
資料№３ 

平成２５年第１回（３月）四街道市議会定例会提出議案（概要版） 

 

議案第１号 障害者自立支援法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例の制定について            ＜障害者支援課＞ 

【概要】障害者自立支援法の一部を改正する法律等の施行に伴い、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２号 四街道市都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設

置に関する基準を定める条例の制定について      ＜都市計画課＞ 

【概要】高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴う国

の基準の地方自治体への条例委任により、高齢者や障害者等の移動等の円滑化を図る

ための特定公園施設の設置基準に関する必要な事項を定めるため提案するもの。 

 

議案第３号 四街道市が管理する市道に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造

に関する基準を定める条例の制定について       ＜道路管理課＞ 

【概要】高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴う国

の基準の地方自治体への条例委任により、高齢者や障害者等の移動等の円滑化を図る

ための道路の構造基準に関する必要な事項を定めるため提案するもの。 

 

議案第４号 四街道市営住宅等の整備基準を定める条例の制定について ＜建築課＞ 

【概要】公営住宅法の一部改正に伴う国の基準の地方自治体への条例委任により、市

営住宅等の整備基準に関する必要な事項を定めるため提案するもの。 

 

議案第５号 四街道市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定に

ついて                       ＜下水道課＞ 

【概要】河川法の一部改正に伴う国の基準の地方自治体への条例委任により、準用河

川管理施設等の構造の技術的基準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 四街道市指定地域密着型サービス事業者等の指定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う国の基準の地方自治体への条例委任により、高

齢者支援事業に係る指定地域密着型サービス事業者等の指定基準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う国の基準の地方自治体への条例委任により、高

齢者支援事業に係る指定地域密着型サービス事業の運営等の基準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う国の基準の地方自治体への条例委任により、高

齢者支援事業に係る指定地域密着型介護予防サービス事業の運営等の基準に関する必

要な事項を定めるため提案するもの。 

 

議案第９号 四街道市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 

＜健康増進課＞ 

【概要】新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、新型インフルエンザ

等の発生に対処し総合的な対策を推進するため、新たに四街道市新型インフルエンザ

等対策本部を設置するため提案するもの。 

 

議案第10号 四街道市ふるさとライフセンターの設置及び管理に関する条例を廃止す

る条例の制定について                ＜産業振興課＞ 

【概要】四街道市ふるさとライフセンターの用途廃止を行い、本条例を廃止するため

提案するもの。 

 

議案第11号 四街道市土地区画整理事業基金条例等を廃止する条例の制定について 

＜都市整備課＞ 

【概要】四街道都市計画事業四街道都市核北土地区画整理事業の終結に伴い、関係条

例等を廃止するため提案するもの。 

 

議案第12号 四街道市都市下水路条例を廃止する条例の制定について ＜下水道課＞ 

【概要】都市下水路の都市計画上における位置付けを廃止したことから、本条例を廃

止するため提案するもの。 

 

議案第13号 四街道市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について            ＜行革推進課＞ 

【概要】公益法人制度に基づき、平成２５年４月１日より財団法人四街道市施設管理

公社を公益財団法人四街道市地域振興財団に移行することに伴い、所要の規定の整備

を行うため提案するもの。 

 

議案第14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】土砂等の埋立て等を行う特定事業者の許可基準について、暴力団排除に関す

る規定を追加するため提案するもの。 

 

 



議案第15号 四街道市都市公園管理条例の一部を改正する条例の制定について 

＜都市計画課＞ 

【概要】都市公園法の一部改正に伴い、都市公園の設置基準等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】都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に伴い、新たに低炭素建築物新築

等計画の認定等の申請に係る審査事務手数料を定めるため提案するもの。 

 

議案第17号 四街道市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について ＜建築課＞ 

【概要】公営住宅法の一部改正に伴い、入居収入基準等に関する規定の整備を行うた

め提案するもの。 

 

議案第18号 四街道市下水道条例の一部を改正する条例の制定について＜下水道課＞ 

【概要】下水道法の一部改正に伴い、排水施設の構造の基準等に関する規定の整備を

行うため提案するもの。 

 

議案第19号 四街道市総合福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について 

＜福祉政策課＞ 

【概要】総合福祉センターの休館日の見直しを行うとともに、老人福祉センターの開

館時間を変更するため提案するもの。 

 

議案第20号 市道路線の認定について              ＜道路管理課＞ 

【概要】寄附により市に所有権を移転した大日桜ヶ丘６５号線及び開発行為に伴い新

設された栗山６８号線ほか１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21号 財産の無償譲渡について              ＜産業振興課＞ 

【概要】四街道市ふるさとライフセンターについて、地区集会施設として無償譲渡す

るため提案するもの。 

 

