
平成31年３月富津市議会定例会議案概要

番 号 件 名 及 び 概 要 関係部

議案第１号

平成30年度富津市一般会計補正予算（第４号）

補正額 △386,414千円

補正後の予算額 17,611,235千円

（主な事業）

・ふるさとふっつ応援寄附関係費 △83,596千円

・児童福祉基金積立金 60,000千円

・私立保育園等運営事業 △35,703千円

・生活保護扶助費 △29,045千円

・プレミアム付商品券事業 4,000千円

・学校教育振興基金積立金 30,373千円

・天羽中学校校舎改築事業 △56,667千円

総務部

議案第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３号）

補正額 △14,831千円

補正後の予算額 6,365,407千円

（提案理由）

特定健康診査事業費及びこれに関連する歳入を減

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３号）

補正額 △23,384千円

補正後の予算額 582,115千円

（提案理由）

後期高齢者医療保険料及びこれに関連する後期高

齢者医療広域連合納付金を減額するとともに、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30年度富津市介護保険事業特別会計補正予算

（第３号）

補正額 24,312千円

補正後の予算額 5,110,707千円

（提案理由）

介護サービス等給付事業、特定入所者介護サービ

ス事業などに係る経費及びこれらに関連する歳入を

計上するとともに、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



番 号 件 名 及 び 概 要 関係部

議案第５号

富津市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進条例

の制定について

（提案理由）

犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進につい

ての基本理念を定め、市の責務並びに市民、自治会

等及び事業者の役割について明らかにするととも

に、犯罪を未然に防止する環境の整備に関する事項

等を定めることにより、市民が安心して暮らすこと

ができる地域社会の実現を図るため、条例を制定す

るものである。

（施行日）

公布の日

総務部

議案第６号

富津市森林環境基金条例の制定について

（提案理由）

市が行う森林整備及びその促進に要する経費の財

源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）

平成31年４月１日

建設経済部

議案第７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）

社会教育指導員及び家庭教育指導員の報酬の額等

を見直すとともに、非常勤特別職の職員として家庭

教育支援員を設置するほか、水道審議会委員、市税

等徴収補助員及び水道料金等徴収補助員を廃止する

ため、条例の一部を改正するものである。

（施行日）

平成31年４月１日

総務部

議案第８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）

超過勤務命令を行うことができる上限を定める措

置等に係る人事院規則の改正がなされたことに伴

い、職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務

について所要の措置を講じるため、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

富津市個人情報保護条例及び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）

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）

が施行されたことに伴い、個人情報の定義の明確化

等をするとともに、富津市水道事業の廃止に伴う関

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

総務部

議案第10号

富津市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関

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）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一

部を改正する省令（平成29年環境省令第27号）が施

行されることに伴い、市が設置する一般廃棄物処理

施設に置かれる技術管理者の資格要件について見直

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31年４月１日

市民部

議案第11号

富津市精神障害者医療費の助成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）が施行されたことに伴い、関係する規定を整

