
平成29年３月富津市議会定例会議案等概要

番 号 件 名 及 び 概 要 関係部等

議案第１号

財産の処分について

（提案理由）

市所有の土地及び建物を処分することについて、

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

富津市学校施設整備基金条例の制定について

（提案理由）

学校施設の整備に要する経費に充てる基金を設置

するため、条例を制定するものである。

（施行日）

公布の日

教育部

議案第３号

平成28年度富津市一般会計補正予算（第７号）

補正額 △58,172千円

補正後の予算額 17,188,377千円

（主な事業）

・公共施設維持管理基金積立金 40,000千円

・ふるさとふっつ応援寄附関係費 62,834千円

・国民健康保険事業特別会計繰出金 △46,753千円

・生活保護扶助費 △25,948千円

・バスストップ駐車場整備事業 △33,000千円

・学校施設整備基金積立金 31,796千円

総務部

議案第４号

平成28年度富津市国民健康保険事業特別会計補正予

算（第３号）

補正額 51,998千円

補正後の予算額 7,844,448千円

（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

議案第５号

平成28年度富津市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）

補正額 △22,425千円

補正後の予算額 507,812千円

（提案理由）

後期高齢者医療広域連合納付金等の決算見込みに

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 関係部等

議案第６号

平成28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 △51,277千円

補正後の予算額 4,806,534千円

（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

議案第７号

平成28年度富津市水道事業会計補正予算（第３号）

補正額 △201,314千円

補正後の予算総額 2,138,623千円

（提案理由）

収益的収支については、年間総給水量の減少に伴

う給水収益の減額等を、資本的収支については、建

設事業費の決算見込みに伴う工事請負費の減額等を

するものである。

水道部

議案第８号

平成28年度富津市温泉供給事業特別会計補正予算

（第１号）

補正額 1,000千円

補正後の予算総額 3,822千円

（提案理由）

温泉の水質について、旅館業法施行条例に基づく

浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則（平

成15年千葉県規則第112号）に規定する基準に適合さ

せるよう必要な設備を設置するため、資本的支出を

増額するものである。

建設経済部

議案第９号

富津市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委

員の定数を定める条例の制定について

（提案理由）

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律（平

成27年法律第63号）により改正された農業委員会等

に関する法律が施行されたことに伴い、農業委員会

の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める

ため、条例を制定するものである。

（施行日）

平成29年７月14日

農業委員会

事務局

議案第10号

富津市行政組織条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

（提案理由）

行政組織の改編に伴い、部の所掌事務の規定を整

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29年４月１日

総務部



番 号 件 名 及 び 概 要 関係部等

議案第11号

富津市情報公開条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

（提案理由）

独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成

26年法律第66号）が施行されたことに伴う行政執行

法人の規定の整備等をするため、条例の一部を改正

するものである。

（施行日）

公布の日

総務部

議案第12号

富津市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制

定について

（提案理由）

独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成

26年法律第66号）が施行されたことに伴う行政執行

法人の規定の整備をするとともに、個人情報の保護

に関する法律及び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の一部を改

正する法律（平成27年法律第65号）が施行されるこ

とに伴う関連条文の整備等をするため、条例の一部

を改正するものである。

（施行日）

公布の日。一部平成29年５月30日

総務部

議案第13号

職員の勤務時間、休暇等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を改正する法律（平成28年法

律第95号）が施行されたことに伴い、介護時間制度

の新設等をするとともに、児童福祉法等の一部を改

正する法律（平成28年法律第63号）が施行されるこ

とに伴い、養子縁組里親の規定の整備をするほか、

関連する条文の整備等をするため、条例の一部を改

正するものである。

（施行日）

平成29年４月１日

総務部



番 号 件 名 及 び 概 要 関係部等

議案第14号

非常勤の一般職の職員の勤務条件等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について

（提案理由）

非常勤の一般職の職員の年次有給休暇、休憩時間

等の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29年４月１日

総務部

議案第15号

職員の育児休業等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を改正する法律（平成28年法

律第95号）が施行されたことに伴い、育児休業等の

対象となる子の範囲の拡大等をするとともに、児童

福祉法等の一部を改正する法律（平成28年法律第63

号）が施行されることに伴い、養子縁組里親の規定

の整備をするほか、非常勤職員に係る育児休業制度

の新設等をするため、条例の一部を改正するもので

ある。

（施行日）

平成29年４月１日

総務部

議案第16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）

