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平成３０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３０年度船橋市一般会計予算 

 予算額  ２０７，９５０，０００千円 

 

議案第 ２号 平成３０年度船橋市国民健康保険事業特別会計予算 

 予算額   ５３，４０７，０００千円 

 

議案第 ３号 平成３０年度船橋市公共用地先行取得事業特別会計予算 

 予算額       ２８，０００千円 

 

議案第 ４号 平成３０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    ２，８０９，０００千円 

 

議案第 ５号 平成３０年度船橋市介護保険事業特別会計予算 

 予算額   ４０，５５１，０００千円 

 

議案第 ６号 平成３０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      １１０，０００千円 

 

議案第 ７号 平成３０年度船橋市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 予算額    ７，１７３，０００千円 

 

議案第 ８号 平成３０年度船橋市地方卸売市場事業会計予算 

 予算額    １，１６４，０００千円 

 

議案第 ９号 平成３０年度船橋市病院事業会計予算 

 予算額   １８，５９０，０００千円 

 

議案第１０号 平成３０年度船橋市下水道事業会計予算 
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 予算額   ３６，７７３，６５０千円 

 

議案第１１号 平成２９年度船橋市一般会計補正予算 

 補正前予算額  ２０９，９０７，８５８千円 

 補正額       ２，０７６，３４４千円 

 補正後予算額  ２１１，９８４，２０２千円 

 内訳 

総務費 

・一般職人件費            ４９７，０００千円（職員課等） 

・非常勤一般職報酬           ２５，７０７千円（職員課） 

・臨時職員賃金              ９，２００千円（職員課） 

・企画運営費                 ２５８千円（政策企画課） 

・国庫金等返還金            １４，０５０千円（地域保健課） 

・国庫金等返還金             １，７９６千円（健康づくり課） 

・国庫金等返還金            ５５，７５９千円（地域福祉課） 

・国庫金等返還金            ２２，４８４千円（障害福祉課） 

・国庫金等返還金           １０６，６９２千円（生活支援課） 

・国庫金等返還金             １，７１９千円（児童家庭課） 

・国庫金等返還金            ３８，５５３千円（保育認定課） 

・国庫金等返還金             ９，６８９千円（地域子育て支援課） 

民生費 

・一般職人件費            △９５，０００千円（職員課） 

・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  △２００，０００千円（国民健康保険課） 

・後期高齢者医療事業特別会計繰出金    ７，７２３千円（国民健康保険課） 

・老人福祉施設整備費補助金     △３９７，０００千円（高齢者福祉課） 

・介護保険事業特別会計繰出金      １０，７８０千円（介護保険課） 

・訓練等給付費            １５４，９３１千円（障害福祉課） 

・医療扶助費             ２９４，３８２千円（生活支援課） 

・認定こども園整備費補助金     △１２３，５５０千円（子ども政策課） 
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・保育所整備費（継続費：宮本第二保育園）  △５６４千円（公立保育園管理課） 

