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令和４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４年度船橋市一般会計予算 

予算額  ２３０，４４０，０００千円 

 

議案第 ２号 令和４年度船橋市国民健康保険事業特別会計予算 

 予算額   ５０，８２６，０００千円 

 

議案第 ３号 令和４年度船橋市公共用地先行取得事業特別会計予算 

 予算額        ９，０００千円 

 

議案第 ４号 令和４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      ６５９，０００千円 

 

議案第 ５号 令和４年度船橋市介護保険事業特別会計予算 

 予算額   ４６，６５１，０００千円 

 

議案第 ６号 令和４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       ９１，０００千円 

 

議案第 ７号 令和４年度船橋市後期高齢者医療事業特別会計予算 

予算額    ８，７５２，０００千円 

 

議案第 ８号 令和４年度船橋市地方卸売市場事業会計予算 

 予算額    １，１３０，０００千円 

 

議案第 ９号 令和４年度船橋市病院事業会計予算 

 予算額   ２０，９６１，０００千円 
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議案第１０号 令和４年度船橋市下水道事業会計予算 

 予算額   ３５，８７５，５５０千円 

 

議案第１１号 令和３年度船橋市一般会計補正予算 

補正前予算額   ２４２，５７３，７３２千円 

 補正額        ２，７１２，５２７千円 

 補正後予算額   ２４５，２８６，２５９千円 

 内訳 

公債費 

・市債償還金            ２，７１２，５２７千円（財政課） 

 

議案第１２号 令和３年度船橋市一般会計補正予算 

補正前予算額   ２４５，２８６，２５９千円 

 補正額        ８，２５４，８１０千円 

 補正後予算額   ２５３，５４１，０６９千円 

 内訳 

議会費ほか                        （職員課ほか） 

・議員報酬等              △１０，０００千円 

・特別職人件費                △５００千円 

・一般職人件費            △３８９，５００千円 

・教育職人件費             △１１，０００千円 

・会計年度任用職員報酬         １３６，０００千円 

 総務費 

・公共施設保全等基金積立金     ３，０００，０００千円（行政経営課） 

・基幹システム関連導入費         ２０，３８４千円（情報システム課） 

 ・国庫金等返還金            １３９，５７４千円（保健総務課） 

 ・国庫金等返還金             ２５，９５７千円（地域保健課） 

 ・国庫金等返還金             ６７，１１５千円（地域福祉課） 

 ・国庫金等返還金             ３９，１４８千円（障害福祉課） 

・国庫金等返還金            ３０６，５８１千円（生活支援課） 
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 ・国庫金等返還金             ４０，０３４千円（児童家庭課） 

 ・国庫金等返還金             ９２，４３９千円（保育認定課） 

 ・国庫金等返還金            １０８，９８５千円（地域子育て支援課） 

 ・国庫金等返還金            １０６，１１２千円（療育支援課） 

 ・個人番号カード交付事業費        ７３，６１７千円（戸籍住民課） 

民生費 

・介護保険事業特別会計繰出金      １０９，８７５千円（介護保険課） 

・障害者援護施設等整備費補助金      ４１，９１０千円（障害福祉課） 

・病児・病後児保育事業費         １３，８００千円（保育認定課） 

・認可外保育施設入所児童処遇向上事業費  ２１，２００千円（保育認定課） 

・母子生活支援施設運営費補助金         ７８１千円（児童家庭課） 

・認定こども園運営費補助金        １１，４２５千円（保育認定課） 

・幼稚園運営費補助金            １，０５４千円（保育認定課） 

・家庭的保育事業費補助金          １，５１９千円（保育認定課） 

・小規模保育事業費補助金         １９，０３０千円（保育認定課） 

・一時預かり事業費            １５，３００千円（保育認定課） 

・保育所運営費              ２５，３２９千円（公立保育園管理課） 

・保育所施設管理費            ３０，７５６千円（公立保育園管理課） 

・保育所運営費補助金          １１４，７３９千円（保育認定課） 

衛生費 

・特定不妊治療費助成事業費       １１８，８６０千円（地域保健課） 

・新型コロナウイルス感染症対策費    ９３１，２３５千円（健康政策課） 

・子宮頸がん検診費            ４９，０３６千円（健康づくり課） 

・乳がん検診費              ４２，１２８千円（健康づくり課） 

・肺がん検診費              ３１，１８８千円（健康づくり課） 

商工費 

・中小企業経営対策費          ５３０，９７３千円（商工振興課） 

土木費 

・歩道環境整備費            １６４，０００千円（道路建設課） 

・交差点整備費             △１２，６６７千円（道路建設課） 
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・準用河川整備費            １０３，０３１千円（下水道河川計画課） 

