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平成３１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３１年度船橋市一般会計予算 

 予算額  ２１２，１６０，０００千円 

 

議案第 ２号 平成３１年度船橋市国民健康保険事業特別会計予算 

 予算額   ５１，２２６，０００千円 

 

議案第 ３号 平成３１年度船橋市公共用地先行取得事業特別会計予算 

 予算額       １３，５００千円 

 

議案第 ４号 平成３１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    １，６０２，０００千円 

 

議案第 ５号 平成３１年度船橋市介護保険事業特別会計予算 

 予算額   ４３，３２７，０００千円 

 

議案第 ６号 平成３１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       ９０，０００千円 

 

議案第 ７号 平成３１年度船橋市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 予算額    ７，４００，０００千円 

 

議案第 ８号 平成３１年度船橋市地方卸売市場事業会計予算 

 予算額    １，１５３，０００千円 

 

議案第 ９号 平成３１年度船橋市病院事業会計予算 

 予算額   １９，３７６，０００千円 

 

議案第１０号 平成３１年度船橋市下水道事業会計予算 
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 予算額   ３４，０７４，２２０千円 

 

議案第１１号 平成３０年度船橋市一般会計補正予算 

 補正前予算額  ２０８，６７０，８４５千円 

 補正額       ２，４９３，１７７千円 

 補正後予算額  ２１１，１６４，０２２千円 

 内訳 

総務費 

・国庫金等返還金            ２０，１７１千円（地域福祉課） 

・国庫金等返還金            １８，９６９千円（障害福祉課） 

・国庫金等返還金            ４４，５７７千円（生活支援課） 

・国庫金等返還金            ４６，８７９千円（保育認定課） 

・国庫金等返還金            ２３，３７９千円（地域子育て支援課） 

民生費 

・国民健康保険基盤安定繰出金      ３９，０００千円（国民健康保険課） 

・国民健康保険事業特別会計繰出金   ４１４，０００千円（国民健康保険課） 

・介護保険事業特別会計繰出金       ５，９５７千円（介護保険課） 

・訓練等給付費            １４３，０９３千円（障害福祉課） 

・地域密着型施設等開設準備支援事業補助金   

△５，５８９千円（高齢者福祉課） 

・老人デイサービスセンター整備費    ２４，１２３千円（高齢者福祉課） 

・放課後ルーム整備費（継続費）       △２３５千円（地域子育て支援課） 

・医療扶助費             １０４，２６８千円（生活支援課） 

衛生費 

・特定不妊治療費助成事業費       ２２，２８４千円（地域保健課） 

・馬込霊園整備費（継続費）      △５０，０００千円（環境保全課） 

農林水産業費 

・被災農業者向け経営体育成支援事業補助金   

２８，１７９千円（農水産課） 

土木費 
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・道路用地購入費            △３，０００千円（道路建設課） 

・道路用地購入諸経費            △５７０千円（道路建設課） 

・都市公園整備費           △７４，８００千円（公園緑地課） 

・都市公園用地購入費        △２８０，０００千円（公園緑地課） 

・都市緑地用地購入費         ２８４，７０６千円（公園緑地課） 

教育費 

・校舎改修費（小学校費）       ９４４，６７２千円（施設課） 

・校舎改修費（小学校費）         ９，９００千円（総合教育センター） 

・空調設備設置費（小学校費）       ５，９００千円（施設課） 

・体育館改修費（小学校費）      １９４，０３１千円（施設課） 

・その他施設改修費（小学校費）    １１１，４２８千円（施設課） 

・（仮称）塚田第二小学校建設費（継続費） △８，９７３千円（施設課） 

・校舎改修費（中学校費）       １４５，６４０千円（施設課） 

・空調設備設置費（中学校費）      １７，７４０千円（施設課） 

・体育館改修費（中学校費）       ５７，３５７千円（施設課） 

・その他施設改修費（中学校費）     １７，８７９千円（施設課） 

・施設整備費             １９４，７８２千円（施設課） 

・校舎増築費（継続費：金堀校舎）    △４，０６３千円（施設課） 

・児童・生徒防犯対策費          １，４９３千円（保健体育課） 

継続費 

・（変更）（仮称）塚田第二放課後ルーム建設事業ほか３事業 

繰越明許費 

・（追加）防災推進事業ほか３２事業  

４，５３９，８７０千円 

・（変更）                          （単位:千円） 

事 業 名 
総  額 

補 正 前 補 正 後 

橋りょう新設改良事業（道路

建設課） 
１８３，０００ ２２３，０００ 
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地方債 

（変更）老人福祉施設建設事業ほか１０件 

２，１７１，８００千円 

 

議案第１２号 平成３０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    ５３，４０７，０００千円 

 補正額          ７１０，０００千円 

 補正後予算額    ５４，１１７，０００千円 

 内訳 

 ・償還金               ７１０，０００千円 

 

議案第１３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  

                      （公園緑地課） 

補正前予算額       １８４，０００千円 

 補正額          ３９８，５００千円 

 補正後予算額       ５８２，５００千円 

 内訳 

 ・都市緑地用地先行取得事業費     ３９８，５００千円 

繰越明許費 

・公共用地先行取得事業        ３９８，５００千円 

地方債 

・（変更）公共用地先行取得事業     ３９８，５００千円 

 

議案第１４号 平成３０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   ４０，６０４，１１４千円 

 補正額          ４７，６５８千円 

 補正後予算額   ４０，６５１，７７２千円 

 内訳 
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 ・通所型サービス事業費         ４７，６５８千円 

  

議案第１５号 平成３０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   １８，５９０，０００千円 

 補正額         ２００，０００千円 

 補正後予算額   １８，７９０，０００千円 

 内訳 

・材料費               ２００，０００千円 

 

