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令和３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３年度船橋市一般会計補正予算 

補正前予算額   ２１５，０８７，１４４千円 

 補正額          ７８１，２７７千円 

 補正後予算額   ２１５，８６８，４２１千円 

 内訳 

 総務費 

・基幹システム関連導入費          ５，４４５千円（情報システム課） 

 民生費 

 ・子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外） 

５１０，８００千円（児童家庭課） 

・子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外）給付事務費 

                     ４４，５５６千円（児童家庭課） 

衛生費 

・新型コロナウイルス感染症対策費    １０４，３３４千円（保健総務課） 

商工費 

・中小企業経営対策費          １１６，１４２千円（商工振興課） 

 

議案第 ２号 令和３年度船橋市一般会計補正予算 

補正前予算額   ２１５，８６８，４２１千円 

 補正額          ４５８，１４０千円 

 補正後予算額   ２１６，３２６，５６１千円 

内訳 

総務費 

・基幹システム関連導入費         ２３，３８３千円（情報システム課） 

民生費 

・一時預かり事業費             ６，１１３千円（保育認定課） 
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・多様な集団活動利用支援事業費補助金    ５，２８０千円（保育認定課） 

衛生費 

・北部清掃工場余熱利用施設管理運営費    ２，４９６千円（資源循環課） 

労働費 

・勤労市民センター施設管理費（政策経費）  ９，５０２千円（商工振興課） 

土木費 

・都市計画道路用地購入費        １２５，８１５千円（道路建設課） 

・都市計画道路補償費          １５４，７７２千円（道路建設課） 

教育費 

・ＩＣＴ機器整備費（小学校費）      ８４，９６０千円（総合教育センター） 

・ＩＣＴ機器整備費（中学校費）      ３５，５２０千円（総合教育センター） 

・市民ギャラリー運営費（政策経費）     ５，６１８千円（文化課） 

・運動公園管理運営費（政策経費）      ３，６９８千円（生涯スポーツ課） 

・法典公園管理運営費（政策経費）        ９８３千円（生涯スポーツ課） 

地方債 

（変更）街路整備事業 

     １５６，３００千円 

 

議案第 ３号 令和３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    １９，７６２，６８５千円 

 補正額            ５，５８８千円 

 補正後予算額    １９，７６８，２７３千円 

内訳 

・施設整備費                ５，５８８千円 

 

議案第 ４号 船橋市個人情報保護条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・法務課 

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、規定の整備を行うもの。 

（令和３年９月１日施行） 
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議案第 ５号 固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例・・・・・・・税務課 

行政不服審査法施行令の一部改正にならい、審査申出書の押印について、所要の改正等

を行うもの。 

（公布の日から施行） 

 

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 

地方税法の一部改正に伴い、個人の市民税の非課税の範囲について、所要の改正等を行

うもの。 

１ 国外居住親族に係る扶養の取扱いの見直しに伴い、個人の市民税の非課税の判定等

に用いる扶養親族の範囲を見直すもの。 

（令和６年１月１日施行） 

 ２ 特定公益増進法人等に対する寄附金のうち、出資に関する業務に充てられることが

明らかなものを控除対象から除外するもの。 

（令和４年１月１日施行） 

３ 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例措置について、適用

期間を延長するもの。 

（令和４年１月１日施行） 

４ 東日本大震災に係る固定資産税の特例措置について、申告等の期間を延長するもの。 

 （公布の日から施行） 

 ５ 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一部改正に

伴い、所要の改正を行うもの。 

（令和３年９月１日施行） 
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議案第 ８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９月１日施行） 

 

議案第 ９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９月１日施行） 

 

議案第１０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９月１日施行） 

 

議案第１１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９月１日施行） 

 

議案第１２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９月１日施行） 
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議案第１３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９月１日施行） 

 

議案第１４号 船橋市保護施設等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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生活支援課 

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供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９月１日施行） 

 

議案第１５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９月１日施行。ただし、母子生活支援施設の長の資格等については、令和４年

４月１日施行） 

 

議案第１６号 船橋市婦人保護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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・家庭福祉課 

婦人保護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９月１日施行） 

 

議案第１７号 船橋市家庭的保育事業等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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・保育認定課 

家庭的保育事業等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９月１日施行） 
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議案第１８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９月１日施行） 

 

議案第１９号 船橋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・建築指導課 

 船橋都市計画において新たな地区計画の決定に伴い、地区計画の区域内における建築物

の敷地、構造及び用途に関する制限を行うため、所要の定めをするもの。 

（令和３年９月１日施行） 

 

議案第２０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。 

 

議案第２１号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度船橋市一般会計補正予

算） 

補正前予算額   ２１２，４１９，８０６千円 

 補正額        ２，６６７，３３８千円 

 補正後予算額   ２１５，０８７，１４４千円 

 内訳 

民生費 

・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費 

   ２３６，６１０千円（地域福祉課） 

・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事務費 

   ２３，３０３千円（地域福祉課） 

衛生費 

・新型コロナウイルス感染症予防接種費 

２，４０７，４２５千円（健康づくり課） 
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議案第２２号 専決処分の承認を求めることについて（令和３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    １９，７１５，０００千円 

 補正額           ４７，６８５千円 

 補正後予算額    １９，７６２，６８５千円 

内訳 

・有形固定資産購入費          ４７，６８５千円 

 

議案第２３号 副市長選任の同意を求めることについて・・・・・・・・・・・・職員課 

  

議案第２４号 監査委員選任の同意を求めることについて・・・・・・・・・・・職員課 

 

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 

 

諮問第 ４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 ５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 ６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     ５５１，３９５円（６件） 
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 ２ 金銭債権に係る訴え及び和解 

(1) 児童育成料等の支払（訴え） 

 (2) 保険給付費返納金の支払（訴え） 

(3) 学校給食費の支払（訴え）３件 

 (4) 生活保護費返還金の支払（訴え） 

 (5) 市営霊園管理料の支払（訴え）４件 

 (6) 学校給食費の支払（和解） 

 (7) 学校給食費等の支払（訴え） 

 

報 告 第 ２ 繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

報 告 第 ３ 事故繰越し繰越計算書の報告について 

 

報 告 第 ４ 継続費繰越計算書の報告について 

 

報 告 第 ５ 繰越計算書の報告について 

 