・準用河川整備費            ２６３，１２０千円（河川整備課） 

・港湾整備費負担金             ７，８７５千円（下水道河川計画課） 

・都市計画道路建設費           ３２，６００千円（道路建設課） 

・都市計画道路補償費            ８，７００千円（道路建設課） 

教育費 

・校舎改修費（小学校費）        ５１５，９２４千円（施設課） 

・空調設備設置費（小学校費）       ２８，７６９千円（施設課） 

・体育館改修費（小学校費）       ２０１，５５３千円（施設課） 

・設備機器改修費（小学校費）      １１５，８８８千円（施設課） 

・その他施設改修費（小学校費）      ５０，５１２千円（施設課） 

・校舎改修費（中学校費）        ３４７，１６０千円（施設課） 

・校舎改修費（中学校費）          ５，７２０千円（総合教育センター） 

・体育館改修費（中学校費）       ３９９，７２９千円（施設課） 

・設備機器改修費（中学校費）       ８９，２７４千円（施設課） 

・施設整備費（特別支援学校費）      ６４，０００千円（施設課） 

・学校保健諸経費             １４，５３８千円（保健体育課） 

継続費 

・（変更）ＪＲ南船橋駅南口道路及び電線共同溝整備事業 

・（変更）船橋市運動公園前交差点改良事業 

 繰越明許費 

 ・（追加）出張所整備事業ほか４０事業     

４，６５８，０８７千円 

地方債 

・（追加）障害者福祉施設建設事業債ほか２件 

                     ６３，５００千円 

・（変更）交通安全施設整備事業債ほか５件 

   １，６５９，７００千円 

 

議案第１３号 令和３年度船橋市国民健康保険事業特別会計補正予算 
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（国保年金課） 

補正前予算額    ４８，６４５，０００千円 

 補正額        ２，４００，０００千円 

 補正後予算額    ５１，０４５，０００千円 

内訳 

 ・一般被保険者療養給付費     ２，４００，０００千円 

 

議案第１４号 令和３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    ４５，７１９，１０９千円 

 補正額          ８７９，０００千円 

 補正後予算額    ４６，５９８，１０９千円 

内訳 

 ・居宅介護サービス等給付費      ８７９,０００千円 

 

議案第１５号 令和３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    ３７，７３０，２２２千円 

 補正額          ８７４，０８０千円 

 補正後予算額    ３８，６０４，３０２千円 

内訳 

・管渠費               ２２１，１５７千円 

・処理場費              ６１２，９２３千円 

・建設総務費              ４０，０００千円 

継続費 

・（追加）西浦下水処理場合流汚水ポンプ設備更新事業ほか２事業 

・（変更）上長津川幹線管渠築造事業ほか３事業 

企業債 

・（変更）下水道事業          ２６９，６００千円 
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議案第１６号 船橋市公共施設保全等基金条例・・・・・・・・・・・・・・行政経営課 

公共施設の計画的な保全及び更新に必要な経費に充てるため、公共施設保全等基金を設

置するもの。 

（公布の日から施行） 

 

議案第１７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の一部改正に

伴い、個人番号の利用について、所要の定め等をするもの。 

（公布の日から施行。母子家庭、父子家庭等高等学校等修学援助金の廃止に伴う改正規定

については、令和４年４月１日施行） 

 

議案第１８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 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情

報の保護に関する法律の廃止に伴い、所要の改正等を行うもの。 

（令和４年４月１日施行。情報提供等記録の提供先への通知に係る改正規定については、

公布の日から施行） 

 

