施設課） 

・設備機器改修費（小学校費）      ８７，９００千円（施設課） 

・(仮称)塚田第二小学校建設費      ４５，６００千円（施設課） 

・校舎改修費（中学校費）     １，２７５，９１０千円（施設課） 

・空調設備設置費（中学校費）      １５，５９０千円（施設課） 

・体育館改修費（中学校費）      ４４１，４２０千円（施設課） 

・設備機器改修費（中学校費）     １１２，４２０千円（施設課） 

・その他施設改修費（中学校費）     ４２，８００千円（施設課） 

・施設整備費（特別支援学校費）    １８１，７７６千円（施設課） 

・就学援助費（小学校費）        １０，１７４千円（学務課） 

・取掛西貝塚保存事業費          １，０３９千円（文化課） 

・郷土資料館整備費         △１４３，９００千円（郷土資料館） 
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継続費 

（変更） 郷土資料館改修事業 

繰越明許費 

（追加） 

・臨時福祉給付金給付事業ほか９事業 

６，８４２，１１６千円 

債務負担行為 

（追加） 

 臨時福祉給付金給付事務業務委託料（地域福祉課） 

 ・限度額 ２７，３４５千円に消費税及び地方消費税を加えた額 

 ・期 間 平成２８年度～平成２９年度 

ケアハウス市立船橋長寿園指定管理料（高齢者福祉課） 

 ・限度額 １３９，５７８千円に消費税及び地方消費税を加えた額 

 ・期 間 平成２８年度～平成３３年度 

 小栗原放課後ルーム賃借料（地域子育て支援課） 

 ・限度額 ５９，０００千円に消費税及び地方消費税を加えた額 

 ・期 間 平成２８年度～平成３２年度 

 若松放課後ルーム賃借料（地域子育て支援課） 

 ・限度額 ６７，６６７千円に消費税及び地方消費税を加えた額 

 ・期 間 平成２８年度～平成３２年度 

夜間休日急病診療所指定管理料（健康政策課） 

 ・限度額 ５７７，７７８千円に消費税及び地方消費税を加えた額 

 ・期 間 平成２８年度～平成３３年度 

ふなばし三番瀬海浜公園・ふなばし三番瀬環境学習館指定管理料 

（公園緑地課・環境政策課） 

 ・限度額 ６４０，０００千円に消費税及び地方消費税を加えた額 

 ・期 間 平成２８年度～平成３３年度 
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 （仮称）塚田第二小学校・（仮称）塚田第二放課後ルーム建設工事設計業務委託料 

（施設課・地域子育て支援課） 

 ・限度額 １０２，６６８千円に消費税及び地方消費税を加えた額 

 ・期 間 平成２８年度～平成２９年度 

 図書館指定管理料（中央図書館ほか２館）（社会教育課） 

 ・限度額 １，８１７，７８０千円に消費税及び地方消費税を加えた額 

 ・期 間 平成２８年度～平成３３年度 

地方債 

（変更） 小学校建設事業ほか３件 ３，６８８，２００千円 

 

議案第 ２号 平成２８年度船橋市下水道事業特別会計補正予算 

補正前予算額  ２５，７５９，０００千円 

 補正額        ６０２，５６０千円 

 補正後予算額  ２６，３６１，５６０千円 

 内訳 

・高瀬処理区管渠布設費        ６０２，５６０千円（下水道建設課） 

地方債 

（変更） 下水道事業         ３０１，３００千円 

 

議案第 ３号 船橋市職員退職手当支給条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定め  

る条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・職員課 

                     医療センター総務課 

 雇用保険法の一部改正（平成２９年１月１日施行）に伴い、失業者の退職手当について、

所要の改正等を行うもの。 

（平成２９年１月１日施行） 

 

議案第 ４号 船橋市市税条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・市民税課 

 外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法

律の一部改正（平成２９年１月１日施行）に伴い、特例適用利子等及び特例適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例について、所要の定め等をするもの。 
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 １ 船橋市市税条例（昭和２９年船橋市条例第３０号）の一部改正（第１条関係） 

   引用している法律の題名改正等の規定の整備を行うもの。 

（公布の日から施行） 

 ２ 船橋市市税条例の一部改正（第２条関係） 

   事業所税の申告に係る個人番号の削除及び特例適用利子等及び特例適用配当等に係

る個人の市民税の課税の特例について、所要の定め等をするもの。 

（平成２９年１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の一部改正（平成２

８年４月１日施行）に伴い、地域密着型通所介護について、所要の定め等をするもの。 

（平成２９年３月１日施行） 

 

議案第 ６号 船橋市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法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 

 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正（平

成２８年４月１日施行）に伴い、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所について、所要

の改正等を行うもの。 

（平成２９年３月１日施行） 

 

