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平成２９年第１回船橋市議会定例会議案説明（予定） 

 

議案第 １号 平成２９年度船橋市一般会計予算 

 予算額  ２０９，５００，０００千円 

 

議案第 ２号 平成２９年度船橋市国民健康保険事業特別会計予算 

 予算額   ６８，３４１，０００千円 

 

議案第 ３号 平成２９年度船橋市下水道事業特別会計予算 

 予算額   ２８，０１５，０００千円 

 

議案第 ４号 平成２９年度船橋市公共用地先行取得事業特別会計予算 

 予算額    １，５１９，０００千円 

 

議案第 ５号 平成２９年度船橋市船橋駅南口市街地再開発事業特別会計予算 

 予算額      ７６９，０００千円 

 

議案第 ６号 平成２９年度船橋市介護保険事業特別会計予算 

 予算額   ４０，９０６，０００千円 

 

議案第 ７号 平成２９年度船橋市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

 予算額      １００，０００千円 

 

議案第 ８号 平成２９年度船橋市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 予算額    ６，７３０，０００千円 

 

議案第 ９号 平成２９年度船橋市地方卸売市場事業会計予算 

 予算額    １，３２６，０００千円 
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議案第１０号 平成２９年度船橋市病院事業会計予算 

 予算額   １８，２４６，０００千円 

 

議案第１１号 平成２８年度船橋市一般会計補正予算 

 補正前予算額  ２１９，４２９，７９７千円 

 補正額       １，３８７，８３３千円 

 補正後予算額  ２２０，８１７，６３０千円 

 内訳 

総務費 

・国庫金等返還金            ４２，５７４千円（地域福祉課） 

・国庫金等返還金            ４９，２３１千円（生活支援課） 

・国庫金等返還金            １５，５６８千円（児童家庭課） 

・国庫金等返還金            ９２，４３０千円（保育認定課） 

民生費 

・国民健康保険基盤安定繰出金      １８，０００千円（国民健康保険課） 

・国民健康保険事業特別会計繰出金   ４００，０００千円（国民健康保険課） 

・医療扶助費             ２０２，１０９千円（生活支援課） 

・放課後ルーム整備費（継続費）       △９４９千円（地域子育て支援課） 

衛生費 

・個別予防接種費            ７９，４８４千円（健康づくり課） 

・四市複合事務組合斎場分分賦金    １４２，５７３千円（環境保全課） 

・南部清掃工場建設費（継続費）     △６，７１２千円（資源循環課） 

土木費 

・都市公園用地購入費        △１９４，６９１千円（公園緑地課） 

・運動公園プール改修費（継続費）    △５，３７６千円（公園緑地課） 

・アンデルセン公園整備費（拡張分）   ７１，０００千円（公園緑地課） 
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教育費 

・校舎増築費（継続費：法典東小）   ３５４，２６８千円（施設課） 

・その他施設改修費（小学校費）      ２５，０００千円（施設課） 

・空調設備設置費（中学校費）        ９，７２０千円（施設課） 

・体育館改修費（中学校費）        ９５，２６０千円（施設課） 

・施設整備費（継続費：第３体育館）   △１，６５６千円（学務課） 

継続費 

（変更）法典東放課後ルーム増築事業ほか４事業 

繰越明許費 

（追加）防災無線整備事業ほか２７事業 

４，０８９，５４３千円 

 

（変更）                          （単位:千円） 

事 業 名 
総  額 

補 正 前 補 正 後 

橋りょう維持事業（道路維持

課） 
３５２，３８７ ６０７，３８７ 

（小学校費）設備機器改修事

業（施設課） 
８７，９００ ９３，９００ 

（中学校費）校舎整備事業（施

設課） 
１，７７０，１５０ １，７７９，８７０ 

（中学校費）体育館整備事業

（施設課） 
４４１，４２０ ５３６，６８０ 

 

地方債 

（変更）市民センター整備事業ほか１４件 

  １，１１７，３００千円 
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議案第１２号 平成２８年度船橋市国民健康保険事業特別会計補正予算 