議案第１９号 船橋市職員定数条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・職員課 

消防業務の充実を図るため、職員定数を改正するもの。 

（令和４年４月１日施行） 

 

議案第２０号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・職員課 

職員の服務の宣誓に関する政令の一部改正にならい、宣誓書の押印等について、所要の

改正を行うもの。 

（令和４年４月１日施行） 

 

議案第２１号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・職員課 
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非常勤職員の育児休業の取得要件について、所要の改正を行うもの。 

（令和４年４月１日施行） 

 

議案第２２号 非常勤の特別職の職員の報酬及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 

消防団員の処遇の改善を図るため、消防団員の報酬について、所要の改正を行うもの。 

（令和４年４月１日施行） 

 

議案第２３号 会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例・・職員課 

会計年度任用職員の期末手当等について、所要の改正を行うもの。 

（公布の日から施行。期末手当については、令和４年４月１日施行） 

 

議案第２４号 消防団服務規律及び懲戒条例の一部を改正する条例・・消防局警防指令課 

消防団員の分限について、所要の定め等をするもの。 

（令和４年４月１日施行） 

 

議案第２５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、未就学児の被保険者均等割額の減額について

所要の定め等をするとともに、基礎賦課額の保険料率を変更するもの。 

（令和４年４月１日施行） 

 

議案第２６号 船橋市旅館業法に基づく衛生に必要な措置等を定める条例及び船橋市公

衆浴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 

レジオネラ症発生防止対策を強化するため、所要の改正等を行うもの。 

（令和４年７月１日施行） 

 

議案第２７号 船橋市民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例・・地域福祉課 

民生委員の一斉改選に伴い、民生委員の定数を改正するもの。 

（令和４年１２月１日施行） 
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議案第２８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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・子ども政策課 

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４年４月１日施行） 

 

議案第２９号 船橋市住居表示審議会条例の一部を改正する条例・・・・・・自治振興課 

住居表示審議会の委員の構成等の見直しに伴い、所要の改正等を行うもの。 

（令和４年４月１日施行） 

 

議案第３０号 船橋市葬具の貸付に関する条例を廃止する条例・・・・・・・環境保全課 

葬具の貸付けを廃止するため、船橋市葬具の貸付に関する条例を廃止するもの。 

（令和４年４月１日施行） 

 

議案第３１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 

第一種自転車等駐車場における自転車の月ぎめ利用に係る使用料について、所要の改正

を行うもの。 

（令和４年８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３２号 都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例の一部を改正する条例

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宅地課 

都市計画法の一部改正に伴い、開発行為の許可の基準について、所要の改正を行うもの。 

（令和４年４月１日施行） 

 

議案第３３号 船橋市営住宅条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・住宅政策課 

夏見一丁目借上公営住宅を廃止するため、所要の改正を行うもの。 

（令和４年４月１日施行） 

 

議案第３４号 船橋市営住宅条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・住宅政策課 
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市営住宅の位置について、所要の改正を行うもの。 

（公布の日から施行） 

 

議案第３５号 船橋市立中学校設置条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・学務課 

金杉台中学校を御滝中学校に統合することに伴い、所要の改正を行うもの。 

（令和５年４月１日施行） 

 

議案第３６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４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） 

 

議案第３７号 ＪＲ南船橋駅南口市有地の処分について・・・・・・・・・・政策企画課 

 １ 処分する土地  所在地  船橋市若松二丁目１番１２、１３ 

           面 積  ６，８７０．７２平方メートル 

 ２ 処 分 価 格  ３，９００，０００，０００円 

 ３ 契約の相手方  東京都中央区日本橋室町三丁目２番１号 

三井不動産レジデンシャル株式会社 

           代表取締役社長 嘉村 徹 

 

議案第３８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３９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、規定の整備を行うもの。 

（令和４年４月１日施行） 
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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 

 

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 

 

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 

 任期満了に伴う候補者推薦 

 

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  １，１０７，０１６円（７件） 

 

 ２ 金銭債権に係る訴え 

(1) 学校給食費の支払（訴え） ２件 

 

報 告 第 ２ 第４次船橋市障害者施策に関する計画について 

 

 

 

 

 

 

 


