
資料№３ 

平成２７年第１回（３月）四街道市議会定例会提出議案 

 

議案第１号 印旛郡市広域市町村圏事務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                  ＜政策推進課＞ 

【概要】軽費老人ホームよしきりの社会福祉法人清明会への無償譲渡に伴い、印旛郡

市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約の制定について、関係地方公共団

体と協議するため、地方自治法第２９０条の規定により提案するもの。 

 

議案第２号 印旛郡市広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処

分に関する協議について             ＜政策推進課＞ 

【概要】印旛郡市広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分に

ついて、関係地方公共団体と協議するため、地方自治法第２９０条の規定により提案

するもの。 

 

議案第３号 四街道市特別職の職員等の給与の特例に関する条例の制定について 

＜人事課＞ 

【概要】市長、副市長及び教育長の給料の月額、地域手当の額及び期末手当の額を一

定期間減額するため提案するもの。 

 

議案第４号 四街道市消防団条例の制定について       ＜消防本部総務課＞ 

【概要】消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の施行等に伴い、消

防団員の処遇等の改善に関する必要な事項等を定めるため、四街道市消防団の設置等

に関する条例及び四街道市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例を廃止

するため提案するもの。 

 

議案第５号 四街道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を定め

る条例の制定について              ＜高齢者支援課＞ 

【概要】介護保険法の一部改正に伴い、指定介護予防支援の事業に係る申請者の要件

並びに人員及び運営等に関する必要な事項を定めるため提案するもの。 

 

議案第６号 四街道市地域包括支援センターの包括的支援事業に関する基準を定める 

      条例の制定について               ＜高齢者支援課＞ 

【概要】介護保険法の一部改正に伴い、地域包括支援センターの包括的支援事業に関

する必要な事項を定めるため提案するもの。 

 

議案第７号 四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関 

      する条例の制定について             ＜こども保育課＞ 

【概要】子ども・子育て支援法等の施行に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型



保育事業の利用者負担等に関する必要な事項を定めるため提案するもの。 

 

議案第８号 四街道市教育長の職務に専念する義務の特例及び勤務時間に関する条例 

      の制定について                  ＜教育総務課＞ 

【概要】地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、四街道市教育

長の職務に専念する義務の特例及び勤務時間に関する必要な事項を定めるため提案す

るもの。 

 

議案第９号 四街道市いじめ防止対策推進条例の制定について     ＜指導課＞ 

【概要】児童等が健やかに成長することができる環境を整えるため、いじめの防止等

の対策に関する必要な事項を定めるため提案するもの。 

 

議案第10号 四街道市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について＜総務課＞ 

【概要】行政手続法の一部改正に伴い、行政指導の中止等を求める制度等に関する規

定の整備を行うため提案するもの。 

 

議案第11号 四街道市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について＜総務課＞ 

【概要】独立行政法人通則法の一部改正に伴い、所要の規定を整備する必要が生じた

ため提案するもの。 

 

議案第12号 四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び四街道市一般

職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて                     ＜業務課・人事課＞ 

【概要】企業職員の管理職員特別勤務手当の支給要件等を改定するため、人事院及び

千葉県人事委員会の給与制度の総合的見直しに伴う給与改定に関する勧告に準じ、一

般職の任期付職員の給料の月額等を改定するため提案するもの。 

 

議案第13号 四街道市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について             ＜人事課＞ 

【概要】地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育長及び委

員長に関する規定の整備を行うため、その他所要の規定の整備を行うため提案するも

の。 

 

議案第14号 四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について                      ＜人事課＞ 

【概要】地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、所要の規定を

整備する必要が生じたため、人事院及び千葉県人事委員会の給与制度の総合的見直し

に伴う給与改定に関する勧告に準じ、一般職の職員の給料の月額及び地域手当の支給

割合の改定等、その他所要の規定の整備を行うため提案するもの。 

 



議案第15号 四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関 

      する条例の一部を改正する条例の制定について    ＜環境政策課＞ 

【概要】土砂等の埋立て等による土壌の汚染等に係る対策の強化を図るため、搬入さ

れる土砂等の制限に関する規定の整備を行うため提案するもの。 

 

議案第16号 四街道市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例の制 

      定について                    ＜環境政策課＞ 

【概要】墓地等の経営の許可等について、事前協議に係る標識や勧告等の規定の整備、

その他所要の規定の見直しを行うため提案するもの。 

 

議案第17号 千葉みらい農業協同組合及びいんば農業協同組合の合併に伴う関係条 

      例の整理に関する条例の制定について        ＜産業振興課＞ 

【概要】千葉みらい農業協同組合及びいんば農業協同組合の合併に伴い、関係条例を

整理する必要が生じたため提案するもの。 

 