議案第 ７号 船橋市印鑑条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・戸籍住民課 

 印鑑登録証明書の自動交付機を廃止する等のため、印鑑登録証明の申請及び交付の手続

等について、所要の改正等を行うもの。 

（平成２９年５月１日施行。規定の整備については、公布の日から施行） 
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議案第 ８号 船橋市地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例・・・・・市場総務課 

市場施設を建て替えするについて、その使用料を変更等するもの。 

（平成２９年１月１日施行。規定の整備については、公布の日から施行。会議室使用料の

項を削る改正規定については、同年３月１日施行） 

 

議案第 ９号 船橋市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例・・・・・・都市整備課 

 新たに自転車等駐車場を設置するについて、その名称、位置及び使用料を規定等するも

の。 

（平成２９年４月１日施行。準備行為については、公布の日から施行） 

 

議案第１０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 

の敷地、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２９年１月１日施行） 

 

議案第１１号 （仮称）船橋市東消防署古和釜分署・消防訓練場新築工事請負契約の締結

について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・契約課 

 場 所  船橋市古和釜町５０２番１ほか 

 工 期  本契約締結日の翌日から平成３１年３月３１日まで 

 契 約 方 法  一般競争入札【総合評価型】 

 設 計 金 額  １，１１０，２４０，０００円 

 予 定 価 格  １，１１０，２４０，０００円 

 契 約 金 額  １，１１０，２４０，０００円 

 契約の相手方  奥村・京成特定建設工事共同企業体 
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議案第１２号 船橋市運動公園プール改修工事請負契約の変更について・・・・・契約課 

 場 所  船橋市夏見台６丁目３５６番２ほか 

 工 期  平成２７年６月３０日から平成２９年６月３０日まで 

 当 初 契 約  平成２７年第２回定例会 

      議案第１８号 船橋市運動公園プール改修工事請負契約の締結につい 

      て 

当初契約金額  ２，１５８，９２０，０００円 

 変更契約金額  ２，２５８，９８５，２４０円 

 契約の相手方  東急・京葉都市特定建設工事共同企業体 

 

議案第１３号 船橋市夜間休日急病診療所の指定管理者の指定について・・・健康政策課 

公益財団法人船橋市医療公社を同施設の指定管理者として指定するため、議決を求める

もの。 

 

議案第１４号 ケアハウス市立船橋長寿園の指定管理者の指定について・・高齢者福祉課 

社会福祉法人清和会を同施設の指定管理者として指定するため、議決を求めるもの。 

 

議案第１５号 船橋市北部清掃工場余熱利用施設の指定管理者の指定について・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資源循環課 

株式会社ふなばしＥサービスを同施設の指定管理者として指定するため、議決を求め 

るもの。 

 

議案第１６号 ふなばし三番瀬海浜公園及びふなばし三番瀬環境学習館の指定管理者の

指定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・公園緑地課 

「ふなばし三番瀬海浜公園・ふなばし三番瀬環境学習館」管理運営グループを同施設の

指定管理者として指定するため、議決を求めるもの。 

 

議案第１７号 船橋市図書館の指定管理者の指定について・・・・・・・・・社会教育課 

ＴＲＣ・野村不動産パートナーズ共同企業体を船橋市中央図書館、東図書館及び北図書

館の指定管理者として指定するため、議決を求めるもの。 
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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    ３４５，５９０円（ ４件） 

    弁 償 金     １３，６８２円（ １件） 

 

２ 金銭債権に係る訴え及び和解 

  (1) 奨学金返還金の支払い等（和解） 

  (2) 保険給付費返納金の支払い等（和解） 

  (3) 学校給食費の支払い等（訴え） 

  (4) 生活保護費返還金の支払い等（訴え） 

  (5) 差押債権の支払い等（訴え） 

    相手方（被告）  京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町３８１－１ 

             アイフル株式会社 

             代表取締役  福田 吉孝 

 

【当初別冊で提出】 

議案第１８号 特別職の職員の給与等に関する条例及び非常勤の特別職の職員の報酬及

び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・・・職員課 

 一般職の職員の給与改定にならい、市長等の特別職の職員及び議長等の期末手当の額の

改定を行うもの。 

（公布の日から施行し、平成２８年１２月１日から適用。平成２９年以降の期末手当の改

正は、平成２９年４月１日施行） 

 

議案第１９号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例・・・・・職員課 

 官民較差の是正並びに国、県及び近隣市等との均衡を図るため、国家公務員に対する人

事院勧告等にならい、一般職の職員の給与について改定を行うもの。 

（公布の日から施行し、平成２８年４月１日から適用。平成２９年以降の勤勉手当の改正

は、平成２９年４月１日施行） 

 

議案第２０号 教育委員会委員任命の同意を求めることについて・・・・・・・・職員課 


