
資料№３ 

平成２９年第１回（３月）四街道市議会定例会提出議案 

 

議案第１号 四街道市次期ごみ処理施設整備事業審査委員会条例の制定について 

                              ＜廃棄物対策課＞ 

地方自治法第１３８条の４第３項に規定する附属機関として新たに設置するため提

案するもの。 

 

議案第２号 四街道市教育振興基本計画策定委員会条例の制定について 

                               ＜教育総務課＞ 

地方自治法第１３８条の４第３項に規定する附属機関として新たに設置するため提

案するもの。 

 

議案第３号 四街道市ガス灯設備保守管理基金条例を廃止する条例の制定について 

                               ＜自治振興課＞ 

ガス灯のＬＥＤ化改修工事の完了に伴い、ガス灯設備保守管理基金を廃止するため

提案するもの。 

 

議案第４号 四街道市議会議員及び四街道市長の選挙における選挙運動の公費負担に 

      関する条例の一部を改正する条例の制定について 

                          ＜選挙管理委員会事務局＞ 

公職選挙法施行令の一部改正に伴い、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５号 四街道市総合計画審議会条例の一部を改正する条例の制定について 

                               ＜政策推進課＞ 

四街道市審議会等に関する指針に基づき、四街道市総合計画審議会の委員構成を変

更するため提案するもの。 

 

議案第６号 四街道市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例 

      の制定について                ＜人事課、業務課＞ 

地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉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

じたため提案するもの。 

 

議案第７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一部を改正する 

      条例の制定について                  ＜人事課＞ 

市長、副市長及び教育長の給料の特例について、特例期間を延長するため提案する

もの。 

 



議案第８号 四街道市税条例等の一部を改正する条例の制定について  ＜課税課＞ 

地方税法等の一部を改正する等の法律の施行等に伴い、軽自動車税の環境性能割の

創設に関する規定、その他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９号 四街道市使用料条例の一部を改正する条例の制定について 

                               ＜環境政策課＞ 

四街道市営霊園の一般墓地再貸付を行うことによる使用料の見直しに伴い、所要の

規定の整備を行うため提案するもの。 

 

議案第10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＞ 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に伴い、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11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＞ 

建築基準法の規定に基づき、めいわ地区他７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12号 下水道事業の地方公営企業法適用及び上下水道組織の編成に伴う関係条 

      例の整備に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

                                ＜下水道課＞ 

施行期日及び四街道市印旛沼流域下水道建設基金の設置、管理及び処分に関する条

例の廃止に伴う経過措置を変更するため提案するもの。 

 

議案第13号 四街道市こどもルーム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＞ 

四和小こどもルーム及び南小こどもルームの増設に伴い、名称を変更するため提案

するもの。 

 

議案第14号 四街道市児童遊園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＞ 

栗山細野児童遊園の用途廃止を行うため、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＞ 

低所得者に対する介護保険料の額の軽減について、期間を延長する必要が生じたた

め提案するもの。 

 

議案第16号 四街道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 



      る基準を定める条例及び四街道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を定める条例 

      の一部を改正する条例の制定について       ＜高齢者支援課＞ 

介護保険法の一部改正等に伴い、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17号 市道路線の認定について              ＜道路管理課＞ 

開発行為に伴い新設された下志津新田３６号線他４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18号 平成２９年度四街道市一般会計予算           ＜財政課＞ 

予算の内容は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 24,860,000 千円とするも

ので、平成２８年度当初予算に比較し、1.8％、450,000 千円の減額です。 

歳入の主なものは、市税 10,978,000 千円、地方消費税交付金 1,248,000 千円、地

方交付税 2,150,000 千円、国庫支出金 3,716,666 千円、県支出金 1,644,629 千円、繰

入金 1,079,741 千円、市債 1,508,800 千円です。 

歳出の主なものは、総務費 3,015,448 千円、民生費 10,895,455 千円、衛生費

2,438,270 千円、土木費 1,920,266 千円、消防費 1,085,204 千円、教育費 2,556,336

千円、公債費 2,334,639 千円です。 

継続費については、総合計画推進事業ほか４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２９年度)委託ほか２件を設定しました。 

地方債については、こどもルーム整備事業ほか１４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19号 平成２９年度四街道市国民健康保険特別会計予算   ＜国保年金課＞ 

