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令和３年第１回船橋市議会定例会議案説明（予定） 

 

議案第 １号 令和３年度船橋市一般会計予算 

予算額  ２１２，１７０，０００千円 

 

議案第 ２号 令和３年度船橋市国民健康保険事業特別会計予算 

 予算額   ４８，６４５，０００千円 

 

議案第 ３号 令和３年度船橋市公共用地先行取得事業特別会計予算 

 予算額      １９２，０００千円 

 

議案第 ４号 令和３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      ８１６，０００千円 

 

議案第 ５号 令和３年度船橋市介護保険事業特別会計予算 

 予算額   ４５，１３１，０００千円 

 

議案第 ６号 令和３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 令和３年度船橋市後期高齢者医療事業特別会計予算 

予算額    ８，４０７，０００千円 

 

議案第 ８号 令和３年度船橋市地方卸売市場事業会計予算 

 予算額    １，０３０，０００千円 

 

議案第 ９号 令和３年度船橋市病院事業会計予算 

 予算額   １９，７１５，０００千円 
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議案第１０号 令和３年度船橋市下水道事業会計予算 

 予算額   ３７，７３０，２２２千円 

 

議案第１１号 令和２年度船橋市一般会計補正予算 

補正前予算額   ２９１，１５９，２０８千円 

 補正額        ６，５５５，１２４千円 

 補正後予算額   ２９７，７１４，３３２千円 

 内訳 

議会費ほか         （職員課） 

・一般職人件費             １６３，０００千円 

・教育職人件費             △４３，０００千円 

 総務費 

 ・会計年度任用職員報酬         １３７，０００千円（職員課） 

 ・国庫金等返還金             ２９，２７７千円（健康づくり課） 

 ・国庫金等返還金            ２１０，９９２千円（生活支援課） 

 ・国庫金等返還金             ６９，８３４千円（保育認定課） 

 ・国庫金等返還金            １１２，３８２千円（地域子育て支援課） 

 ・個人番号カード交付事業費        ７７，３７９千円（戸籍住民課） 

民生費 

・訓練等給付費             ３４５，７５２千円（障害福祉課） 

・介護給付費               ６０，１１０千円（障害福祉課） 

・心身障害者援護施設運営費補助金（新型コロナウイルス感染症対策） 

                      ４，５２７千円（障害福祉課） 

・病児・病後児保育事業費（新型コロナウイルス感染症対策） 

                     １３，５００千円（保育認定課） 

・認可外保育施設事業費（新型コロナウイルス感染症対策） 

                     ３４，９００千円（保育認定課） 

・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） 

                      ６，６００千円（保育認定課） 
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・家庭的保育事業費（新型コロナウイルス感染症対策） 

                      １，２００千円（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） 

                     １３，９５０千円（保育認定課） 

・一時預かり事業費（新型コロナウイルス感染症対策） 

                     １５，０００千円（保育認定課） 

・保育所運営費（新型コロナウイルス感染症対策） 

                     １８，７５０千円（公立保育園管理課） 

・保育所施設管理費（新型コロナウイルス感染症対策） 

                      ９，９００千円（公立保育園管理課） 

・保育所運営費補助金（新型コロナウイルス感染症対策） 

                     ７０，９５０千円（保育認定課） 

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） 

                  １，７６９，３４９千円（健康政策課） 

・夜間休日急病診療所管理運営費      ４１，９５６千円（健康政策課） 

労働費 

・勤労市民センター施設管理費        ６，４０８千円（商工振興課） 

土木費 

・準用河川整備費             ８９，２７２千円（下水道河川計画課） 

・準用河川整備費            ２１５，８３３千円（河川整備課） 

・総合交通対策費（新型コロナウイルス感染症対策） 

                     ３７，５６０千円（道路計画課） 

・都市計画道路建設費（継続費分）    △９２，０００千円（道路建設課） 

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） 

                     ５２，９２０千円（総合教育センター） 

・校舎改修費（小学校費）      １，３１０，６８３千円（施設課） 

・体育館改修費（小学校費）       ５２５，７６３千円（施設課） 

・設備機器改修費（小学校費）      ２５６，１３７千円（施設課） 
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・その他施設改修費（小学校費）      ３２，６１５千円（施設課） 

・校舎改修費（中学校費）        １８０，２６８千円（施設課） 

・体育館改修費（中学校費）       ２４２，６３４千円（施設課） 

・設備機器改修費（中学校費）      ３５２，４２４千円（施設課） 

・施設整備費（特別支援学校費）     １５７，５３９千円（施設課） 

・市民ギャラリー運営費（政策経費）       ７８１千円（文化課） 

・茶華道センター運営費（政策経費）     １，８７５千円（文化課） 

・総合体育館管理費（政策経費）      ２０，４００千円（生涯スポーツ課） 

・武道センター管理費（政策経費）        ７０４千円（生涯スポーツ課） 

 