・児童ホーム整備費（継続費）      △５，４６８千円（地域子育て支援課） 

衛生費 

・一般職人件費            △１２，０００千円（職員課） 

・胃がん検診費             １１，９５９千円（健康づくり課） 

・子宮がん検診費             ７，７２４千円（健康づくり課） 

・乳がん検診費             １５，１３４千円（健康づくり課） 

・肺がん検診費             １３，２２０千円（健康づくり課） 

・北部清掃工場塵芥処理費        ４８，０００千円（資源循環課） 

農林水産業費 

・一般職人件費             △６，０００千円（職員課等） 

商工費 

・一般職人件費             △１，０００千円（職員課） 

土木費 

・一般職人件費            △５７，０００千円（職員課） 

・鉄道施設耐震対策事業費補助金     △７，６００千円（道路計画課） 

消防費 

・一般職人件費            △１９，０００千円（消防局総務課） 

・（仮称）東消防署古和釜分署・消防訓練場整備費（継続費） 

                    △１，９１０千円（消防局総務課） 

教育費 

・一般職人件費等           △６２，０００千円（教育総務課等） 

・校舎改修費（小学校費）       ９６０，７００千円（施設課） 

・空調設備設置費（小学校費）        ８，３００千円（施設課） 

・体育館改修費（小学校費）        ６９，０００千円（施設課） 

・設備機器改修費（小学校費）      ６５，８００千円（施設課） 

・校舎改修費（中学校費）       ３０９，４００千円（施設課） 

・空調設備設置費（中学校費）       ２０，６００千円（施設課） 

・設備機器改修費（中学校費）       ７，３００千円（施設課） 

・施設整備費             １３７，４００千円（施設課） 
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・校舎増築費（継続費：高根台校舎）  １２１，１７６千円（施設課） 

継続費 

（変更）（仮称）坪井児童ホーム整備事業ほか３事業 

繰越明許費 

・防災無線整備事業ほか３１事業  ５，５８２，９９２千円 

地方債 

（変更）防災施設整備事業ほか１０件 

  １，０８５，４００千円 

 

議案第１２号 平成２９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） 

（健康づくり課） 

補正前予算額    ６８，３４１，０００千円 

 補正額       △３，１００，０００千円 

 補正後予算額    ６５，２４１，０００千円 

 内訳 

 ・一般被保険者療養給付費    △１，５００，０００千円 

 ・退職被保険者等療養給付費     △１００，０００千円 

 ・一般被保険者高額療養費      △４００，０００千円 

 ・高額医療費共同事業医療費拠出金  △２９０，０００千円 

 ・保険財政共同安定化事業拠出金 △１，３２０，０００千円 

 ・償還金               ５１０，０００千円 

 

議案第１３号 平成２９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） 

（下水道河川管理課） 

継続費 

（変更）駒込川２号幹線管渠布設事業 
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繰越明許費 

・西浦下水処理場整備事業ほか１０事業 

 ３，４９６，８４９千円 

 

議案第１４号 平成２９年度船橋市介護保険事業特別会計補正予算  

                      （介護保険課） 

補正前予算額   ４１，５３８，８１５千円 

 補正額          ８６，２３９千円 

 補正後予算額   ４１，６２５，０５４千円 

 内訳 

 ・訪問型サービス事業費         ２８，０８１千円 

 ・通所型サービス事業費         ５８，１５８千円 

 

議案第１５号 平成２９年度船橋市後期高齢者医療事業特別会計補正予算  

                      （国民健康保険課） 

補正前予算額    ６，７３０，０００千円 

 補正額          ２２，２０６千円 

 補正後予算額    ６，７５２，２０６千円 

 内訳 

 ・後期高齢者医療広域連合納付金     ２２，２０６千円 

 

議案第１６号 平成２９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   １８，３２３，１１２千円 

 補正額         ３５０，０００千円 

 補正後予算額   １８，６７３，１１２千円 

 内訳 

・給与費               ２００，０００千円 

・材料費               １５０，０００千円 
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議案第１７号 船橋市個人情報保護条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・法務課 

 個人情報の定義の明確化を図る等のため、所要の改正等を行うもの。 

（平成３０年４月１日施行） 

 

議案第１８号 市長の給料月額の特例に関する条例・・・・・・・・・・・・・・職員課 

 条例改正漏れに対する責任を明確にするため、市長の給料月額を減額するもの。 

（公布の日から施行） 

 

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、初任給調整手当について、改定等を行うもの。 

（公布の日から施行。改正後の一般職の職員の給与に関する条例の初任給調整手当の規定

については、平成２９年４月１日から適用） 

 

議案第２０号 船橋市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例・・・・・・職員課 

 国、県及び近隣市等との均衡を図るため、退職手当の支給水準について、所要の改正を

行うもの。 

（平成３０年４月１日施行） 

 

議案第２１号 船橋市債権管理条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・債権管理課 

 地方自治法の一部改正（平成３０年４月１日施行）に伴い、規定の整備を行うもの。 

（平成３０年４月１日施行） 

 