議案第22号 平成２５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23,890,000千円とす

るもので、平成２４年度当初予算と比較し、4.6％、1,053,000千円の増額です。 

歳入の主なものは、市税 10,500,000 千円、地方交付税 2,140,000 千円、国庫支出

金 3,248,361 千円、県支出金 1,263,658 千円、繰入金 1,899,401 千円、市債

2,517,900 千円です。 

 歳出の主なものは、総務費 3,267,583 千円、民生費 8,984,190 千円、衛生費 

2,247,529 千円、土木費 2,501,813 千円、消防費 1,084,231 千円、教育費 2,790,064

千円、公債費 2,402,735 千円です。 



債務負担行為については、会議録調製（平成２５年度）委託ほか２件を設定しまし

た。 

地方債については、文化センター改修事業ほか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23号 平成２５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9,636,200千円とす

るもので、平成２４年度当初予算に比較し、4.7％、434,200千円の増額です。 

 歳入の主なものは、国民健康保険税 2,503,900 千円、国庫支出金 1,553,106 千円、

前期高齢者交付金 2,972,456 千円で、歳出の主なものは、保険給付費 6,839,030 千円、

後期高齢者支援金等 1,283,821 千円です。 

債務負担行為については、レセプト点検委託を設定しました。 

 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24号 平成２５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1,662,000千円とす

るもので、平成２４年度当初予算に比較し、10.9％、163,200千円の増額です。 

 歳入の主なものは、使用料及び手数料 927,800 千円、繰入金 342,944 千円で、歳出

の主なものは、下水道事業費 1,051,336 千円、公債費 608,664 千円です。 

債務負担行為については、四街道市上下水道料金等徴収事務委託（下水道分）ほか

２件を設定しました。 

地方債については、公共下水道事業ほか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 400,000 千円と定めました。 

 

議案第25号 平成２５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74,400千円とするも

ので、平成２４年度当初予算に比較し、0.3％、200千円の増額です。 

 歳入の主なものは、分担金及び負担金 17,709 千円、繰入金 47,410 千円で、歳出の

主なものは、総務費 47,408 千円、事業費 25,992 千円です。 

 

議案第26号 平成２５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75,500千円とするも

ので、平成２４年度当初予算に比較し、4.3％、3,100千円の増額です。 

 歳入の主なものは、使用料及び手数料 55,499 千円、市債 20,000 千円で、歳出の主

なものは、総務費 41,415 千円、霊園事業費 20,259 千円です。 

 地方債については、霊園整備事業を設定しました。 

 

議案第27号 平成２５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4,289,200千円とす



るもので、平成２４年度当初予算に比較し、11.9％、456,500千円の増額です。 

 歳入の主なものは、保険料 912,414 千円、国庫支出金 766,657 千円、支払基金交付

金 1,183,715 千円、県支出金 600,972 千円、繰入金 824,400 千円で、歳出の主なもの

は、保険給付費 4,062,852 千円です。 

 

議案第28号 平成２５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833,400千円とする

もので、平成２４年度当初予算に比較し、5.4％、42,800千円の増額です。 

 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料 718,165 千円、繰入金 107,284 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 799,254 千円です。 

 

議案第29号 平成２５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37,130戸、主要な建設改良事業

として配水管工事費ほかで1,095,279千円を見込みました。 

収益的収支では収入を 1,580,056 千円、支出を 1,515,727 千円、差引 64,329 千円

とするものであり、資本的収支では収入を 313,964 千円、支出を 1,136,755 千円、不

足額 822,791 千円は減債積立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

186,598 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 17,364 千円と定めました。 

 

議案第30号 平成２４年度四街道市一般会計補正予算（第５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251,000千

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,420,663千円とするもの。 

 継続費については、総合計画策定事業ほか２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２４年度）事業ほか１３件を追加するも

の。 

 地方債については、交通安全施設整備事業を追加し、上水道事業一般会計出資ほか

５件の限度額を変更するもの。 

 

議案第31号 平成２４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に歳入歳出それぞれ 113 千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,869,583 千円とするもの。 

 

議案第32号 平成２４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 28,836 千

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,477,509 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（物井汚水２号幹線枝線管渠築造工



事）ほか２件を設定するもの。 

 地方債については、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33号 平成２４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２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1,316千円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ74,222千円とするもの。 

 

議案第34号 平成２４年度四街道市霊園事業特別会計補正予算（第２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に歳入歳出それぞれ 3,962 千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 102,547 千円とするもの。 

 地方債については、霊園整備事業の限度額を変更するもの。 

 

議案第35号 平成２４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125,303千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,066,052千円とするもの。 

 

議案第36号 工事請負契約の締結について            ＜教育総務課＞ 

【概要】四街道市立栗山小学校改築工事（建築）について請負契約を締結するため、

地方自治法第９６条第１項第５号の規定により提案するもの。 

 

 