継続費 

・（廃止）都市計画道路３・４・２７号線橋りょう新設事業 

 繰越明許費 

 ・（追加）総合計画策定事業ほか３４事業     

５，２７５，８６７千円 

・（変更）                          （単位:千円） 

事 業 名 
総  額 

補 正 前 補 正 後 

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） （保育認定課） 

４，２６７ １０，８６７ 

小規模保育事業（新型コロナ

ウイルス感染症対策） 

（保育認定課） 

１７，０６７ ３１，０１７ 

保育所運営費補助事業（新型

コロナウイルス感染症対策） 

（保育認定課） 

５０，１３４ １２１，０８４ 

校舎整備事業（小学校費） 

（施設課） 
１，０８７，４０７ ２，３９８，０９０ 
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校舎整備事業（中学校費） 

（施設課） 
１，１０２，６８６ １，２８２，９５４ 

施設整備事業（特別支援学校

費） （施設課） 
７１，６００ ２２９，１３９ 

債務負担行為 

（追加） 

・夜間休日急病診療所指定管理料（健康政策課） 

 ・限度額   １０９，９３４千円 

 ・期 間 令和２年度～令和３年度 

地方債 

（変更）河川整備事業ほか５件   ３，１１１，７００千円 

 

議案第１２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    ２１，３８５，５５０千円 

 補正額          １５０，０００千円 

 補正後予算額    ２１，５３５，５５０千円 

内訳 

・企業債償還金            １５０，０００千円 

 

議案第１３号 令和２年度船橋市下水道事業会計補正予算 

（下水道総務課）  

補正前予算額    ３８，５７９，２０５千円 

 補正額       △１，３６７，７３８千円 

 補正後予算額    ３７，２１１，４６７千円 

内訳 

・処理場費           △１，３６７，７３８千円 

継続費 

・（変更）西浦下水処理場管理棟整備事業ほか１事業 
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企業債 

・（変更）下水道事業         △５９０，６００千円 

 

議案第１４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

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に基づき、個人番

号の利用について、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８月１日施行） 

 

議案第１５号 船橋市いじめ問題再調査委員会条例・・・・・・・・・・・・・・法務課 

いじめ防止対策推進法に基づき、いじめ問題再調査委員会の設置に関し、所要の定めを

するもの。 

（令和３年４月１日施行） 

 

議案第１６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 

職務の級を見直して給料表を改めるため、所要の改正を行うもの。 

（令和３年４月１日施行） 

 

議案第１７号 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・職員課 

語学指導等を行う外国青年招致事業により勤務した職員が帰住をする場合に旅費を支給

するため、所要の定めをするもの。 

（令和３年４月１日施行） 

 

議案第１８号 船橋市リハビリセンター条例の一部を改正する条例・・・・・健康政策課 

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４年４月１日施行） 
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議案第１９号 船橋市国民健康保険条例の一部を改正する条例・・・・・・・国保年金課 

国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、所得割額の算定方法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とともに、被保険者としない者を定めるもの。 

（公布の日から施行） 

 

議案第２０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 

介護保険法施行規則の一部改正に伴い、利用料について、所要の改正を行うもの。 

（令和３年４月１日施行） 

 

議案第２１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を改定する等のため、所要の改正を行うもの。 

（令和３年４月１日施行） 

 

議案第２２号 船橋市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・衛生指導課 

動物の適正な飼養及び保管を図るため、多数の犬又は猫の飼養に係る届出について、所

要の定め等をするもの。 

（令和３年７月１日施行） 

 

議案第２３号 船橋市環境学習館条例の一部を改正する条例・・・・・・・・環境政策課 

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４年４月１日施行） 

 

議案第２４号 船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例の一部を改正する条例・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・クリーン推進課 

重点区域内に路上喫煙をすることができる場所を設けるとともに、重点区域内での路上

喫煙及びポイ捨てについて直ちに過料を科するようにするため、所要の改正を行うもの。 

（公布の日から施行。直ちに過料を科するための改正については、令和３年７月１日施行） 
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議案第２５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 

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４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２６号 船橋市手数料条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・建築指導課 

保健総務課 

衛生指導課 

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、所要の改正等を行

うもの。 

（令和３年４月１日施行。食品衛生法等に関する手数料については、同年６月１日施行。

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等に関する手数料に

ついては、同年８月１日施行） 

 

議案第２７号 船橋市営住宅条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・住宅政策課 

新たに市営住宅を設置するについて、その名称及び位置を規定するもの。 

（令和４年３月３１日までの間において規則で定める日から施行。準備行為については、

公布の日から施行） 

 

議案第２８号 船橋市いじめ問題対策連絡協議会及び船橋市いじめ問題調査委員会条例・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・指導課 