議案第１６号 平成３０年度船橋市下水道事業会計補正予算  

（下水道建設課） 

（下水道施設課） 

補正前予算額   ３６，７７３，６５０千円 

 補正額       １，１９４，７４０千円 

 補正後予算額   ３７，９６８，３９０千円 

 内訳 

・管渠費               ６３４，７４０千円 

・処理場費              ５６０，０００千円 

継続費 

・（変更）駒込川２号幹線管渠布設事業ほか１事業 

企業債 

・（変更）下水道事業           ５８５，６１０千円 

 

議案第１７号 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施行に伴う関係条例の整備に関する条

例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・財政課 

商工振興課 

下水道総務課 

環境保全課 
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公園緑地課 

社会教育課 

市民文化ホール 

青少年課 

生涯スポーツ課 

道路管理課 

都市整備課 

総合教育センター 

道路計画課 

文化課 

男女共同参画センター 

財産管理課 

自治振興課 

下水道河川管理課 

市場総務課 

郷土資料館 

保健総務課 

衛生指導課 

健康政策課 

資源循環課 

 消費税法等の一部改正に伴い、使用料等に消費税改定相当額等を加算するについて、所

要の改正を行うもの。 

（平成３１年１０月１日施行） 

 

議案第１８号 船橋市行政組織条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・職員課 

 事務執行体制の効率化を図るため、分掌事務について、所要の改正を行うもの。 

（平成３１年４月１日施行） 

 

議案第１９号 船橋市職員定数条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・職員課 

市長の事務部局及び医療センターの業務の充実を図るため、職員定数を改正するもの。 
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（平成３１年４月１日施行） 

 

議案第２０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、初任給調整手当等について、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３０年４月１日から適用。守衛を削る部分の改正規定については、平成

３１年４月１日施行） 

 

議案第２１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に伴い、基礎賦課限度額及び保険料の減額の算定方法

について、所要の改正を行うもの。 

（平成３１年４月１日施行） 

 

議案第２２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

条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・高齢者福祉課 

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の一部改正に伴い、所要の改

正を行うもの。 

（平成３１年４月１日施行） 

 

議案第２３号 船橋市地域保健推進協議会条例の一部を改正する条例・・・・保健総務課 

地域保健推進協議会の審議等の充実を図るため、組織等について、所要の改正を行うも

の。 

（平成３１年１１月１日施行） 

 

議案第２４号 船橋市民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例・・地域福祉課 

民生委員の一斉改選に伴い、民生委員の定数を改正するもの。 

（平成３１年１２月１日施行） 

 

議案第２５号 船橋市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例・・・・・ 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域福祉課 

災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴い、災害援護資金の貸付けについて、

所要の改正を行うもの。 

（平成３１年４月１日施行） 

 

議案第２６号 船橋市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定

こども園の認定の要件を定める条例・・・・・・・・・・・子ども政策課 

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に

伴い、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定

の要件について、所要の定めをするもの。 

（平成３１年４月１日施行） 

 

議案第２７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・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・医療センター医事課 

医療サービスの充実を図るための遺伝カウンセリングの実施に当たり、遺伝カウンセリ

ング料について、所要の定め等をするもの。 

（平成３１年４月１日施行。消費税改定相当額等の加算については、同年１０月１日施行） 

 

議案第２８号 船橋市手数料条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・建築指導課 

 建築基準法の一部改正に伴い、既存の１の建築物について２以上の工事に分けて用途の

変更に伴う工事を行う場合の全体計画の認定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。 

（公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律の施行の日のいずれか遅い日から施行） 

 

議案第２９号 船橋市営住宅条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・住宅政策課 

旭町借上公営住宅を廃止するため、所要の改正を行うもの。 

（平成３１年４月１日施行） 

 

議案第３０号 学校教育法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・学務課 
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資源循環課 

職員課 

衛生指導課 

児童家庭課 

地域子育て支援課 

学校教育法等の一部改正に伴い、所要の改正等を行うもの。 

１ 船橋市奨学金貸付条例の一部改正（第１条関係） 

入学準備金の返還に際し、専門職大学の前期課程を修了した者を含めるよう改正を

行うもの。 

（平成３１年４月１日施行） 

２ 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改正（第２条関係） 

市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格要件について、専門職大

学の前期課程を修了した者を含めるよう改正を行うもの。 

（平成３１年４月１日施行） 

３ 職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正（第３条関係） 

  自己啓発等休業の対象となる教育施設について、規定の整備を行うもの。 

（平成３１年４月１日施行） 

４ 船橋市が設置する専用水道に係る水道技術管理者の資格を定める条例の一部改正

（第４条関係） 

  水道技術管理者の資格要件について、専門職大学の前期課程を修了した者を含める

よう改正を行うもの。 

（平成３１年４月１日施行） 

５ 船橋市児童福祉施設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５条関係） 

  母子生活支援施設に置く母子支援員の資格要件について、専門職大学の前期課程を

修了した者を含めるよう改正を行うもの。 

（平成３１年４月１日施行） 

６ 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改

正（第６条関係） 
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  放課後児童健全育成事業所に置く放課後児童支援員の資格要件について、専門職大

学の前期課程を修了した者を含めるよう改正を行うもの。 

（平成３１年４月１日施行） 

 

議案第３１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３１年４月１日 

 ３ 契約の金額  １５，６４４，０００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３２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。 

 

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 

  

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  １，７３０，２７２円（１０件） 

    弁 償 金    ３４０，９３１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件 

  (2)生活保護費返還金の支払（訴え） ２件 

  (3)保険給付費返納金の支払（訴え）  

 