（国民健康保険課） 

補正前予算額    ６８，９７３，０００千円 

 補正額       △１，１６０，０００千円 

 補正後予算額    ６７，８１３，０００千円 

 内訳 

 ・一般被保険者療養給付費    △１，０００，０００千円 

 ・保険財政共同安定化事業拠出金   △５００，０００千円 

 ・償還金               ３４０，０００千円 

 

議案第１３号 平成２８年度船橋市下水道事業特別会計補正予算  

                      （下水道河川計画課） 

（下水道建設課） 

（下水道施設課） 

繰越明許費 

・西浦下水処理場管理事業ほか１０事業 

 ３，７２８，８５６千円 

 

議案第１４号 平成２８年度船橋市病院事業会計補正予算  

（医療センター総務課） 

補正前予算額   １６，９１５，０００千円 

 補正額         ２５０，０００千円 

 補正後予算額   １７，１６５，０００千円 

 内訳 

・材料費               ２５０，０００千円 

 

議案第１５号 船橋市特別会計条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・財政課 

 小型自動車競走事業に係る特別会計を廃止するため、所要の改正を行うもの。 

（平成２９年４月１日施行） 
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議案第１６号 船橋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例・・ 

       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・総務課 

 行政手続の簡素化による負担の軽減等に資するため、個人番号の利用について、所要の

定め等をするもの。 

（平成２９年４月１日施行。地方税関係情報等を削る部分の改正規定については、平成２

９年５月３０日施行） 

 

議案第１７号 船橋市個人情報保護条例及び船橋市情報公開・個人情報保護審査会条例の 

       一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・法務課 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に 

伴い、条例で引用している条項に変更が生じたため規定の整備を行うもの。 

（平成２９年５月３０日施行） 

 １ 船橋市個人情報保護条例の一部改正（第１条関係） 

 ２ 船橋市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正（第２条関係） 

 

議案第１８号 船橋市職員定数条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・職員課 

 市長の事務部局の業務の充実及び教育委員会の事務部局の定数の適正化を図るため、職

員定数を改正するもの。 

（平成２９年４月１日施行） 

 

議案第１９号 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する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 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正

（平成２９年１月１日施行）に伴い、介護時間について、所要の定め等をするもの。 

（平成２９年４月１日施行） 

 １ 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正（第１条関係） 

   介護時間について所要の定めをするとともに、介護休暇等について所要の改正を行

うもの。 



 6 

 （職員課） 

 ２ 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正（第２条関係） 

   介護時間の承認を受けて勤務しない場合の給与の減額等について、所要の改正を行

うもの。 

（医療センター総務課） 

 

議案第２０号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・職員課 

 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正（平成２９年１月１日施行）に伴い、

育児休業等の対象となる子の範囲を拡大するため、所要の定め等をするもの。 

（平成２９年４月１日施行） 

 

議案第２１号 職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例・・・・職員課 

 地方公務員法に基づき、配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情につい

て、所要の定めをするもの。 

（平成２９年４月１日施行） 

 

議案第２２号 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 

 農業委員会の会長職務代理者の報酬について、所要の定め等をするもの。 

（平成２９年４月１日施行。規定の整備については、公布の日から施行） 

 

議案第２３号 一般職の職員の給与に関する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 

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、扶養手当等について、所要の改正を行うもの。 

 １ 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正（第１条関係） 

   扶養親族に係る扶養手当及び初任給調整手当の上限額について、所要の改正を行う

もの。 
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（平成２９年４月１日施行。初任給調整手当については、公布の日から施行し、平成２

８年４月１日から適用） 

（職員課） 

 ２ 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正（第２条関係） 

   扶養親族に係る扶養手当について、所要の改正を行うもの。 

（平成２９年４月１日施行） 

（医療センター総務課） 

 

議案第２４号 船橋市市税条例等の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・市民税課 

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方

交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律の施行（平成２８年１１月２８日

施行）に伴い、軽自動車税の環境性能割の導入時期を変更する等のため、所要の改正を行

うもの。 

（公布の日から施行） 

 １ 船橋市市税条例の一部改正（第１条関係） 

   個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長について、所要の改正

を行うもの。 

 ２ 船橋市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正（第２条関係） 

   法人市民税の法人税割の税率変更の実施時期及び軽自動車税の環境性能割の導入時

期の変更等について、所要の改正を行うもの。 

 

