
 
 

令和２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 

令和元年度富津市一般会計補正予算（第８号） 

補正額              △763,600千円 

補正後の予算額         23,099,149千円 

（主な事業） 

・台風災害関連経費（市民活動推進費）37,500千円 

・台風災害関連経費（塵芥処理費） △144,521千円 

・台風災害関連経費（農業振興費） △180,000千円 

・橋梁長寿命化修繕事業      △110,000千円 

・小中学校空調設備設置事業     58,301千円 

・現年発生観光施設災害復旧事業    56,453千円 

総務部 

議案第２号 

令和元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              △18,275千円 

補正後の予算額          5,948,045千円 

（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 

令和元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                1,070千円 

補正後の予算額           602,079千円 

（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 

令和元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                39,923千円 

補正後の予算額            5,143,789千円 

（提案理由） 

介護サービス等給付事業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 

富津市空家等対策の推進に関する条例の制定につい

て 

（提案理由） 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年

法律第127号）に定めるもののほか、市の空家等に関

する施策の推進に関し必要な事項を定めることによ

り、市民の生活環境の保全を図るとともに、空家等の

活用を促進し、もって公共の福祉の増進と地域の振

興に寄与するため、条例を制定するものである。 

（施行日） 

令和２年４月１日 

建設経済部 

議案第６号 

会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定について 

（提案理由） 

 会計年度任用職員制度の導入に伴い、関係する条

例の一部を改正するものである。 

（施行日） 

令和２年４月１日 

総務部 

議案第７号 

富津市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正す

る条例の制定について 

（提案理由） 

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係

者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率

化を図るための行政手続等における情報通信の技術

の利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和

元年法律第16号）が施行されたことに伴い、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） 

 公布の日 

総務部 

議案第８号 

富津市印鑑条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

（提案理由） 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化

等を図るための関係法律の整備に関する法律（令和

元年法律第37号）が施行されたことに伴い、関係する

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） 

 公布の日 

市民部 

   



 
 

番 号 件  名  及  び  概  要 関係部 

議案第９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） 

令和元年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 

議案第 1 0号 

富津市温泉供給事業の設置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） 

地方自治法等の一部を改正する法律（平成29年法

律第54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） 

 令和２年４月１日 

建設経済部 

議案第 1 1号 

令和２年度富津市一般会計予算 

予算額             19,600,000千円 

対前年度比               2.3％増 

（予算編成方針） 

令和２年度の予算は、令和元年台風第15号等によ

る災害からの復興に全力で取り組むとともに、経営

改革の基本となる「持続可能な行政経営」を念頭に、

次世代への責任を果たす事業、次代の礎となる事業

を着実に実行する編成方針とした。 

参考 令和２年度当初予算附属資料 

総務部 

議案第 1 2号 

令和２年度富津市国民健康保険事業特別会計予算 

予算額              5,994,000千円 

対前年度比                             1.2％増 

（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

進し、医療費の適正化に配慮した。 

健康福祉部 

議案第 1 3号 

令和２年度富津市後期高齢者医療特別会計予算 

予算額               664,000千円 

対前年度比                9.9％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、制度の趣旨普及に

配慮した。 

健康福祉部 

 



 
 

番 号 件  名  及  び  概  要 関係部 

議案第 1 4号 

令和２年度富津市介護保険事業特別会計予算 

予算額              4,985,000千円 

対前年度比               1.8％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 1 5号 

令和２年度富津市温泉供給事業特別会計予算 

予算総額                 3,200千円 

対前年度比              10.3％増 

（予算概要） 

温泉供給業務の予定量を供給戸数12戸、年間総供

給量5,926立方メートルとする。 

建設経済部 

議案第 1 6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坂部
さ か べ

充洋
みつひろ

氏の任期が令和２

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 

報 告 第 1 号 

専決処分の報告について 

（報告理由） 

 令和元年台風第15号による物損事故に係る損害賠

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） 

 令和元年台風第15号による物損事故に係る損害賠

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） 

 令和元年台風第15号による物損事故に係る損害賠

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 

 

 

 



 
 

番 号 件  名  及  び  概  要 関係部 

報告第４号 

専決処分の報告について 

（報告理由） 

 令和元年台風第15号による物損事故に係る損害賠

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。 

消防本部 

報告第５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 

 


