
 
 

平成30年12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 

富津市工場立地法準則条例の制定について 

（提案理由） 

 富津地区工業用地における緑地面積率等につい

て、分譲用地の現状等を踏まえ、現行の割合を緩和す

ることにより、進出企業における有効な土地活用及

び新たな設備投資を支援する環境を整え、もって地

域経済の発展に資するため、工場立地法（昭和34年法

律第24号）第４条の２第１項の規定に基づき条例を

制定するものである。 

（施行日） 

平成31年１月１日 

建設経済部 

議案第２号 

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

（提案理由） 

 職員の休職に関する手続及び効果について見直し

を行うとともに、分限処分の内容を記載した書面の

交付を受けるべき職員の所在を知ることができない

場合における書面の交付手続を定めるほか、地方公

務員法（昭和25年法律第261号）第28条第４項の規定

に基づき、職員の失職の特例について定めるため、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３号 

職員の懲戒の手続及び効果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） 

 職員の懲戒の手続について、懲戒処分の内容を記

載した書面の交付を受けるべき職員の所在を知るこ

とができない場合における書面の交付手続を定める

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

番 号 件 名 及 び 概 要 関係部 

議案第４号 

一般職の職員の給与等に関する条例及び富津市一般

職の任期付職員の採用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） 

 平成30年10月の千葉県人事委員会勧告に準じ、給

料月額、宿日直手当限度額、勤勉手当の支給割合の引

上げ等を行うため、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31年４月１日 

総務部 

議案第５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） 

一般職の職員に係る勤勉手当の支給割合を引き上

げることに伴い、特別職の職員で常勤のものに係る

期末手当の支給割合を引き上げるため、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31年４月１日 

総務部 

議案第６号 

議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

（提案理由） 

 一般職の職員に係る勤勉手当の支給割合を引き上

げることに伴い、議会議員に係る期末手当の支給割

合を引き上げるため、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31年４月１日 

総務部 

議案第７号 

富津市老人憩の家の設置及び管理に関する条例等の

一部を改正する条例の制定について 

（提案理由） 

 指定管理者が管理をしている公の施設のうち、利

用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる

利用料金制度を導入している施設について、指定の

取消し等の事由により市長が管理業務の全部又は一

部を自ら行うこととなった場合における使用料の徴

収に係る規定等を整備するため、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 

 

 

 

  



 
 

番 号 件 名 及 び 概 要 関係部 

議案第８号 

富津市経営改革会議設置条例の一部を改正する条例

の制定について 

（提案理由） 

 平成31年度に行政組織を改編することに伴い、条

例の一部を改正するものである。 

（施行日） 

 平成31年４月１日 

総務部 

議案第９号 

富津市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

（提案理由） 

消防団員数の減少が地域防災力の低下を招くおそ

れがあることに鑑み、特定の消防事務に限って従事

する機能別団員を設ける制度を導入することに伴

い、関係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。一部平成31年４月１日 

消防本部 

議案第 1 0号 

富津市火災予防条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

（提案理由） 

 不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成30

年法律第33号）第２条により改正された工業標準化

法（昭和24年法律第185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31年７月１日 

消防本部 

議案第 1 1号 

平成30年度富津市一般会計補正予算（第３号） 

補正額               579,164千円 

補正後の予算額         17,997,649千円 

（主な内容） 

・小学校空調設備設置事業        368,566千円 

・中学校空調設備設置事業      101,587千円 

・現年発生公共土木施設災害復旧事業 25,000千円 

・一般職人件費           29,431千円 

・特別職人件費             103千円 

・議員人件費              292千円 

総務部 



 
 