議案第２５号 船橋市議会議員及び船橋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等

の公営に関する条例の一部を改正する条例・・・・選挙管理委員会事務局 

 公職選挙法施行令の一部改正にならい、選挙運動用自動車の使用等の公営に要する経費

に係る限度額について、所要の改正を行うもの。 

（公布の日から施行） 
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議案第２６号 船橋市歯科診療所条例の一部を改正する条例・・・・・・・・健康政策課 

 かざぐるま休日急患・特殊歯科診療所における歯科診療サービスの充実を図るため、診

療日について、所要の改正を行うもの。 

（平成２９年４月１日施行） 

 

議案第２７号 船橋市国民健康保険条例の一部を改正する条例・・・・・国民健康保険課 

 国民健康保険法施行令の一部改正（平成２９年１月１日施行）に伴い、保険料の所得割

額及び減額の算定方法について、所要の改正等を行うもの。 

（公布の日から施行） 

 

議案第２８号 船橋市放課後ルーム条例の一部を改正する条例・・・・地域子育て支援課 

 西海神放課後ルーム及び中野木放課後ルームを増設するに当たり、その位置を規定する

もの。 

（平成２９年４月１日施行） 

 

議案第２９号 船橋市北部清掃工場余熱利用施設条例の一部を改正する条例・資源循環課 

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を 

改正する等の法律等の一部改正（平成２８年１１月２８日施行）に伴い、使用料について、

所要の改正を行うもの。 

（公布の日から施行） 

 

議案第３０号 船橋市都市公園条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・公園緑地課 

 使用料の受益者負担の適正化等を図るとともに、運動公園のプールの改修に伴い、所要

の改正を行うもの。 

（平成２９年７月１日施行） 

 

議案第３１号 船橋市手数料条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・建築指導課 

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の制定に伴い、建築物エネルギー消費 

性能適合性判定に係る手数料等について、所要の定め等をするもの。 

（平成２９年４月１日施行） 
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議案第３２号 船橋市図書館条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・中央図書館 

 図書館サービスの充実を図るため、休館日について、所要の改正を行うもの。 

（公布の日から施行） 

 

議案第３３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 

 契 約 方 法  一般競争入札 

 設 計 金 額  １，１０８，０８０，０００円 

 予 定 価 格  １，１０８，０８０，０００円 

 契 約 金 額  １，１０８，０８０，０００円 

 契約の相手方  安藤ハザマ・京成特定建設工事共同企業体 

 工 期  本契約締結日の翌日から平成３１年３月３１日まで 

 

議案第３４号 船橋市立海神第一保育園新築工事請負契約の変更について・・・・契約課 

 場 所  船橋市海神２丁目２０９番１ほか 

 当 初 契 約  平成２８年第２回定例会 

      議案第６号 船橋市立海神第一保育園新築工事請負契約の締結につい 

て 

当初契約金額  ５６０，４１２，０００円 

 変更後契約金額  ５７２，００７，９６０円 

 契約の相手方  木村建設工業株式会社 

 当 初 工 期  平成２８年６月２８日から平成２９年７月３１日まで 

 変更後工期  平成２８年６月２８日から平成２９年９月２９日まで 

 

議案第３５号 訴えの提起について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・債権管理課 

差押債権の取立請求に関する訴え 

被告の住所及び氏名  東京都中央区銀座４丁目１２番１５号 

           ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社 

            代表取締役 幸野 良治 



 10 

議案第３６号 訴えの提起について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・債権管理課 

生活保護費返還金等の支払い請求に関する訴え 

 

議案第３７号 包括外部監査契約の締結について・・・・・・・・・・・・・・・総務課 

 １ 契約の目的  当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

 ２ 契約の始期  平成２９年４月１日 

 ３ 契約の金額  １７，０００，０００円を上限とする額 

 ４ 契約の相手方  住所 流山市江戸川台東１丁目４６番地 

           氏名 岡村 俊克（公認会計士） 

 