予算の内容は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,849,900 千円とするも

ので、平成２８年度当初予算に比較し、6.2％、713,000 千円の減額です。 

 歳入の主なものは、国民健康保険税 2,249,600 千円、前期高齢者交付金 3,265,284

千円、共同事業交付金 2,286,759 千円で、歳出の主なものは、保険給付費 6,436,300

千円、後期高齢者支援金等 1,273,946 千円、共同事業拠出金 2,515,998 千円です。 

 債務負担行為については、レセプト点検委託ほか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20号 平成２９年度四街道市霊園事業特別会計予算     ＜環境政策課＞ 

予算の内容は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 37,400 千円とするもので、

平成２８年度当初予算に比較し、8.3％、3,380 千円の減額です。 

 歳入の主なものは、使用料及び手数料 30,448 千円、繰入金 6,951 千円で、歳出の

主なものは、総務費 21,406 千円、公債費 14,994 千円です。 

 



議案第21号 平成２９年度四街道市介護保険特別会計予算    ＜高齢者支援課＞ 

予算の内容は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,212,400 千円とするもの

で、平成２８年度当初予算に比較し、5.2％、258,900 千円の増額です。 

 歳入の主なものは、保険料 1,264,844 千円、国庫支出金 939,916 千円、支払基金交

付金 1,383,539 千円、県支出金 727,547 千円、繰入金 895,017 千円で、歳出の主なも

のは、保険給付費 4,828,995 千円、地域支援事業費 217,422 千円です。 

 

議案第22号 平成２９年度四街道市後期高齢者医療特別会計予算  ＜国保年金課＞ 

予算の内容は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,105,800 千円とするもの

で、平成２８年度当初予算に比較し、4.2％、45,000 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 936,685 千円、繰入金 156,344 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 1,061,640 千円です。 

 

議案第23号 平成２９年度四街道市下水道事業会計予算       ＜下水道課＞ 

予算の内容は、業務の予定量では、排水区域内人口 82,100 人、主要な建設改良事

業として汚水管整備事業 122,716 千円、雨水管整備事業 55,260 千円を見込みました。 

収益的収支では収入を 1,907,782 千円、支出を 1,885,857 千円、差引 21,925 千円

とするものであり、資本的収支では収入を 237,512 千円、支出を 640,597 千円、不足

額 403,085 千円は当年度分損益勘定留保資金ほかで補てんいたします。 

 また、地方公営企業法適用前年度に属する債権、債務に係る未収金及び未払金は、

特例的収入・支出予算として、それぞれ 97,923 千円及び 55,723 千円を計上しました。 

 

議案第24号 平成２９年度四街道市水道事業会計予算         ＜業務課＞ 

予算の内容は、業務の予定量では、給水戸数 38,607 戸、主要な建設改良事業とし

て配水管工事費ほかで 1,198,955 千円を見込みました。 

収益的収支では収入を 1,886,457 千円、支出を 1,612,315 千円、差引 274,142 千円

とするものであり、資本的収支では収入を 2,791 千円、支出を 1,232,184 千円、不足

額 1,229,393 千円は過年度分損益勘定留保資金ほか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

161,293 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 20,778 千円と定めました。 

 

議案第25号 平成２８年度四街道市一般会計補正予算（第５号）    ＜財政課＞ 

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206,535千円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26,279,637千円とするもの。 

 継続費の補正については、健康よつかいどう２１プラン推進事業ほか１件の総額及

び年割額を変更するもの。 

繰越明許費の補正については、コミュニティ施設維持管理事業ほか１１件を設定す

るもの。 

 地方債の補正については、上水道事業一般会計出資ほか６件の限度額を変更するも



の。 

 

議案第26号 平成２８年度四街道市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

                               ＜国保年金課＞ 

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 424,585 千円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 11,153,299 千円とするもの。 

 

議案第27号 平成２８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＞ 

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 51,758 千円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,356,835 千円とするもの。 

 継続費の補正については、公共下水道法適化事業の総額及び年割額を変更するもの。 

 地方債の補正については、公共下水道事業ほか１件の限度額を変更するもの。 

 

議案第28号 平成２８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＞ 

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 2,533 千円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 38,247 千円とするもの。 

 

議案第29号 平成２８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＞ 

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23,189千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,144,016千円とするもの。 

 

議案第30号 平成２８年度四街道市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

＜国保年金課＞ 

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7,466千円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,058,903千円とするもの。 

 

 


