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令和２年第２回船橋市議会定例会議案説明（予定） 

 

議案第 １号 令和２年度船橋市一般会計補正予算 

補正前予算額   ２７９，１０８，１４２千円 

 補正額          ２０９，２１４千円 

 補正後予算額   ２７９，３１７，３５６千円 

内訳 

 民生費 

 ・介護保険事業特別会計繰出金     ２０９，２１４千円（介護保険課） 

  

議案第 ２号 令和２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    ４５，９６４，０００千円 

 補正額                ０千円 

 補正後予算額    ４５，９６４，０００千円 

 内訳（歳入予算の区分の補正のみ） 

 ・現年度分特別徴収保険料     △ １９１，８４９千円 

 ・現年度分普通徴収保険料     △  １７，３６５千円 

 ・低所得者保険料軽減繰入金      ２０９，２１４千円 

 

議案第 ３号 令和２年度船橋市一般会計補正予算 

補正前予算額   ２７９，３１７，３５６千円 

 補正額          ５９８，４１１千円 

 補正後予算額   ２７９，９１５，７６７千円 

 内訳 

 民生費 

 ・住居確保給付事業費         １８８，５４３千円（地域福祉課） 

 ・重度心身障害者医療扶助費       ６０，０５７千円（障害福祉課） 

 土木費 
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 ・都市公園用地購入費           １，３００千円（公園緑地課） 

 ・宅地耐震化推進事業費         １５，１００千円（宅地課） 

教育費 

 ・ＩＣＴ機器整備費（小学校費）     １３，６６３千円（総合教育センター） 

 ・ＩＣＴ機器整備費（中学校費）     １９，６０５千円（総合教育センター） 

 ・学校運営費（特別支援学校費）        １４３千円（総合教育センター） 

予備費 

 ・予備費               ３００，０００千円（財政課） 

 

議案第 ４号 令和２年度船橋市公共用地先行取得事業特別会計補正予算 

補正前予算額       ４０８，０００千円 

 補正額          １８０，０００千円 

 補正後予算額       ５８８，０００千円 

 内訳 

 公共用地先行取得事業費 

 ・都市公園用地先行取得事業費     １８０，０００千円（公園緑地課） 

地方債 

（追加）公共用地先行取得事業     １８０，０００千円 

 

議案第 ５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 

職員が新型コロナウイルス感染症に係る作業に従事した場合における感染症防疫作業手

当について、所要の定めをするもの。 

（公布の日から施行し、令和２年２月１日から適用） 

 

議案第 ６号 船橋市市税条例等の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・税務課 

市民税課 

資産税課 

債権管理課 

地方税法の一部改正に伴い、現所有者の申告について、所要の定め等をするもの。 

１ 個人の市民税の非課税措置について、寡夫を削り、ひとり親を追加するもの。 
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（令和３年１月１日施行） 

 ２ 所得控除について、寡夫控除を削り、ひとり親控除を追加するもの。 

（令和３年１月１日施行） 

 ３ 固定資産の所有者が明らかとならない場合に、その使用者を所有者とみなすもの。 

（公布の日から施行） 

４ 土地又は家屋の所有者が死亡している場合に、現所有者に賦課徴収に必要な事項を

申告させるもの。 

（令和３年１月１日施行） 

５ ４の場合において、現所有者が正当な理由がなく申告しなかった場合に過料を科す

もの。 

（令和３年１月１日施行） 

６ 軽量な葉巻たばこについて、課税方式を見直すもの。 

（令和２年１０月１日、令和３年１０月１日からの２段階で施行） 

 ７ 延滞金の割合の特例について、規定の整備を行うもの。 

（令和３年１月１日施行） 

８ わがまち特例として、特定水力発電設備の特例の特例率を新設するもの。 

（公布の日から施行） 

９ 低未利用土地等を譲渡した場合における特別控除の創設に伴う規定の整備を行うも 

の。 

（令和３年１月１日施行） 

 １０ 国税における連結納税制度の見直しに伴う規定の整備を行うもの。 

 （令和４年４月１日施行） 

１１ その他規定の整備を行うもの。 

（公布の日から施行ほか） 

 

議案第 ７号 船橋市都市計画税条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・税務課 

資産税課 

地方税法の一部改正に伴い、課税標準の特例について、所要の改正等を行うもの。 

（公布の日から施行。滞在快適性等向上施設等の課税標準の特例は、公布の日又は都市

再生特別措置法等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） 
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議案第 ８号 船橋市債権管理条例等の一部を改正する条例・・・・・・・・債権管理課 

国保年金課 

介護保険課 

地方税法の一部改正にならい、延滞金の割合の特例について、規定の整備を行うもの。 

（令和３年１月１日施行） 

 

議案第 ９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・・警防指令課 

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に伴い、補償基礎額等

について、所要の改正を行うもの。 

（公布の日から施行し、令和２年４月１日から適用） 

 

議案第１０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 

介護保険法施行令の一部改正に伴い、保険料の減額賦課について、所要の改正を行うも

の。 

（公布の日から施行） 

 

議案第１１号 船橋市手数料条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・保健総務課 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正に伴い、

規定の整備を行うもの。 

（令和２年９月１日施行） 

 

議案第１２号 船橋市精神障害者入院医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・障害福祉課 

入院医療費の助成の要件について、精神障害者保健福祉手帳の所持を明確化するため、

所要の改正を行うもの。 

（令和３年４月１日施行） 

議案第１３号 船橋市重度心身障害者医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・障害福祉課 

 千葉県の重度心身障害者（児）医療給付改善事業に係る補助制度の改正にならい、医療

費の助成の要件について、所要の改正等を行うもの。 
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（令和２年８月１日施行。規定の整備等については、公布の日から施行） 

