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令和２年第４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  ２８９，５４９，７７３千円 

 補正額       １，０６２，０６３千円 

 補正後予算額  ２９０，６１１，８３６千円 

 内訳 

総務費 

・基幹システム関連導入費          ２，４３４千円（情報システム課） 

民生費 

・介護保険事業特別会計繰出金        ５，５５９千円（介護保険課） 

・介護ロボット等導入支援事業費補助金   ５２，９２０千円（高齢者福祉課） 

・認定こども園運営費補助金（新型コロナウイルス感染症対策） 

                      ４，２６７千円（保育認定課） 

・小規模保育事業費補助金（新型コロナウイルス感染症対策） 

                     １７，０６７千円（保育認定課） 

・障害児通所等給付費          ２９６，９９０千円（療育支援課） 

・児童ホーム整備費（新型コロナウイルス感染症対策） 

                    １１７，６０８千円（地域子育て支援課） 

・保育所運営費補助金（新型コロナウイルス感染症対策） 

                     ５０，１３４千円（保育認定課） 

衛生費 

・一般職人件費             ２１４，０００千円（職員課） 

・ふなばし三番瀬環境学習館管理運営費    １，５２５千円（環境政策課） 

・有価物回収助成金            １２，８００千円（クリーン推進課） 

・北部清掃工場余熱利用施設管理運営費    ２，１２８千円（資源循環課） 

労働費 

・勤労市民センター施設管理費        ９，９６３千円（商工振興課） 
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商工費 

・中小企業融資利子補給金         ７０，０５２千円（商工振興課） 

・中小企業融資信用保証料補給金      ２４，２８８千円（商工振興課） 

・中小企業経営対策費（新型コロナウイルス感染症対策） 

                        ４００千円（商工振興課） 

・ふるさと納税推進事業費        １０４，７４２千円（商工振興課） 

土木費 

・アンデルセン公園運営費         ４４，１６６千円（公園緑地課） 

・ふなばし三番瀬海浜公園運営費          ２８千円（公園緑地課） 

消防費 

・消防施設整備費             △４，３２０千円（消防局財務課） 

教育費 

・市民ギャラリー運営費（政策経費）       ７９８千円（文化課） 

・茶華道センター運営費（政策経費）       ３１９千円（文化課） 

・総合体育館管理費（政策経費）      ３２，７４９千円（生涯スポーツ課） 

・武道センター管理費（政策経費）      １，４４６千円（生涯スポーツ課） 

 

繰越明許費 

（追加） 

・認定こども園運営費補助事業（新型コロナウイルス感染症対策） 

                      ４，２６７千円（保育認定課） 

・小規模保育事業（新型コロナウイルス感染症対策） 

                     １７，０６７千円（保育認定課） 

・児童ホーム整備事業（新型コロナウイルス感染症対策） 

          １１７，６０８千円（地域子育て支援課） 

 ・保育所運営費補助事業（新型コロナウイルス感染症対策） 

                     ５０，１３４千円（保育認定課） 
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債務負担行為 

（追加） 

・外国人総合相談窓口業務委託料（国際交流課） 

 ・限度額    ４３，５６０千円 

  ・期 間 令和２年度～令和５年度 

・児童総合福祉システム改修業務委託料（情報システム課） 

 ・限度額     ９，４１９千円 

  ・期 間 令和２年度～令和３年度 

・身体障害者福祉ホーム若葉指定管理料（障害福祉課） 

 ・限度額    ２５，２４０千円 

  ・期 間 令和２年度～令和７年度 

・地域活動支援センター指定管理料（地域保健課） 

 ・限度額   １６１，７２０千円 

  ・期 間 令和２年度～令和７年度 

・歯科診療所指定管理料（健康政策課） 

 ・限度額   ４９９，３５８千円 

  ・期 間 令和２年度～令和７年度 

・勤労市民センター指定管理料（商工振興課） 

 ・限度額   ２５４，１２０千円 

  ・期 間 令和２年度～令和７年度 

・国営手賀沼土地改良事業負担金（農水産課） 

 ・限度額    １１，００８千円 

  ・期 間 令和２年度～令和３１年度 

・市営住宅指定管理料（住宅政策課） 

 ・限度額   ４９８，５１５千円 

  ・期 間 令和２年度～令和７年度 

・公営住宅借上料（住宅政策課） 

 ・限度額 契約期間内における借上料 

  ・期 間 令和２年度～令和７年度 
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・市民ギャラリー・茶華道センター指定管理料（文化課） 

 ・限度額   １２４，０７７千円 

  ・期 間 令和２年度～令和７年度 

・一宮少年自然の家指定管理料（青少年課） 

 ・限度額   ３６０，０００千円 

  ・期 間 令和２年度～令和７年度 

・総合体育館・武道センター指定管理料（生涯スポーツ課） 

 ・限度額 １，１５７，０４５千円 

  ・期 間 令和２年度～令和７年度 

（廃止） 

 事項 
限度額 

補正前 補正後 

救 急 ス テ ー シ ョ ン 

建 替 工 事 設 計 負 担 金 

（消防局財務課） 

１２，４１１千円 － 

 