議案第２２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 

 国民健康保険法及び国民健康保険法施行令の一部改正（平成３０年４月１日施行）に伴

い、一般被保険者に係る基礎賦課総額の算定基準等及び基礎賦課限度額等について、所要

の改正を行うとともに、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率を変更するもの。 

（平成３０年４月１日施行） 

 

議案第２３号 船橋市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・・ 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国民健康保険課 

 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正（平成３０年４月１日施行）に伴い、保険

料を徴収すべき被保険者について、所要の改正等を行うもの。 

 （平成３０年４月１日施行） 

 

議案第２４号 船橋市養護老人ホーム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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高齢者福祉課 

 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正（平成３０年４月１日施行）に

伴い、所要の改正を行うもの。 

（平成３０年４月１日施行） 

 

議案第２５号 船橋市特別養護老人ホーム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・・・・・・・・・・・・・・・・・・高齢者福祉課 

 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正（平成３０年４月１日施行）

に伴い、所要の定め等をするもの。 

（平成３０年４月１日施行） 

 

議案第２６号 船橋市軽費老人ホーム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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高齢者福祉課 

 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正（平成３０年４月１日施行）に

伴い、所要の改正を行うもの。 

（平成３０年４月１日施行） 

 

議案第２７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３

０年４月１日施行）に伴い、所要の定め等をするもの。 

（平成３０年４月１日施行） 

 

議案第２８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 
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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３０年４月１日施行）に伴い、所要の改正を行うもの。 

（平成３０年４月１日施行） 

 

議案第２９号 船橋市指定介護老人福祉施設の人員、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 

 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正（平成３０年４月

１日施行）に伴い、所要の定め等をするもの。 

（平成３０年４月１日施行） 

 

議案第３０号 船橋市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・高齢者福祉課 

 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正（平成３０

年４月１日施行）に伴い、所要の改正等を行うもの。 

（平成３０年４月１日施行） 

  

議案第３１号 船橋市指定居宅サービス等の事業の人員、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・・・・・・・・・・・・・介護保険課 

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正（平成３０年

４月１日施行）に伴い、所要の定め等をするもの。 

（平成３０年４月１日施行。指定福祉用具貸与の具体的取扱方針については、同年１０月

１日施行） 

 

議案第３２号 船橋市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等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・・・・・・・・・介護保険課 
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 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に

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３０年４月１日

施行）に伴い、所要の定め等をするもの。 

（平成３０年４月１日施行。指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針については、同

年１０月１日施行） 

 

議案第３３号 船橋市指定居宅介護支援等の事業の人員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・・・・・・・・・・・・・・・介護保険課 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正（平成３０年４月１

日施行）に伴い、所要の改正を行うもの。 

（平成３０年４月１日施行） 

 

議案第３４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 

 介護保険に係る保険料の改定等について、所要の改正を行うもの。 

（平成３０年４月１日施行。第１４条第３項（罰則）の改正規定については、同年７月１

日施行） 

 

議案第３５号 船橋市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等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・・・・・・・・・・・・・・・包括支援課 

 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の

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３０年４月１日施行）に伴い、

所要の改正を行うもの。 

（平成３０年４月１日施行） 

 

議案第３６号 船橋市地域活動支援センター条例及び船橋市身体障害者福祉ホーム条例 

の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・保健総務課 

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の一部改正（平成３０年

４月１日施行）に伴い、規定の整備を行うもの。 
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（平成３０年４月１日施行） 

 １ 船橋市地域活動支援センター条例（平成１７年船橋市条例第１３号）の一部改正（第

１条関係） 

（保健総務課） 

 ２ 船橋市身体障害者福祉ホーム条例（平成１７年船橋市条例第１９号）の一部改正（第

２条関係） 

（障害福祉課） 

 

議案第３７号 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（平成３０年４月１日施行）に伴い、所要

の定め等をするもの。 

（平成３０年４月 1日施行） 

 