備するとともに、医療費の助成を受けることができ

る者の範囲を広げるため、条例の一部を改正するも

のである。

（施行日）

公布の日

健康福祉部



番 号 件 名 及 び 概 要 関係部

議案第12号

富津市重度心身障害者医療費等の助成に関する条例

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）が施行されたことに伴い、関係する規定を整

備するとともに、医療費等の助成を受けることがで

きる者の範囲を広げるため、条例の一部を改正する

ものである。

（施行日）

公布の日

健康福祉部

議案第13号

富津市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例

の一部を改正する条例の制定について

（提案理由）

千葉県ひとり親家庭等医療費等助成事業実施要領

の一部が改正されたことに伴い、受給資格者等の所

得について、前々年の所得を確認する申請期間を変

更するため、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14号

富津市老人憩の家の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）

天羽老人憩の家としての利用に供していた施設

を、新たに（仮称）地域交流支援センターとしての

利用に供するに当たり、改修工事その他の準備手続

を行う必要があることから、平成31年３月31日をも

って天羽老人憩の家を廃止するため、条例の一部を

改正するものである。

（施行日）

平成31年４月１日

健康福祉部

議案第15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）

2019年10月の消費税率の引上げに伴う低所得者の

保険料率の軽減強化に関する規定等を整備するた

め、条例の一部を改正するものである。

（施行日）

規則で定める日。一部公布の日

健康福祉部



番 号 件 名 及 び 概 要 関係部

議案第16号

富津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

制定について

（提案理由）

国民健康保険に加入する子育て世帯の負担軽減を

図ることを目的に、18歳以下の国民健康保険の被保

険者が属する世帯の当該被保険者に係る国民健康保

険税均等割額を減額するため、条例の一部を改正す

るものである。

（施行日）

平成31年４月１日

健康福祉部

議案第17号

富津市水道事業の設置等に関する条例等を廃止する

条例の制定について

（提案理由）

君津地域水道事業を統合した、かずさ水道広域連

合企業団の事業が平成31年４月１日から開始される

ことに伴い、平成31年３月31日をもって富津市水道

事業を廃止するため、関係する条例を廃止するもの

である。

（施行日）

平成31年４月１日

水道部

議案第18号

木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南

房総市及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議会規約の

制定に関する協議について

（提案理由）

広域廃棄物処理に関する事務を共同して管理し、

及び執行するための協議会の設置に関する木更津

市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市

及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議会規約の制定に

ついて、地方自治法第252条の２の２第１項の規定に

より木更津市、君津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総

市及び鋸南町と協議するに当たり、同条第３項の規

定により議会の議決を求めるものである。

（施行日）

平成31年４月１日

市民部

議案第19号

君津広域水道企業団の解散に関する協議について

（提案理由）

平成31年３月31日をもって君津広域水道企業団を

解散することについて、地方自治法第288条の規定に

より千葉県、木更津市、君津市及び袖ケ浦市と協議

するに当たり、同法第290条の規定により議会の議決

を求めるものである。

水道部



番 号 件 名 及 び 概 要 関係部

議案第20号

君津広域水道企業団の解散に伴う財産処分に関する

協議について

（提案理由）

君津広域水道企業団の解散に伴う財産処分を定め

ることについて、地方自治法第289条の規定により千

葉県、木更津市、君津市及び袖ケ浦市と協議するに

当たり、同法第290条の規定により議会の議決を求め

るものである。

水道部

議案第21号

富津市と君津富津広域下水道組合との間の下水道使

用料賦課徴収事務の委託に関する規約の廃止に関す

る協議について

（提案理由）

富津市と君津富津広域下水道組合との間の下水道

使用料賦課徴収事務の委託に関する規約を廃止する

ことについて、地方自治法第252条の14第２項の規定

により君津富津広域下水道組合と協議するに当た

り、同条第３項において準用する同法第252条の２の

２第３項本文の規定により議会の議決を求めるもの

である。

（施行日）

平成31年４月１日

水道部

議案第22号

平成31年度富津市一般会計予算

予算額 19,150,000千円

対前年度比 10.7％増

（予算編成方針）

平成31年度の予算は、富津市経営改革プランの最

終年度として「市民の皆さんが自信を持って次世代

にバトンを渡せる富津市づくり」を念頭に、将来に

向け持続可能な行政経営を実現していくための礎と

なる事業に取り組むとともに、富津市まち・ひと・

しごと創生総合戦略に掲げた事業を力強く推進する

編成方針とした。

参考 平成31年度当初予算附属資料

総務部

議案第23号

平成31年度富津市国民健康保険事業特別会計予算

予算額 5,923,000千円

対前年度比 5.2％減

（予算概要）

糖尿病などの生活習慣病の重症化予防のため、特

定健康診査及び特定保健指導を中心とした事業を推

進するほか、医療費の適正化に配慮した。

健康福祉部



番 号 件 名 及 び 概 要 関係部

議案第24号

平成31年度富津市後期高齢者医療特別会計予算

予算額 604,000千円

対前年度比 0.2％増

（予算概要）

後期高齢者医療保険料などを後期高齢者医療広域

連合納付金として納付するほか、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25号

平成31年度富津市介護保険事業特別会計予算

予算額 4,897,000千円

対前年度比 0.1％増

（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26号

平成31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

対前年度比 14.7％減

（予算概要）

温泉供給業務の予定量を供給戸数13戸、年間総供

給量5,992立方メートルとする。

建設経済部

議案第27号

富津市教育委員会教育長の任命につき議会の同意を

求めることについて

（提案理由）

富津市教育委員会教育長岡根 茂氏の任期が平成
お か ねしげる

31年３月31日をもって満了となることに伴い、同氏

を再任することについて、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第４条第１項の規定により議会の

同意を求めるものである。

教育部

議案第28号

富津市教育委員会委員の任命につき議会の同意を求

めることについて

（提案理由）

富津市教育委員会委員榎本純子氏の任期が平成31
えのもとじゅんこ

年３月31日をもって満了となることに伴い、後任者

として嶋野和正氏を任命することについて、地方教
し ま のかずまさ

育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の

規定により議会の同意を求めるものである。

教育部


