
平成30年３月富津市議会定例会議案等概要

番 号 件 名 及 び 概 要 関係部

議案第１号

財産の処分について

（提案理由）

千葉県が施工予定の都市計画道路神明山１号線用

地を千葉県へ売却することについて、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定により議会の議決を求めるものであ

る。

総務部

議案第２号

平成29年度富津市一般会計補正予算（第６号）

補正額 △586,109千円

補正後の予算額 16,623,556千円

（主な事業）

・公共施設維持管理基金積立金 50,000千円

・ふるさとふっつ応援寄附関係費 △106,810千円

・児童福祉基金積立金 60,000千円

・バスストップ整備事業 △181,779千円

・社会資本整備総合交付金事業 △142,998千円

・学校教育振興基金積立金 31,662千円

総務部

議案第３号

平成29年度富津市国民健康保険事業特別会計補正予

算（第５号）

補正額 △18,434千円

補正後の予算額 7,479,133千円

（提案理由）

特定健康診査事業の減額及び短期人間ドック費用

助成金を増額するとともに、決算見込みにより既定

予算の調整をするものである。

健康福祉部

議案第４号

平成29年度富津市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第４号）

補正額 3,332千円

補正後の予算額 556,108千円

（提案理由）

後期高齢者医療保険料とそれに関連する後期高齢者医

療広域連合納付金を増額するとともに、決算見込みにより

既定予算の調整をするものである。

健康福祉部

議案第５号

平成29年度富津市介護保険事業特別会計補正予算

（第４号）

補正額 △112,445千円

補正後の予算額 4,945,970千円

（提案理由）

保険給付費等の決算見込みにより既定予算の調整

をするものである。

健康福祉部



番 号 件 名 及 び 概 要 関係部

議案第６号

平成29年度富津市水道事業会計補正予算（第３号）

補正額 △35,917千円

補正後の予算総額 2,505,114千円

（提案理由）

収益的収入については、年間総給水量の増加に伴

う給水収益の増額等を、資本的収入及び支出につい

ては、建設改良費の決算見込みに伴う工事請負費等

の減額をするものである。

水道部

議案第７号

富津市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準等を定める条例の制定について

（提案理由）

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進

するための関係法律の整備等に関する法律（平成26

年法律第83号）第６条により改正された介護保険法

（平成９年法律第123号）が施行されることに伴い、

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準等を定めるため、条例を制定するものである。

（施行日）

平成30年４月１日

健康福祉部

議案第８号

非常勤職員の報酬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

（提案理由）

非常勤特別職の職員として生活支援コーディネー

ター、認知症初期集中支援チーム専門医及び認知症

初期集中支援チーム専門職を、非常勤一般職の職員

として保育所の担任を受け持つ場合の保育士を新た

に設置するほか、非常勤一般職の職員における勤務

１時間当たりの報酬額の端数計算方法の変更等をす

るため、条例の一部を改正するものである。

（施行日）

平成30年４月１日

総務部



番 号 件 名 及 び 概 要 関係部

議案第９号

富津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の制定につい

て

（提案理由）

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（平成25年法律第27号）第

９条第２項の規定に基づき、子どもの医療費の助成

に関する事務及びひとり親家庭等の医療費等の助成

に関する事務において個人番号を利用できることと

するため、条例の一部を改正するものである。

（施行日）

平成30年４月１日

総務部

議案第10号

富津市介護保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

（提案理由）

介護保険法施行令の一部を改正する政令（平成28

年政令第307号）及び介護保険法施行規則等の一部を

改正する省令（平成29年厚生労働省令第135号）の施

行並びに第７期富津市介護保険事業計画の策定に伴

い、平成30年度から平成32年度までの介護保険料額

の設定を行うとともに、保険料の判定に新たな控除

を用いる変更を行うほか、地域包括ケアシステムの

強化のための介護保険法等の一部を改正する法律

（平成29年法律第52号）の施行等に伴い、過料を科

す対象者の見直しを行うため、条例の一部を改正す

るものである。

（施行日）

平成30年４月１日

健康福祉部

議案第11号

富津市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制

