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令和元年第３回船橋市議会定例会議案説明（予定） 

 

議案第 １号 令和元年度船橋市一般会計補正予算 

補正前予算額   ２１３，８７３，７１６千円 

 補正額        ２，６５３，０２７千円 

 補正後予算額   ２１６，５２６，７４３千円 

 内訳 

議会費ほか         （職員課） 

・議員報酬等              △１８，０００千円 

・特別職人件費                 ２００千円 

・一般職人件費             ４１８，８００千円 

・教育職人件費             △１６，０００千円 

 総務費 

 ・企画運営費                   ８３千円（政策企画課） 

 ・情報システム関連導入費         １６，４７８千円（情報システム課） 

民生費 

・更正医療給付費             ４７，０００千円（障害福祉課） 

・重度心身障害者医療扶助費        １６，３７４千円（障害福祉課） 

衛生費 

・保健衛生総務諸経費            ５，８０３千円（健康づくり課） 

・健康診査費               ８６，５７５千円（健康づくり課） 

商工費 

・ふるさと納税推進事業費         ８０，９０５千円（商工振興課） 

土木費 

・公園施設指定管理者選定事業費          ９８千円（公園緑地課） 

教育費 

・校舎改修費（小学校費）        ７５０，７７７千円（施設課） 

・体育館改修費（小学校費）        ４２，７５８千円（施設課） 

・設備機器改修費（小学校費）      ３４３，１８２千円（施設課） 

・校舎改修費（中学校費）        ５３０，１５６千円（施設課） 
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・体育館改修費（中学校費）       ２５７，５５４千円（施設課） 

・設備機器改修費（中学校費）       ９０，２８４千円（施設課） 

 

 繰越明許費 

 ・（追加）体育館整備事業（小学校費）ほか３事業    ７３３，７７８千円 

・（変更）                          （単位:千円） 

事 業 名 
総  額 

補 正 前 補 正 後 

校舎整備事業（小学校費） 

（施設課） 
１，０３８，０８８ １，７８８，８６５ 

校舎整備事業（中学校費） 

（施設課） 
１９０，１１０ ７２０，２６６ 

 

債務負担行為 

（追加） 

生涯学習施設予約管理システム改修業務委託料（情報システム課） 

  ・限度額 ３，８９１千円 

  ・期 間 令和元年度～令和２年度 

情報システム関連更新賃借料（情報システム課） 

  ・限度額 １５１，３５４千円 

  ・期 間 令和元年度～令和６年度 

東老人福祉センター指定管理料（高齢者福祉課） 

  ・限度額 ３０９，０００千円 

  ・期 間 令和元年度～令和６年度 

中央老人福祉センター指定管理料（高齢者福祉課） 

  ・限度額 ２５５，０００千円 

  ・期 間 令和元年度～令和６年度 

北老人福祉センター指定管理料（高齢者福祉課） 

  ・限度額 ２９２，５００千円 

  ・期 間 令和元年度～令和６年度 
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西老人福祉センター指定管理料（高齢者福祉課） 

  ・限度額 ２７４，５００千円 

  ・期 間 令和元年度～令和６年度 

南老人福祉センター指定管理料（高齢者福祉課） 

  ・限度額 ２１６，５００千円 

  ・期 間 令和元年度～令和６年度 

南部清掃工場整備費（資源循環課） 

 ・限度額 ３９６，０００千円 

 ・期 間 令和元年度～令和２年度 

道路維持補修費（道路維持課） 

  ・限度額 １９０，０００千円 

 ・期 間 令和元年度～令和２年度 

新船橋橋架替費（道路建設課） 

 ・限度額 １５０，０００千円 

 ・期 間 令和元年度～令和２年度 

（変更） 

西船歩道橋橋脚耐震補強工事委託料（道路維持課） 

 ・限度額 補正前 ３５８，９１８千円 

      補正後 ４３６，５５９千円 

地方債 

（変更）小学校建設事業ほか１件    １，３６９，８００千円 

 

議案第 ２号 令和元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    １９，３９１，０００千円 

 補正額          ６６０，０００千円 

 補正後予算額    ２０，０５１，０００千円 

内訳 

・材料費                ６６０，０００千円 
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議案第 ３号 令和元年度船橋市下水道事業会計補正予算 

