予算特別委員会
平成３０年３月５日

１

２

議案審査
（１）議案第１号

平成２９年度千代田区一般会計補正予算第３号

（２）議案第２号

平成３０年度千代田区一般会計予算

（３）議案第３号

平成３０年度千代田区国民健康保険事業会計予算

（４）議案第４号

平成３０年度千代田区介護保険特別会計予算

（５）議案第５号

平成３０年度千代田区後期高齢者医療特別会計予算

分科会の設置について

平成３０年３月５日

予算審査について（案）
１

審査日程

（1）審査は下記の日程案を目安として行う。
（2）審査時間はおおむね午前１０時３０分から午後５時までを目途とする。
［予算特別委員会審査等日程（案）］
月

日

内

容

３月

予算特別委員会
・審査日程、順序、方法及び出席理事者の確認
・分科会の設置
５日（月）
・平成２９年度補正予算の審査、採決
・平成３０年度予算の概要説明、基本的な質疑
・資料要求

３月

６日（火）

分科会
・平成３０年度予算調査

３月

７日（水）

分科会
・平成３０年度予算調査

３月１２日（月）

「分科会報告書」「会議録」の委員長あて提出（午前中）
「分科会報告書（写）」「会議録」の委員への配付

３月１３日（火）

予算特別委員会
・平成３０年度予算審査

総括質疑

予算特別委員会
３月１４日（水） ・平成３０年度予算審査 総括質疑
（総括質疑終了後）意見表明、採決
２

審査方法
平成３０年度予算の詳細な調査は分科会を設置して行い、原則として予算説明
書の項ごとに区切り質疑を行う。

３

出席理事者

（１）平成 2９年度補正予算審査、平成３０年度予算の概要説明並びに総括質疑の際
は、区長、副区長、教育長、各部長、庶務担当課長及び担当理事者は常時出席と
する。その他の理事者は自席待機とするが、総括質疑時は第３委員会室に待機と
する。
（２）分科会の出席理事者は、各分科会で決定する。

分科会の設置について（案）
（目的）
１ 平成３０年度予算案について、多岐にわたる分野の調査を円滑かつ効率的に行う
ため、分科会を設置する。
（設置数及び設置期間）
２ 予算特別委員会に３つの分科会をおく。
分科会の設置期間は､調査の終了する日までとする。
（名称及び調査事項）
３ 分科会の名称及び調査事項は次のとおりとする。
（１）企画総務分科会
「議案第２号 平成３０年度千代田区一般会計予算」中の企画総務委員会所管分
（２）地域保健福祉分科会
「議案第２号 平成３０年度千代田区一般会計予算」中の地域保健福祉委員会所
管分
「議案第３号 平成３０年度千代田区国民健康保険事業会計予算」
「議案第４号 平成３０年度千代田区介護保険特別会計予算」
「議案第５号 平成３０年度千代田区後期高齢者医療特別会計予算」
（３）子育て文教分科会
「議案第２号 平成３０年度千代田区一般会計予算」中の子育て文教委員会所管
分
（出席理事者）
４ 各分科会で決定した理事者とする。
（分科会の定数及び組織並びに分科会会長）
５ 分科会の構成は次のとおりとし、分科会長は予算特別委員会副委員長とする。
なお、予算特別委員長は分科会には所属しないものとする。
（１）企画総務分科会（８名）
分科会長 林則行
分 科 員 岩佐りょう子、米田かずや、木村正明、小枝すみ子、松本佳子、
永田壮一、はやお恭一
（２）地域保健福祉分科会（８名）
分科会長 桜井ただし
分 科 員 岩田かずひと、寺沢文子、大串ひろやす、大坂隆洋、山田丈夫、
飯島和子、河合良郎
（３）子育て文教分科会（８名）
分科会長 戸張孝次郎
分 科 員 秋谷こうき、池田とものり、牛尾耕二郎、小林たかや、内田直之、
たかざわ秀行、小林やすお
（報告）
6 分科会からの報告は、別紙報告書様式により平成３０年３月１２日（月）午前中
までに予算特別委員長に対して行う。
（報告書及び会議録の配付）
７ 分科会からの報告書の写し及び分科会の会議録は、平成３０年３月１２日（月）
に予算特別委員長から各委員に対し配付する。

年

別

紙

月

日

予算特別委員長あて
予算特別委員会
○○○分科会長名

○○○分科会予算調査報告書

○○○分科会の調査事項について、下記のとおり報告します。
なお、参考として分科会の記録並びに分科会に提出された資料を添付します。
記
１

分科会で論議された項目

２

総括質疑において論議することとした項目

※

分科会に提出された資料は全て添付すること。

予算特別委員会資料１
平成 30 年３月５日

平成 29 年度一般会計補正予算案 第３号の概要
政策経営部 財政課

Ⅰ

一般会計歳入歳出予算の補正
一般会計補正予算額
一般会計補正後予算額

5,130,106 千円
59,526,819 千円

【歳出】
１ 歩道の設置・拡幅整備

32,113 千円

明大通りⅠ期工事について、計画変更による工期延長に伴い、現場維持等に要す
る経費の増加が見込まれるため、追加の予算計上を行う。
（竣工予定：平成 30 年３月→平成 30 年６月）
２ 自転車道の整備

41,916 千円

神田警察通りⅠ期工事について、計画変更による工期延長に伴い、現場維持等に
要する経費の増加が見込まれるため、追加の予算計上を行う。
（竣工予定：平成 30 年３月→平成 30 年６月）
３ 国史跡常磐橋の修復

37,301 千円

国史跡常磐橋修復工事について、石積施工の期間が想定よりも延長したことに伴
い、現場維持等に要する経費の増加が見込まれるため、追加の予算計上を行う。
（竣工予定：平成 30 年３月→平成 30 年 12 月）
４ 基金の新規積立
（１）財政調整基金積立金
（２）社会資本等整備基金積立金
（３）地域福祉支援基金積立金

5,018,776 千円
2,502,823 千円
2,515,615 千円
338 千円

【歳入】
１ 特別区税
（１）特別区民税
（２）特別区たばこ税

2,000,000 千円
2,300,000 千円
△300,000 千円

２ 地方消費税交付金

700,000 千円

３ 特別区交付金

548,988 千円

（１）普通交付金
（２）特別交付金
４ 寄附金
（１）福祉事業寄附金
（２）開発協力金
（３）交通環境改善事業寄附金
５ 基金繰入金
（１）社会資本等整備基金繰入金
６ 繰越金

Ⅱ
１
２
３
４
５
６
７
８

繰越明許費
お茶の水小学校・幼稚園の整備
橋梁の撤去
電線類地中化の推進
歩道の設置・拡幅整備
橋梁の整備
自転車道の整備
くっさく道路の復旧工事
国史跡常磐橋の修復

△1,151,012 千円
1,700,000 千円
115,336 千円
338 千円
80,999 千円
33,999 千円
111,330 千円
111,330 千円
1,654,452 千円

1,492,771 千円
47,470 千円
31,320 千円
220,000 千円
132,113 千円
408,000 千円
141,916 千円
15,000 千円
496,952 千円