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    ４６，２９８，８０５千円 

 補正額           １１，１１７千円 

 補正後予算額    ４６，３０９，９２２千円 

 内訳 

 ・一般管理諸経費             １１,１１７千円 

 

議案第 ３号 令和２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    ２１，６９１，０００千円 

 補正額         △３０５，４５０千円 

 補正後予算額    ２１，３８５，５５０千円 
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内訳 

・受託工事費              △４，３２０千円 

・新病院整備事業費         △３０１，１３０千円 

 

債務負担行為 

（廃止） 

 事項 
限度額 

補正前 補正後 

医 療 セ ン タ ー 建 替 工 事 

設 計 業 務 委 託 料 

（医療センター総務課） 

６２４，５０３千円 － 

 

議案第 ４号 船橋市火災予防条例の一部を改正する条例・・・・・・・・消防局予防課 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制

定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、急速充電設備の位置、構造及び管理の基

準等について、所要の改正等を行うもの。 

（令和３年４月１日施行） 

 

議案第 ５号 船橋市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例・・・・・・ 

       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高齢者福祉課 

西老人デイサービスセンター及び三山老人デイサービスセンターを廃止するため、所要

の改正を行うもの。 

 （令和３年４月１日施行） 

 

議案第 ６号 船橋市興行場法に基づく衛生に必要な措置等を定める条例の一部を改正

する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・衛生指導課 

食品衛生法施行規則等の一部改正にならい、興行場営業の譲渡に係る許可の申請につい

て、所要の改正を行うもの。 

（令和３年１月１日施行） 
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議案第 ７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

条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・児童家庭課 

千葉県のひとり親家庭等医療費等助成事業に係る補助制度の改正にならい、助成の期間

等について、所要の改正等を行うもの。 

（令和３年８月１日施行） 

 

議案第 ８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３年４月１日施行。準備行為については、公布の日から施行） 

 

議案第 ９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 

除害施設の設置義務について、所要の改正を行うもの。 

（令和３年１月１日施行） 

 

議案第１０号 船橋市歯科診療所の指定管理者の指定について・・・・・・・健康政策課 

公益社団法人船橋歯科医師会を同施設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１１号 船橋市特別養護老人ホーム朋松苑及び船橋市朋松苑デイサービスセンター 

あああああああの指定管理者の指定について・・・・・・・・・・・・・・高齢者福祉課 

 社会福祉法人八千代美香会を同施設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１２号 船橋市北老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について・・・・ 

       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高齢者福祉課 

 有限会社ミカタを同施設の指定管理者として指定するため、議決を求めるもの。 
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議案第１３号 船橋市南老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について・・・・ 

       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高齢者福祉課 

 社会福祉法人南生会を同施設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１４号 船橋市地域活動支援センターの指定管理者の指定について・・地域保健課 

ＮＰＯ法人船橋こころの福祉協会を同施設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１５号 船橋市身体障害者福祉ホーム若葉の指定管理者の指定について・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・障害福祉課 

社会福祉法人千葉県福祉援護会を同施設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１６号 船橋市勤労市民センターの指定管理者の指定について・・・・商工振興課 

 公益財団法人船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンターを同施設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１７号 船橋市本町駐車場の指定管理者の指定について・・・・・・・道路計画課 

 株式会社船橋都市サービスを同施設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１８号 船橋市営住宅の指定管理者の指定について・・・・・・・・・住宅政策課 

 株式会社東急コミュニティーを同施設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１９号 船橋市民ギャラリー及び船橋市茶華道センターの指定管理者の指定につい 

て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・文化課 

 公益財団法人船橋市文化・スポーツ公社を同施設の指定管理者として指定するため、議

決を求めるもの。 
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議案第２０号 船橋市立一宮少年自然の家の指定管理者の指定について・・・・青少年課 

株式会社オーエンスを同施設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２１号 船橋市総合体育館及び船橋市武道センターの指定管理者の指定について・ 

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

ふなばしスポーツ健康パートナーズを同施設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２２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 公の施設の名称  市川市道３３３５号 

 ２ 設 置 の 場 所  船橋市藤原３丁目２５４番１４０ 

 ３ 設 置 の 理 由  都市計画法第４０条第２項の規定により帰属した公共施設の用

に供する土地を市川市道の区域に追加し、市川市の管理とする。 

 

議案第２３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、市道路線の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 

 

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  ５１２，３６５円（２件） 

 

 ２ 金銭債権に係る訴え及び和解 

(1) 市営霊園管理料の支払（訴え） ２件 

(2) 生活保護費返還金の支払（訴え） 

(3) 生活保護費返還金の支払（和解） 

(4) 保険給付費返納金の支払（訴え） 
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(5) 保険給付費返納金の支払（和解） 

 

 