（下水道総務課） 

債務負担行為 

（追加） 

徴収一元化に係る負担金 

・限度額 ５２４，２３２千円 

   ・期 間 令和元年度～令和６年度 

 

議案第 ４号 船橋市証紙条例を廃止する条例・・・・・・・・・・・・・・・・財政課 

証紙による収入の方法を廃止するため、船橋市証紙条例を廃止するもの。 

（令和２年４月１日施行） 

 

議案第 ５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 

あああああああ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、個人番号の利用について、所要の定めをするもの。 

（公布の日から施行） 

 

議案第 ６号 船橋市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例・・・・ 

あああああああ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生活支援課 

社会福祉法の一部改正に伴い、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について、

所要の定めをするもの。 

（令和２年４月１日施行。サテライト型住居の設置の基準等については、令和４年４月１

日施行） 

 

議案第 ７号 船橋市市民センター条例の一部を改正する条例・・・・・・・自治振興課 

 使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。 

（令和２年４月１日施行。経過措置については、公布の日から施行） 
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議案第 ８号 船橋市霊園条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・環境保全課 

 管理料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。 

（令和３年４月１日施行） 

 

議案第 ９号 船橋市霊堂条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・環境保全課 

 使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。 

（令和３年４月１日施行） 

 

議案第１０号 船橋市勤労市民センター条例の一部を改正する条例・・・・・商工振興課 

 利用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。 

（令和３年４月１日施行。経過措置については、公布の日から施行） 

 

議案第１１号 船橋市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例・都市計画課 

生産緑地法に基づき、生産緑地地区の区域の規模に関する条件について、所要の定めを

するもの。 

（令和２年１月１日施行） 

 

議案第１２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。 

（令和２年４月１日施行。別表第３自転車回数券の項及び原動機付自転車及び対象自動二

輪車回数券の項並びに別表第５自転車回数券の項の改正及び準備行為については、公布の

日から施行） 

 

議案第１３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 

使用料等の受益者負担の適正化を図るとともに、運動公園及び法典公園の管理を指定管

理者に行わせるため、所要の改正等を行うもの。 

１ 使用料の見直し（第１条関係） 

  有料公園施設の使用料について所要の改正を行うもの。 

（令和２年７月１日施行。使用料の適用日に係る経過措置については、公布の日から施行） 
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２ 使用料等の見直し、指定管理者制度の導入及び駐車場の有料化（第２条関係） 

  有料公園施設の使用料等、運動公園及び法典公園の指定管理者制度の導入並びに駐

車場の有料化について所要の改正等を行うもの。 

（令和３年１月１日施行。準備行為及び使用料等の適用日に係る経過措置については、公 

布の日から施行） 

 

議案第１４号 船橋市下水道条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・下水道総務課 

使用料の算定方法等について、所要の改正等を行うもの。 

（令和２年７月１日施行。排水設備指定工事店の指定の基準については、令和２年１月１

日施行） 

 

議案第１５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一部改正に伴い、建築物エネルギー

消費性能向上計画の認定の申請に係る手数料について、規定の整備を行うもの。 

（公布の日から施行） 

 

議案第１６号 船橋市プラネタリウム館条例の一部を改正する条例・・総合教育センター 

 観覧料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。 

（令和２年４月１日施行） 

 

議案第１７号 船橋市公民館条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・社会教育課 

 使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。 

（令和２年８月１日施行。経過措置については、公布の日から施行） 

 

議案第１８号 船橋市視聴覚センター条例の一部を改正する条例・・・・・・社会教育課 

 使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。 

（令和２年４月１日施行。経過措置については、公布の日から施行） 

 

議案第１９号 船橋市民ギャラリー条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・文化課 

 利用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。 
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（令和３年４月１日施行。利用料の適用日に係る経過措置については、公布の日から施行） 

 

議案第２０号 船橋市茶華道センター条例の一部を改正する条例・・・・・・・・文化課 

 利用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。 

（令和３年４月１日施行。経過措置については、公布の日から施行） 

 