議案第18号 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定について ＜建築課＞ 

【概要】建築基準法等の一部改正に伴い、所要の規定を整備する必要が生じたため提

案するもの。 

 

議案第19号 四街道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 

      を改正する条例の制定について             ＜建築課＞ 

【概要】建築基準法の規定に基づき、もねの里地区における地区計画の確実な実現を

担保し良好な都市環境の形成を目指すため、所要の規定の整備を行うため提案するも

の。 

 

議案第20号 四街道市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

      の制定について                 ＜こども保育課＞ 

【概要】児童福祉法の一部改正及び四街道市保育所における保育に関する条例を廃止

する条例の施行に伴い、所要の規定の整備を行うため提案するもの。 

 

議案第21号 四街道市ひとり親家庭等医療費等助成条例の一部を改正する条例の制 

      定について                    ＜家庭支援課＞ 

【概要】児童福祉法の一部改正に伴い、本条例の引用条項を改正する必要が生じたた

め提案するもの。 

 

議案第22号 四街道市児童デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定 

      について                    ＜障害者支援課＞ 

【概要】児童福祉法の一部改正に伴い、本条例の引用条項を改正する必要が生じたた

め提案するもの。 

 



議案第23号 四街道市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

                              ＜高齢者支援課＞ 

【概要】第６期介護保険事業計画の策定に伴い、平成２７年度から平成２９年度まで

の介護保険料の額及び介護予防・日常生活支援総合事業実施に関する経過措置を定め

るため提案するもの。 

 

議案第24号 市道路線の認定について             ＜道路管理課＞ 

【概要】開発行為等に伴い新設された大日大作岡２１号線他６路線を認定するため、

道路法第８条第２項の規定により提案するもの。 

 

議案第25号 所有権移転登記手続請求事件に関する和解について ＜道路管理課＞ 

【概要】都市計画法第４０条第２項に基づき市に所有権が帰属する大日地区開発道路

の真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続請求事件について和解をす

るため、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により提案するもの。 

 

議案第26号 平成２７年度四街道市一般会計予算           ＜財政課＞ 

【概要】予算の内容は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 27,090,000 千円と

するもので、平成２６年度当初予算と比較し、7.8％、1,970,000 千円の増額です。 

歳入の主なものは、市税 10,652,000 千円、地方消費税交付金 1,235,000 千円、地方

交付税 1,954,000 千円、国庫支出金 3,905,474 千円、県支出金 1,444,503 千円、繰入

金 2,057,222 千円、市債 3,458,100 千円です。 

歳出の主なものは、総務費 3,398,469千円、民生費 10,102,954千円、衛生費

2,542,354千円、土木費2,773,997千円、消防費1,078,359千円、教育費4,340,841千円

、公債費2,245,800千円です。 

継続費については、固定資産税賦課事業ほか２件を設定しました。 

債務負担行為については、会議録調製（平成２７年度）委託を設定しました。 

地方債については、防災備蓄倉庫整備事業ほか２２件を設定しました。 

一時借入金については、借入れの最高額を 2,000,000 千円と定めました。 

 

議案第27号 平成２７年度四街道市国民健康保険特別会計予算   ＜国保年金課＞ 

【概要】予算の内容は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 11,500,500 千円と

するもので、平成２６年度当初予算に比較し、11.8％、1,216,600 千円の増額です。 

 歳入の主なものは、国民健康保険税 2,506,500 千円、国庫支出金 1,877,639 千円、

前期高齢者交付金 3,159,460 千円で、歳出の主なものは、保険給付費 6,945,811 千円、

後期高齢者支援金等 1,480,823 千円、共同事業拠出金 2,338,060 千円です。 

 債務負担行為については、特定保健指導業務委託ほか１件を設定しました。 

 一時借入金については、借入れの最高額を 600,000 千円と定めました。 

 

議案第28号 平成２７年度四街道市公共下水道事業特別会計予算   ＜下水道課＞ 

【概要】予算の内容は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,724,700 千円とす



るもので、平成２６年度当初予算に比較し、8.8％、139,700 千円の増額です。 

 歳入の主なものは、使用料及び手数料 953,191 千円、国庫支出金 131,100 千円、繰

入金 385,457 千円で、歳出の主なものは、下水道事業費 1,122,070 千円、公債費

600,630 千円です。 

 債務負担行為については、小名木雨水４号幹線枝線家屋事前事後調査委託を設定し

ました。 

地方債については、公共下水道事業を設定しました。 

一時借入金については、借入れの最高額を 400,000 千円と定めました。 

 