議案第３８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の一部改正（平成３０年４月１日施行）

に伴い、所要の定め等をするもの。 

（平成３０年４月 1日施行） 

 

議案第３９号 船橋市指定障害者支援施設の人員、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・・・・・・・・・・・・・・・・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者支援 

施設等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正（平成３０年４月１日施行）に伴い、

所要の改正を行うもの。 

（平成３０年４月 1日施行） 

 

議案第４０号 船橋市母子家庭、父子家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する 
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条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・児童家庭課 

 所得税法の一部改正（平成３０年１月１日施行）に伴い、規定の整備を行うもの。 

（公布の日から施行） 

 

議案第４１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 

 放課後ルームに係る費用の徴収方法の見直しを図るに当たり、児童育成料について、所

要の改正を行うとともに、塚田放課後ルームを増設するについて、その位置を規定するも

の。 

（塚田放課後ルームについては、平成３０年４月１日施行。児童育成料の規定については、

同年１０月１日施行） 

 

議案第４２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、所要の定めをするもの。 

（平成３０年４月１日施行） 

 

議案第４３号 船橋市手数料条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・環境保全課 

予防課 

廃棄物指導課 

建築指導課 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正（平成３０年４月１日施行）に伴

い、２以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に係る手数料につい

て、所要の定めをするとともに、土壌汚染対策法の一部改正（平成３０年４月１日施行）

に伴い、汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に係る手数料等について、所要の定

め等をするもの。 

（平成３０年４月１日施行） 

 

議案第４４号 船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例の一部を改正する

条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資源循環課 

 市が行う家庭系廃棄物の定期収集に係る家庭系廃棄物の排出方法について、所要の改正 
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を行うもの。 

（平成３０年１０月１日施行） 

 

議案第４５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 

 都市公園法施行令の一部改正（平成２９年６月１５日施行）に伴い、公園施設に関する

制限について、所要の定め等をするもの。 

（平成３０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４６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 

 建築基準法の一部改正（平成３０年４月１日施行）に伴い、規定の整備を行うもの。 

（平成３０年４月１日施行） 

 

議案第４７号 船橋市ラブホテルの建築規制に関する条例の一部を改正する条例・宅地課 

 旅館業法の一部改正（平成３０年６月１５日施行）に伴い、規定の整備を行うもの。 

（平成３０年６月１５日施行） 

 

議案第４８号 船橋市南部清掃工場建設工事請負契約の変更について・・・・資源循環課 

 場 所  船橋市潮見町３８番 

 当 初 契 約  平成２８年第１回定例会 

      議案第４７号 船橋市南部清掃工場建設工事請負契約の締結について 

当初契約金額  ２６，２４４，０００，０００円 

 変更後契約金額  ２６，３００，５９２，０００円 

 契約の相手方  ＪＦＥエンジニアリング株式会社 

 工 期  平成２８年３月２９日から平成３４年９月３０日まで 

 

議案第４９号 和解について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・債権管理課 

差押債権の取立請求に関する和解 

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 
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            代表取締役 幸野 良治 

 

議案第５０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３０年４月１日 

 ３ 契約の金額  １５，５００，０００円を上限とする額 

 ４ 契約の相手方  住所 市川市国府台５丁目２４番１４号 

           氏名 川口 明浩（公認会計士） 

 

議案第５１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５２号 船橋市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例・・・・警防課 

 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正（平成３０年４月１日

施行）に伴い、補償基礎額について、所要の改正等を行うもの。 

（平成３０年４月１日施行） 

 

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 

 

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  １，２３３，６３０円（ １件） 

 

 ２ 金銭債権に係る訴え及び和解 

  (1) 児童育成料等の支払（訴え） 

  (2) 児童育成料等の支払（訴え） 

  (3) 家庭的保育事業運営費補助金返還金の支払（和解） 

  (4) 児童育成料等の支払（訴え） 



 14 

  (5) 児童育成料等の支払（和解） 

  (6) 児童育成料等の支払（和解） 