定について

（提案理由）

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健

康保険法等の一部を改正する法律（平成27年法律第

31号）第４条により改正された国民健康保険法（昭

和33年法律第192号）が施行されることに伴い、関係

する規定を整備するため、条例の一部を改正するも

のである。

（施行日）

平成30年４月１日

健康福祉部



番 号 件 名 及 び 概 要 関係部

議案第12号

富津市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について

（提案理由）

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健

康保険法等の一部を改正する法律（平成27年法律第

31号）第11条により改正された高齢者の医療の確保

に関する法律（昭和57年法律第80号）が施行される

ことに伴い、国民健康保険法（昭和33年法律第192号）

の規定により住所地特例の適用を受けていた被保険

者が後期高齢者医療制度においても引き続き当該住

所地特例の適用を受けることから、当該者を保険料

を徴収すべき被保険者として定めるため、条例の一

部を改正するものである。

（施行日）

平成30年４月１日

健康福祉部

議案第13号

富津市市営住宅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

（提案理由）

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成

29年法律第25号）等が施行されたことに伴い、市営

住宅の入居者で収入の申告をすること等が困難な事

情にある場合における当該住宅の家賃の決定方法に

ついて定めるとともに、関係する規定を整備するた

め、条例の一部を改正するものである。

（施行日）

公布の日

建設経済部

議案第14号

富津市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定

について

（提案理由）

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部

を改正する政令（平成30年政令第10号）が施行され

ることに伴い、手数料の金額を改定するため、条例

の一部を改正するものである。

（施行日）

平成30年４月１日

消防本部



番 号 件 名 及 び 概 要 関係部

議案第15号

平成30年度富津市一般会計予算

予算額 17,300,000千円

対前年度比 2.9％増

（予算編成方針）

持続可能な行政経営の実現に向け、引き続き経営

改革に取り組むとともに、富津市まち・ひと・しご

との創生による活力あるまちづくりのための施策の

更なる充実を図る予算編成方針とした。

参考 平成30年度当初予算附属資料

総務部

議案第16号

平成30年度富津市国民健康保険事業特別会計予算

予算額 6,250,000千円

対前年度比 16.4％減

（予算概要）

千葉県が財政運営の責任主体となる広域化に伴う

予算とするとともに、特定健康診査・特定保健指導

を中心とした疾病予防のための事業を推進するほ

か、医療費の適正化に配慮した。

健康福祉部

議案第17号

平成30年度富津市後期高齢者医療特別会計予算

予算額 603,000千円

対前年度比 9.4％増

（予算概要）

後期高齢者医療制度の趣旨普及を推進するととも

に、被保険者の利便性の向上に配慮した。

健康福祉部

議案第18号

平成30年度富津市介護保険事業特別会計予算

予算額 4,894,000千円

対前年度比 0.4％減

（予算概要）

介護サービス利用者の見込みにより保険給付費を

推計するとともに、給付の適正化と地域包括ケアシ

ステムの推進に配慮した。

健康福祉部

議案第19号

平成30年度富津市水道事業会計予算

予算総額 4,271,000千円

対前年度比 75.0％増

（予算概要）

水道業務の予定量を給水戸数21,022戸、年間総給

水量5,707,727立方メートルとし、施設等の維持管理

及び第３次拡張変更事業を進め、安定した生活用水

の供給と事業経営の合理化に努めるとともに、統合

広域化に伴い休止資産の整理を図る。

水道部



番 号 件 名 及 び 概 要 関係部

議案第20号

平成30年度富津市温泉供給事業特別会計予算

予算総額 3,400千円

対前年度比 17.2％増

（予算概要）

温泉供給業務の予定量を供給戸数15戸、年間総供

給量5,990立方メートルとする。

建設経済部

議案第21号

富津市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議

会の同意を求めることについて

（提案理由）

富津市固定資産評価審査委員会委員の任期が平成

30年５月12日をもって満了となることに伴い、当該

委員を再任することについて、地方税法第423条第３

項の規定により議会の同意を求めるものである。

総務部

報告第１号

専決処分の報告について

（報告理由）

物損事故による損害賠償の額を定めること及び和

解について、地方自治法第180条第１項の規定により

専決処分をしたので、同条第２項の規定により議会

に報告するものである。

総務部