議案第29号 平成２７年度四街道市障害者就労支援センター事業特別会計予算 

                              ＜障害者支援課＞ 

【概要】予算の内容は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 76,500 千円とする

もので、平成２６年度当初予算に比較し、1.9％、1,500 千円の減額です。 

 歳入の主なものは、分担金及び負担金 17,602 千円、繰入金 49,617 千円で、歳出の

主なものは、総務費 49,573 千円、事業費 25,927 千円です。 

 

議案第30号 平成２７年度四街道市霊園事業特別会計予算     ＜環境政策課＞ 

【概要】予算の内容は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 38,100 千円とする

もので、平成２６年度当初予算に比較し、21.1％、10,200 千円の減額です。 

 歳入の主なものは、使用料及び手数料 22,579 千円、繰入金 15,520 千円で、歳出の

主なものは、総務費 21,768 千円、公債費 14,954 千円です。 

 

議案第31号 平成２７年度四街道市介護保険特別会計予算    ＜高齢者支援課＞ 

【概要】予算の内容は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,711,100 千円とす

るもので、平成２６年度当初予算に比較し、8.0％、347,700 千円の増額です。 

 歳入の主なものは、保険料 1,098,827 千円、国庫支出金 851,553 千円、支払基金交

付金 1,255,568 千円、県支出金 650,556 千円、繰入金 853,552 千円で、歳出の主なも

のは、総務費 150,247 千円、保険給付費 4,463,485 千円です。 

 債務負担行為については、地域包括支援センター運営委託事業を設定しました。 

 

議案第32号 平成２７年度四街道市後期高齢者医療特別会計予算  ＜国保年金課＞ 

【概要】予算の内容は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 940,600 千円とする

もので、平成２６年度当初予算に比較し、4.6％、41,000 千円の増額です。 

 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料 811,376 千円、繰入金 119,037 千円で、

歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金 911,247 千円です。 

 

議案第33号 平成２７年度四街道市水道事業会計予算         ＜業務課＞ 

【概要】予算の内容は、業務の予定量では、給水戸数 37,935 戸、主要な建設改良事

業として配水管工事費ほかで 1,269,099 千円を見込みました。 

収益的収支では収入を 1,874,513 千円、支出を 1,557,495 千円、差引 317,018 千円



とするものであり、資本的収支では収入を 3,730 千円、支出を 1,306,038 千円、不足

額 1,302,308 千円は減債積立金他で補てんいたします。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない経費については、職員給与費等で

168,343 千円とし、たな卸資産の購入限度額については、水道メーター及び水道配管

資材の購入として 27,648 千円と定めました。 

 

議案第34号 平成２６年度四街道市一般会計補正予算（第４号）    ＜財政課＞ 

【概要】補正の内容は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ664,945千

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,419,437千円とするもの。 

 継続費の補正については、３．３．１号山梨臼井線整備事業ほか１件の総額及び年

割額を変更するもの。  

繰越明許費については、会議録調製（平成２６年度）事業ほか８件を設定するもの。 

債務負担行為の補正については、訴訟代理委託を追加するもの。 

 地方債の補正については、防災井戸整備事業ほか１６件の限度額を変更するもの。 

 

議案第35号 平成２６年度四街道市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

                               ＜国保年金課＞ 

【概要】補正の内容は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1,502 千円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,391,434 千円とするもの。 

 

議案第36号 平成２６年度四街道市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

                                ＜下水道課＞ 

【概要】補正の内容は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 140,435 千

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,471,824 千円とするもの。 

 繰越明許費については、公共下水道整備事業ほか１件を設定するもの。 

 債務負担行為の補正については、小名木雨水 4 号幹線枝線家屋事前事後調査委託を

廃止するもの。 

 地方債の補正については、公共下水道事業の限度額を変更するもの。 

 

議案第37号 平成２６年度四街道市障害者就労支援センター事業特別会計補正予算 

      （第３号）                   ＜障害者支援課＞ 

【概要】補正の内容は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,851千円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ74,696千円とするもの。 

 

議案第38号 平成２６年度四街道市霊園事業特別会計補正予算（第１号） 

                               ＜環境政策課＞ 

【概要】補正の内容は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 3,045 千円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 45,255 千円とするもの。 

 地方債の補正については、霊園整備事業の限度額を変更するもの。 

 



議案第39号 平成２６年度四街道市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

                              ＜高齢者支援課＞ 

【概要】補正の内容は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ71,385千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,507,726千円とするもの。 

 

議案第40号 平成２６年度四街道市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

＜国保年金課＞ 

【概要】補正の内容は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,420千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ907,510千円とするもの。 

 