 

議案第１４号 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 

       の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・地域子育て支援課 

放課後児童健全育成事業の設備及び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。 

（令和２年７月１日施行） 

 

議案第１５号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度船橋市一般会計補正予

算） 

補正前予算額  ２１１，６８５，０００千円 

 補正額       １，１９５，３８３千円 

 補正後予算額  ２１２，８８０，３８３千円 

 内訳 

民生費 

・住居確保給付事業費           ４７，１０１千円（地域福祉課） 

衛生費 

・妊娠・出産支援事業費（新型コロナウイルス感染症対策） 

５，２２０千円（地域保健課） 

・保健所感染症予防費（新型コロナウイルス感染症対策） 

                    ３４９，２７９千円（保健総務課） 

商工費 

・中小企業経営対策費（新型コロナウイルス感染症対策） 

                    ６８２，２００千円（商工振興課） 

教育費 

・ＩＣＴ学習支援事業費（新型コロナウイルス感染症対策） 

                    １１１，５８３千円（総合教育センター） 

 

議案第１６号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度船橋市一般会計補正予

算） 
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補正前予算額  ２１２，８８０，３８３千円 

 補正額      ６５，４２９，０９１千円 

 補正後予算額  ２７８，３０９，４７４千円 

 内訳 

総務費 

・特別定額給付金         ６４，５１０，０００千円（地域福祉課） 

・特別定額給付金給付事務費       ５７７，８５７千円（地域福祉課） 

衛生費 

・保健所感染症予防費（新型コロナウイルス感染症対策） 

                     ３４１，２３４千円（保健総務課） 

 

議案第１７号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度船橋市一般会計補正予

算） 

補正前予算額  ２７８，３０９，４７４千円 

 補正額         ７９８，６６８千円 

 補正後予算額  ２７９，１０８，１４２千円 

 内訳 

 総務費 

 ・基幹システム関連導入費         ４，０９８千円（情報システム課） 

民生費 

・子育て世帯臨時特別給付金      ７７１，４９０千円（児童家庭課） 

 ・子育て世帯臨時特別給付金給付事務費  ２３，０８０千円（児童家庭課） 

 

議案第１８号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度船橋市国民健康保険事

あああああああ業特別会計補正予算）・・・・・・・・・・・・・・・・・・国保年金課  

（国保年金課） 

 補正前予算額    ５０，７８５，０００千円 

 補正額            １，０００千円 

 補正後予算額    ５０，７８６，０００千円 

 内訳 
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 ・傷病手当金               １，０００千円 

 

議案第１９号 専決処分の承認を求めることについて（船橋市市税条例の一部を改正する

あああああああ条例）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・税務課  

市民税課 

資産税課 

あ地方税法の一部改正（令和２年４月１日施行）に伴い、個人の市民税に係る給与所得 

者の扶養親族等申告書について、所要の改正等を行うもの。 

 

議案第２０号 専決処分の承認を求めることについて（船橋市都市計画税条例の一部を改 

あああああああ正する条例）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・税務課 

資産税課 

地方税法の一部改正（令和２年４月１日施行）に伴い、規定の整備を行うもの。 

 

議案第２１号 専決処分の承認を求めることについて（船橋市国民健康保険条例の一部を 

あああああああ改正する条例）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国保年金課 

 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対し、傷病手当金を支給するため、所

要の定めをするもの。 

 

議案第２２号 専決処分の承認を求めることについて（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）・・・・・・・・・・・・・・・・国保年金課 

千葉県後期高齢者医療広域連合において新型コロナウイルス感染症に感染した後期高齢

者医療制度被保険者の被用者等に対し、傷病手当金を支給することに伴い、申請受付事務

を行うため、所要の改正を行うもの。 

 

議案第２３号 船橋市市税条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・税務課 

市民税課 

資産税課 

債権管理課 

地方税法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る
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手続等について、所要の定め等をするもの。 

１ 中小事業者等が所有する償却資産等の固定資産税を軽減するもの。 

（公布の日から施行） 

２ わがまち特例として、先端設備等の特例の特例率を新設するもの。 

（公布の日から施行） 

３ 軽自動車税の環境性能割の軽減を延長するもの。 

（公布の日から施行） 

 ４ 徴収猶予の特例に係る手続等を追加するもの。 

（公布の日から施行） 

５ 寄附金税額控除の特例を追加するもの。 

（令和３年１月１日施行） 

 ６ 住宅借入金等特別税額控除の特例を追加するもの。 

（令和３年１月１日施行） 

７ その他規定の整備を行うもの。 

（令和３年１月１日施行） 

 

議案第２４号 船橋市都市計画税条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・税務課 

資産税課 

地方税法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症等に係る課税標準の特例につい

て、所要の改正等を行うもの。 

（公布の日から施行。規定の整備については、令和３年１月１日から施行） 

 

議案第２５号 船橋市手数料条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・戸籍住民課 

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規定による

通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報

の提供等に関する省令の一部改正に伴い、所要の改正等を行うもの。 

（公布の日から施行） 

 

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 
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    損害賠償額     ４０，２４９円（１件） 

 

 ２ 金銭債権に係る訴え及び和解 

(1) 保険給付費返納金の支払（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（和解）２件 

 (4) 生活保護費返還金の支払（和解） 

 (5) 児童手当返還金の支払（訴え） 

 (6) 介護報酬返還金等の支払（訴え） 

 

報 告 第 ２ 継続費繰越計算書の報告について 

 

報 告 第 ３ 繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

報 告 第 ４ 事故繰越し繰越計算書の報告について 

 

報 告 第 ５ 継続費繰越計算書の報告について 

 

報 告 第 ６ 繰越計算書の報告について 


