
令和元年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

令和元年度富津市一般会計補正予算（第４号）の専決

処分の承認を求めることについて

（提案理由）

令和元年台風第15号により被災した公共施設の復旧

等に際し、必要となる経費の予算措置について、地方

自治法第179条第１項の規定により、特に緊急を要する

ため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかで

あると認め、令和元年10月２日に専決処分をしたので、

同条第３項の規定により、これを議会に報告し、承認

を求めるものである。

総務部

議案第２号

令和元年度富津市一般会計補正予算（第５号）の専決

処分の承認を求めることについて

（提案理由）

令和元年台風第15号及び台風第19号により被災した

公共施設の復旧等に際し、必要となる経費の予算措置

について、地方自治法第179条第１項の規定により、特

に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がない

ことが明らかであると認め、令和元年10月16日に専決

処分をしたので、同条第３項の規定により、これを議

会に報告し、承認を求めるものである。

総務部

議案第３号

損害賠償の額を定めること及び和解の専決処分の承認

を求めることについて

（提案理由）

令和元年台風第15号による天羽中学校の立木が倒れ

たこと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179条第１項の規定により、特に緊

急を要するため議会を招集する時間的余裕がないこと

が明らかであると認め、令和元年10月25日に専決処分

をしたので、同条第３項の規定により、これを議会に

報告し、承認を求めるものである。

教育部

議案第４号

損害賠償の額を定めること及び和解の専決処分の承認

を求めることについて

（提案理由）

令和元年台風第15号による旧湊第一保育所の屋根が

飛散したこと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179条第１項の規定により、

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がな

いことが明らかであると認め、令和元年11月15日に専

決処分をしたので、同条第３項の規定により、これを

議会に報告し、承認を求めるものである。

総務部



番 号 件 名 及 び 概 要 関係部

議案第５号

令和元年度富津市一般会計補正予算（第６号）

補正額 2,757,685千円

補正後の予算額 23,770,909千円

（主な事業）

台風災害関連経費（衛生費） 406,962千円

台風災害関連経費（農林水産業費） 1,831,916千円

台風災害関連経費（土木費） 308,880千円

現年発生公共土木施設災害復旧事業 96,500千円

総務部

議案第６号

富津市地域交流支援センターの設置及び管理に関する

条例の制定について

（提案理由）

乳幼児の健やかな育成及び子育て中の親子の交流を

図るとともに、子育て世代と高齢者その他の多様な世

代との連携を支援することにより、地域における子育

て支援の気運の醸成を図り、もって児童福祉の向上及

び地域活性化に資することを目的として、富津市地域

交流支援センターを設置するため、条例を制定するも

のである。

（施行日）

令和２年４月１日。一部公布の日

健康福祉部

議案第７号

富津市病後児保育室の設置及び管理に関する条例の制

定について

（提案理由）

保護者の子育てと就労等の両立を支援するととも

に、児童の健全な育成を図ることを目的として、富津

市病後児保育室を設置するため、条例を制定するもの

である。

（施行日）

令和２年４月１日

健康福祉部

議案第８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）

令和元年10月の千葉県人事委員会勧告に準じ、給料

月額、住居手当限度額、勤勉手当の支給割合の引き上

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、令和元年12月１

日及び令和２年４月１日

総務部



番 号 件 名 及 び 概 要 関係部

議案第９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。一部令和元年12月１日及び令和２年４月

１日

総務部

議案第10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。一部令和元年12月１日及び令和２年４月

１日

総務部

議案第11号

職員の分限に関する手続及び効果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）

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）が施行されること及び旅館業法の一部を

改正する法律（平成29年法律第84号）が施行されたこ

とに伴い、関係する規定等を整備するとともに、字句

等の整理を行うため、条例の一部を改正するものであ

る。

（施行日）

公布の日

総務部

議案第12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）

大佐和老人憩の家を令和２年３月31日をもって廃止

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

健康福祉部



番 号 件 名 及 び 概 要 関係部

議案第13号

君津富津広域下水道組合規約の変更に関する協議につ

いて

（提案理由）

下水道事業に地方公営企業法（昭和27年法律第292

号）を適用すること及び君津富津広域下水道組合の経

費に係る君津市及び富津市の負担方法の明確化を図る

ことに伴い、君津富津広域下水道組合規約を変更する

ため、地方自治法第286条第１項の規定により、関係地

方公共団体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。

（施行日）

令和２年４月１日

建設経済部

議案第14号

令和元年度富津市一般会計補正予算（第７号）

補正額 91,840千円

補正後の予算額 23,862,749千円

（主な事業）

児童手当給付事業 11,561千円

道路維持事業 19,648千円

防災関係費 3,105千円

総務部

議案第15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２号）

補正額 1,005千円

補正後の予算額 5,966,320千円

（提案理由）

本年度の給与改定等に伴う一般職人件費及びこれに

関連する歳入を補正するものである。

健康福祉部

議案第16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２号）

補正額 843千円

補正後の予算額 601,009千円

（提案理由）

本年度の給与改定等に伴う一般職人件費及びこれに

関連する歳入を補正するものである。

健康福祉部



番 号 件 名 及 び 概 要 関係部

議案第17号

令和元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 77,980千円

補正後の予算額 5,103,866千円

（提案理由）

介護サービス等給付事業、高額介護サービス事業、

介護予防・生活支援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、本年度の

給与改定等に伴う一般職人件費及びこれに関連する歳

入を補正するものである。

健康福祉部

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。

消防本部

報告第３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４号

専決処分の報告について

（報告理由）

人身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５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６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