特別職の職員について、認知症である人等に対す

る総合的な支援を行うための認知症地域支援推進員

の設置、結婚相談員の報酬の額の見直し等をすると

ともに、一般職の職員について、ケアプランの内容

の点検等を行うための介護支援専門員及び保育の補

助を行うための保育補助員の設置をするため、条例

の一部を改正するものである。

（施行日）

平成29年４月１日

市民部

健康福祉部

監査委員事

務局



番 号 件 名 及 び 概 要 関係部等

議案第17号

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部を改正する条例の制定について

（提案理由）

特別職が引き続き経営改革の姿勢を示すべく、市

長、副市長及び教育長の給料月額を引き下げる措置

及び期末手当基礎額に加算をしない措置を市長の任

期満了まで継続するため、条例の一部を改正するも

のである。

（施行日）

平成29年４月１日

総務部

議案第18号

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

（提案理由）

時間外勤務手当等の算出根拠となる勤務１時間当

たりの給与額の算出方法を見直すとともに、調理場

長を新たに配置するに当たり、等級別基準職務表に

当該職を追加するため、条例の一部を改正するもの

である。

（施行日）

平成29年４月１日

総務部

議案第19号

富津市行政財産使用料条例の一部を改正する条例等

の一部を改正する条例の制定について

（提案理由）

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的

な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の

法律等の一部を改正する法律（平成28年法律第85号）

及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本

的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の

一部を改正する法律等の一部を改正する法律（平成

28年法律第86号）の施行により消費税及び地方消費

税の税率の引上げに係る施行日が平成29年４月１日

から平成31年10月１日となったことに伴い、関連す

る条例の一部を改正するものである。

（施行日）

公布の日

総務部

建設経済部

教育部

水道部



番 号 件 名 及 び 概 要 関係部等

議案第20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（平成９年法律第123号）第115条の45

第２項第６号に掲げる事業として、認知症初期集中

支援チームを設置するための検討委員会の設置、認

知症地域支援推進員の設置等を平成29年度に実施す

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

健康福祉部

議案第21号

富津市中小企業資金融資条例の一部を改正する条例

の制定について

（提案理由）

地域経済の活性化及び雇用の確保を図るために中

小企業に対する資金融資制度の対象に創業者及び新

規中小企業者を含めるほか、関連する条文の整備等

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29年４月１日

建設経済部

議案第22号

富津市電源立地地域対策交付金事業維持補修基金条

例を廃止する条例の制定について

（提案理由）

発電用施設周辺地域整備法（昭和49年法律第78号）

第７条の規定に基づく交付金により整備された公共

施設の維持補修に要する経費に充てるため、富津市

電源立地地域対策交付金事業維持補修基金を設置

し、運用してきたが、所期の目的を達したことから、

条例を廃止するものである。

（施行日）

平成29年４月１日

総務部

議案第23号

富津市東日本大震災復興基金条例を廃止する条例の

制定について

（提案理由）

平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地

震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害か

らの復興に資する事業に充てるため、富津市東日本

大震災復興基金を設置し、運用してきたが、所期の

目的を達したことから、条例を廃止するものである。

（施行日）

平成29年４月１日

総務部
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番 号 件 名 及 び 概 要 関係部等

議案第24号

平成29年度富津市一般会計予算

予算額 16,810,000千円

前年度比 0.5％増

（予算編成方針）

「富津市経営改革プラン」、「富津市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」の着実な推進とともに、将来

を見据えた少子高齢化への対応や市の特色や強みを

活かした施策の充実を図る予算編成方針とした。

参考 平成29年度当初予算附属資料

総務部

議案第25号

平成29年度富津市国民健康保険事業特別会計予算

予算額 7,475,000千円

前年度比 0.4％減

（予算概要）

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とともに、医療費の適正

化に配慮

健康福祉部

議案第26号

平成29年度富津市後期高齢者医療特別会計予算

予算額 551,000千円

対前度比 3.6％増

（予算概要）

後期高齢者医療広域連合納付金を増額し、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

健康福祉部

議案第27号

平成29年度富津市介護保険事業特別会計予算

予算額 4,914,000千円

対前年比 3.4％増

（予算概要）

介護サービス利用者の伸展により保険給付費を増

額するとともに、給付の適正化と地域包括ケアの推

進に配慮

健康福祉部

議案第28号

平成29年度富津市水道事業会計予算

予算総額 2,441,000千円

対前年比 3.9％増

（予算概要）

水道業務の予定量を給水戸数20,922戸、年間総給

水量5,696,301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。

水道部



番 号 件 名 及 び 概 要 関係部等

議案第29号

平成29年度富津市温泉供給事業特別会計予算

予算総額 2,900千円

対前度比 2.8％増

（予算概要）

温泉供給業務の予定量を供給戸数16戸、年間総供

給量7,003立方メートルとする。

建設経済部

報告第１号

専決処分の報告について

（報告理由）

車両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