議案第３８号 市道の路線認定及び変更並びに廃止について・・・・・・・・道路管理課 

 道路法に基づき、市道路線の認定及び変更並びに廃止をするもの。 

 

議案第３９号 農業委員会委員任命の同意を求めることについて・・・・・・・・職員課 

 農業委員会等に関する法律の規定に基づく任命 興松 勲 

 

議案第４０号 農業委員会委員任命の同意を求めることについて・・・・・・・・職員課 

 農業委員会等に関する法律の規定に基づく任命 土𣘺 博之 

 

議案第４１号 農業委員会委員任命の同意を求めることについて・・・・・・・・職員課 

 農業委員会等に関する法律の規定に基づく任命 菊池 眞夫 

 

議案第４２号 農業委員会委員任命の同意を求めることについて・・・・・・・・職員課 

 農業委員会等に関する法律の規定に基づく任命 小川 晃 

 

議案第４３号 農業委員会委員任命の同意を求めることについて・・・・・・・・職員課 

 農業委員会等に関する法律の規定に基づく任命 齋藤 教子 

 

議案第４４号 農業委員会委員任命の同意を求めることについて・・・・・・・・職員課 

 農業委員会等に関する法律の規定に基づく任命 石山 幸男 
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議案第４５号 農業委員会委員任命の同意を求めることについて・・・・・・・・職員課 

 農業委員会等に関する法律の規定に基づく任命 石井 俊郎 

 

議案第４６号 農業委員会委員任命の同意を求めることについて・・・・・・・・職員課 

 農業委員会等に関する法律の規定に基づく任命 髙  光一 

 

議案第４７号 農業委員会委員任命の同意を求めることについて・・・・・・・・職員課 

 農業委員会等に関する法律の規定に基づく任命 金子 一雄 

 

議案第４８号 農業委員会委員任命の同意を求めることについて・・・・・・・・職員課 

 農業委員会等に関する法律の規定に基づく任命 藤城 孝義 

 

議案第４９号 農業委員会委員任命の同意を求めることについて・・・・・・・・職員課 

 農業委員会等に関する法律の規定に基づく任命 岡庭 一美 

 

議案第５０号 農業委員会委員任命の同意を求めることについて・・・・・・・・職員課 

 農業委員会等に関する法律の規定に基づく任命 湯浅 清春 

 

議案第５１号 農業委員会委員任命の同意を求めることについて・・・・・・・・職員課 

農業委員会等に関する法律の規定に基づく任命 小池 正一 

 

議案第５２号 農業委員会委員任命の同意を求めることについて・・・・・・・・職員課 

 農業委員会等に関する法律の規定に基づく任命 神山  樹 
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議案第５３号 船橋市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例及び船橋市障害福祉サービス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・・・・・・・・・障害福祉課 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ

ービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準及び障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準

の一部改正に伴い、就労継続支援Ａ型の運営に関する基準について、所要の改正を行うも

の。 

（平成２９年４月１日施行） 

 １ 船橋市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例の一部改正（第１条関係） 

 ２ 船橋市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

（第２条関係） 

 

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 

 任期満了に伴う候補者推薦 山本 稔 

 

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 

 任期満了に伴う候補者推薦（再任） 米原 仁子 

 

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 

 任期満了に伴う候補者推薦（再任） 渡辺 徹 

 

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  １，０７９，２２２円（ ６件） 

    弁 償 金    １５８，０８６円（ ２件） 
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 ２ 金銭債権に係る訴え及び和解 

  (1) 学校給食費等の支払い（訴え） 

  (2) 保険給付費返納金等の支払い（訴え） 

  (3) 差押債権の支払い（和解） 

    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 

(4) 奨学金返還金等の支払い（訴え） 

  (5) 奨学金返還金等の支払い（訴え） 

  (6) 差押債権の支払い（訴え） 

    相手方（被告）  鎌ケ谷市初富８０４番地 

             株式会社橋本設備工業 

             代表取締役  橋本 勇喜 

  (7) 奨学金返還金等の支払い（訴え） 

  (8) 児童育成料の支払い（訴え） 

  