番 号 件 名 及 び 概 要 関係部 

議案第 1 2号 

平成30年度富津市国民健康保険事業特別会計補正予

算（第２号） 

補正額                1,248千円 

補正後の予算額          6,380,238千円 

（提案理由） 

本年度の給与改定等に伴う一般職人件費の増額及

びこれに関連する歳入を計上するものである。 

健康福祉部 

議案第 1 3号 

平成30年度富津市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号） 

補正額                  446千円 

補正後の予算額           605,499千円 

（提案理由） 

本年度の給与改定等に伴う一般職人件費の増額及

びこれに関連する歳入を計上するものである。 

健康福祉部 

議案第 1 4号 

平成30年度富津市介護保険事業特別会計補正予算

（第２号） 

補正額                  765千円 

補正後の予算額          5,086,395千円 

（提案理由） 

 本年度の給与改定等に伴う一般職人件費の増額及

びこれに関連する歳入を計上するものである。 

健康福祉部 

議案第 1 5号 

平成30年度富津市水道事業会計補正予算（第２号） 

補正額                   66千円 

補正後の予算額          4,286,821千円 

（提案理由） 

 本年度の給与改定等に伴う一般職人件費の補正を

するものである。 

水道部 

議案第 1 6号 

飯野コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて 

（提案理由） 

飯野コミュニティセンターの指定管理者の指定期

間が平成31年３月31日をもって終了することに伴

い、同施設の指定管理者を引き続き飯野地区コミュ

ニティ委員会に指定することについて、地方自治法

第244条の２第６項の規定により議会の議決を求め

るものである。 

市民部 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

番 号 件 名 及 び 概 要 関係部 

議案第 1 7号 

佐貫コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて 

（提案理由） 

 佐貫コミュニティセンターの指定管理者の指定期

間が平成31年３月31日をもって終了することに伴

い、同施設の指定管理者を引き続き佐貫地区コミュ

ニティ委員会に指定することについて、地方自治法

第244条の２第６項の規定により議会の議決を求め

るものである。 

市民部 

議案第 1 8号 

天神山コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついて 

（提案理由） 

 天神山コミュニティセンターの指定管理者の指定

期間が平成31年３月31日をもって終了することに伴

い、同施設の指定管理者を引き続き天神山地区コミ

ュニティ委員会に指定することについて、地方自治

法第244条の２第６項の規定により議会の議決を求

めるものである。 

市民部 

議案第 1 9号 

竹岡コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて 

（提案理由） 

 竹岡コミュニティセンターの指定管理者の指定期

間が平成31年３月31日をもって終了することに伴

い、同施設の指定管理者を引き続き竹岡地区コミュ

ニティ委員会に指定することについて、地方自治法

第244条の２第６項の規定により議会の議決を求め

るものである。 

市民部 

議案第 2 0号 

金谷コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて 

（提案理由） 

 金谷コミュニティセンターの指定管理者の指定期

間が平成31年３月31日をもって終了することに伴

い、同施設の指定管理者を引き続き金谷地区コミュ

ニティ委員会に指定することについて、地方自治法

第244条の２第６項の規定により議会の議決を求め

るものである。 

市民部 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

番 号 件 名 及 び 概 要 関係部 

議案第 2 1号 

富津老人憩の家の指定管理者の指定について 

（提案理由） 

 富津老人憩の家の指定管理者の指定期間が平成31

年３月31日をもって終了することに伴い、同施設の

指定管理者を引き続き富津市老人クラブ連合会富津

支部に指定することについて、地方自治法第244条の

２第６項の規定により議会の議決を求めるものであ

る。 

健康福祉部 

議案第 2 2号 

大佐和老人憩の家の指定管理者の指定について 

（提案理由） 

 大佐和老人憩の家の指定管理者の指定期間が平成

31年３月31日をもって終了することに伴い、同施設

の指定管理者を引き続き富津市老人クラブ連合会大

佐和支部に指定することについて、地方自治法第244

条の２第６項の規定により議会の議決を求めるもの

である。 

健康福祉部 

議案第 2 3号 

青堀ふれあいシニア館の指定管理者の指定について 

（提案理由） 

 青堀ふれあいシニア館の指定管理者の指定期間が

平成31年３月31日をもって終了することに伴い、同

施設の指定管理者を引き続き青堀ふれあいシニア館

管理運営委員会に指定することについて、地方自治

法第244条の２第６項の規定により議会の議決を求

めるものである。 

健康福祉部 

議案第 2 4号 

大貫ふれあいシニア館の指定管理者の指定について 

（提案理由） 

 大貫ふれあいシニア館の指定管理者の指定期間が

平成31年３月31日をもって終了することに伴い、同

施設の指定管理者を引き続き大貫ふれあいシニア館

管理運営委員会に指定することについて、地方自治

法第244条の２第６項の規定により議会の議決を求

めるものである。 

健康福祉部 

議案第 2 5号 

関豊ふれあいシニア館の指定管理者の指定について 

（提案理由） 

 関豊ふれあいシニア館の指定管理者の指定期間が

平成31年３月31日をもって終了することに伴い、同

施設の指定管理者を引き続き関豊ふれあいシニア館

管理運営委員会に指定することについて、地方自治

法第244条の２第６項の規定により議会の議決を求

めるものである。 

健康福祉部 

 

 

 

  



 
 

番 号 件 名 及 び 概 要 関係部 

議案第 2 6号 

富津市都市公園、富津市立公園及び富津市体育施設

の指定管理者の指定について 

（提案理由） 

 富津市都市公園、富津市立公園及び富津市体育施

設の指定管理者の指定期間が平成31年３月31日をも

って終了することに伴い、同施設の指定管理者を富

津市施設利用振興公社・ミズノ共同体に指定するこ

とについて、地方自治法第244条の２第６項の規定に

より議会の議決を求めるものである。 

建設経済部 

議案第 2 7号 

富津市民の森の指定管理者の指定について 

（提案理由） 

 富津市民の森の指定管理者の指定期間が平成31年

３月31日をもって終了することに伴い、同施設の指

定管理者を引き続き千葉県森林組合に指定すること

について、地方自治法第244条の２第６項の規定によ

り議会の議決を求めるものである。 

建設経済部 

議案第 2 8号 

金谷海浜公園の指定管理者の指定について 

（提案理由） 

 金谷海浜公園の指定管理者の指定期間が平成31年

３月31日をもって終了することに伴い、同施設の指

定管理者を富津市観光協会金谷地区に指定すること

について、地方自治法第244条の２第６項の規定によ

り議会の議決を求めるものである。 

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） 

 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 

報告第２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 

報告第３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 

 