議案第２１号 船橋市少年自然の家条例の一部を改正する条例・・・・・・・・青少年課 

 使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。 

（令和２年４月１日施行。経過措置については、公布の日から施行） 

 

議案第２２号 船橋市青少年会館条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・青少年課 

 使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。 

（令和２年７月１日施行。経過措置については、公布の日から施行） 

 

議案第２３号 船橋市総合体育館条例の一部を改正する条例・・・・・・生涯スポーツ課 

 利用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。 

（令和３年４月１日施行。利用料の適用日に係る経過措置については、公布の日から施行） 

 

議案第２４号 船橋市武道センター条例の一部を改正する条例・・・・・生涯スポーツ課 

 利用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。 

（令和３年４月１日施行。利用料の適用日に係る経過措置については、公布の日から施行） 

 

議案第２５号 船橋市運動広場条例の一部を改正する条例・・・・・・・生涯スポーツ課 

 使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。 

（令和２年７月１日施行。使用料の適用日に係る経過措置については、公布の日から施行） 

 

議案第２６号 船橋市立学校運動場夜間照明灯の使用に関する条例の一部を改正する条例 

あああああああ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生涯スポーツ課 

 使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。 

（令和２年７月１日施行。経過措置については、公布の日から施行） 
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議案第２７号 船橋市文化芸術ホール条例の一部を改正する条例・・・・市民文化ホール 

 使用料の受益者負担の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。 

（令和３年４月１日施行。使用料の適用日に係る経過措置については、公布の日から施行） 

 

議案第２８号 船橋市東老人福祉センターの指定管理者の指定について・・高齢者福祉課 

公益財団法人船橋市福祉サービス公社を同センター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２９号 船橋市中央老人福祉センターの指定管理者の指定について・高齢者福祉課 

社会福祉法人船橋市社会福祉協議会を同センター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３０号 船橋市北老人福祉センター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センター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３１号 船橋市西老人福祉センターの指定管理者の指定について・・高齢者福祉課 

社会福祉法人船橋市社会福祉協議会を同センター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３２号 船橋市南老人福祉センターの指定管理者の指定について・・高齢者福祉課 

社会福祉法人聖進會を同センター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３３号 公の施設の区域外設置に関する協議について・・・・・・・・道路管理課 

 １ 船橋市の公の施設を市川市の区域内に設置するもの 

  ① 公の施設の名称  船橋市道第００－１８２号線 他５路線 

  ② 設 置 の 場 所  市川市柏井町１丁目１５２０－２地先 他５カ所 

 ２ 市川市の公の施設を船橋市の区域内に設置するもの 

  ① 公の施設の名称  市川市道３２８５号 他９路線 

  ② 設 置 の 場 所  船橋市藤原１丁目１－４地先～船橋市藤原１丁目１９５－１              
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あああああああああああああ５地先 他９カ所 

 ３ 設置の理由 行政界の認定路線に係る管理区分の整理 

 

議案第３４号 千葉県と船橋市との間における公共下水道の使用料等の徴収等に関する

事務の委託に関する規約の制定に関する協議について・・・下水道総務課 

 上下水道料金の徴収一元化により下水道使用料等の徴収等を千葉県に委託するため、規 

約を制定することについて千葉県と協議するにあたり、議決を求めるもの。 

 

議案第３５号 市道の路線認定について・・・・・・・・・・・・・・・・・道路管理課 

 道路法に基づき、市道の路線認定をするもの。 

 

議案第３６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 

あああああああ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、令和元年１２月１日から適用。令和２年度以降の期末手当につい

ては、令和２年４月１日施行） 

 

議案第３７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、給料表の改定については、平成３１年４月１日から、令和元年度

の勤勉手当の改定については、令和元年１２月１日から適用。令和２年度以降の勤勉手当

については、令和２年４月１日施行） 

 

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  ８００，２３９円（６件） 

 

 ２ 金銭債権に係る訴え及び和解 



 10 

(1) 保険給付費返納金の支払（訴え） ２件 

 (2) 学校給食費の支払（和解） 

(3) 学校給食費等の支払（訴え） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