いじめ防止対策推進法に基づき、いじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題調査委員会

の設置に関し、所要の定めをするもの。 

（令和３年４月１日施行） 

 

議案第２９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  令和３年４月１日 

 ３ 契約の金 額  １４，０００，０００円を上限とする額 

 ４ 契約の相手方  住所 東京都墨田区八広３丁目４番１４号 

          氏名 松原 創（公認会計士） 
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議案第３０号 千葉県競馬組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について・ 

       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・財政課 

 千葉県競馬組合の組織体制強化の一環として、競馬組合に置く副管理者を２人に変更す 

ることに伴い、千葉県競馬組合規約を変更することについて協議するもの。 

 

議案第３１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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・財政課 

補正前予算額  ２９１，０１７，５５０千円 

 補正額         １４１，６５８千円 

 補正後予算額  ２９１，１５９，２０８千円 

 内訳 

衛生費 

・新型コロナウイルス感染症予防接種費  １４１，６５８千円（健康づくり課） 

債務負担行為 

（追加） 

・新型コロナウイルスワクチン接種通知書等作成業務委託料  （健康づくり課） 

 ・限度額    ２１，８１７千円 

 ・期 間 令和２年度～令和３年度 

・新型コロナウイルスワクチン接種・相談コールセンター運営業務委託料 

（健康づくり課） 

 ・限度額   １９４，６５８千円 

  ・期 間 令和２年度～令和３年度 

 

議案第３２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３３号 船橋市総合計画後期基本計画の期間の変更について・・・・・政策企画課 

 船橋市総合計画後期基本計画の期間の変更について、船橋市市政に係る重要な計画の議

決等に関する条例の規定に基づき、議決を得るもの。 
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議案第３４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に伴い、所要の改正を行うもの。 

（令和３年４月１日施行） 

 

議案第３５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に伴い、所要の改正等を行

うもの。 

（令和３年４月１日施行） 

 

議案第３６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に伴い、所要の改正を行うもの。 

（令和３年４月１日施行） 

 

議案第３７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に伴い、

所要の改正等を行うもの。 

（令和３年４月１日施行） 

 

議案第３８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

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に伴

い、所要の改正を行うもの。 

（令和３年４月１日施行） 



 11 

議案第３９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に伴い、所要の改

正等を行うもの。 

（令和３年４月１日施行） 

 

議案第４０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に伴い、所

要の改正等を行うもの。 

（令和３年４月１日施行） 

 

議案第４１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

正等を行うもの。 

（令和３年４月１日施行） 

 

議案第４２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に伴い、所要

の改正等を行うもの。 

（令和３年４月１日施行） 

 

議案第４３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 

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に伴い、所要の改正等

を行うもの。 
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（令和３年４月１日施行） 

 

議案第４４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

る条例等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に伴い、所要の改正

を行うもの。 

１ 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

部改正（第１条関係） 

  感染症対策の強化を図るための改正等を行うもの。 

（令和３年４月１日施行。居宅サービス計画に係る改正については、令和３年１０月１

日から施行） 

２ 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

部を改正する条例の一部改正（第２条関係） 

  管理者に係る経過措置を延長する改正を行うもの。 

（公布の日から施行） 

 

議案第４５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に伴い、所要の改正を行うもの。 

（令和３年４月１日施行） 

 

議案第４６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に伴い、所要の改正を行うもの。 

（令和３年４月１日施行） 
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議案第４７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に伴い、所要の改正を行う

もの。 

（令和３年４月１日施行） 

 

議案第４８号 船橋市障害者支援施設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者支援施設

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３年４月１日施行） 

 

議案第４９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に伴い、所要の改正を行うもの。 

（令和３年４月１日施行） 

 

議案第５０号 船橋市福祉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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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福祉ホームの設

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３年４月１日施行） 

 

議案第５１号 船橋市地域活動支援センター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地域活動支援セ

ンター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３年４月１日施行） 
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議案第５２号 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を

改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・児童家庭課 

児童福祉施設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３年４月１日施行） 

 

議案第５３号 船橋市指定通所支援の事業等の人員、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・・・・・・・・・・・・・・・療育支援課 

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、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３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 

 任期満了に伴う候補者推薦 岩橋 泉 

 

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 

 任期満了に伴う候補者推薦（再任） 川田 由美子 

 

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  ３１７，４１０円（４件） 

 

 ２ 金銭債権に係る訴え 

(1) 市営霊堂使用料の支払（訴え） 

(2) 学校給食費の支払（訴え） ２件 

(3) 児童育成料の支払（訴え） 

(4) 児童育成料等の支払（訴え） 

 

報 告 第 ２ 第３次船橋市障害者施策に関する計画の期間の変更について 

 


