
 
 

令和３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２年度富津市一般会計補正予算（第11号）の専決

処分の承認を求めることについて 

（提案理由） 

 新型コロナウイルス感染症の発生状況に対処する

ため、市が行う予防接種実施体制の整備及び予防接

種の実施に係る予算を措置する令和２年度富津市一

般会計補正予算（第11号）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３年１月26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２年度富津市一般会計補正予算（第12号） 

補正額               △99,268千円 

補正後の予算額          25,791,081千円 

（主な内容） 

・公共施設等マネジメント基金積立金  300,000千円 

・児童福祉基金積立金         42,000千円 

・学校教育振興基金積立金       93,061千円 

・新型コロナウイルス感染症対策に係 

る経費               12,900千円 

総務部 

議案第３号 

令和２年度富津市国民健康保険事業特別会計補正予

算（第４号） 

補正額               △18,100千円 

補正後の予算額           6,120,348千円 

（提案理由） 

君津中央病院企業団が実施する訪問看護事業等に

係る特別交付金及びこれに関連する歳入を増額する

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２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                △3,337千円 

補正後の予算額            662,246千円 

（提案理由） 

基盤安定負担金に係る後期高齢者医療広域連合納

付金及びこれに関連する歳入を減額するものであ

る。 

健康福祉部 

   



 
 

番 号 件  名  及  び  概  要 関係部 

議案第５号 

令和２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                △21,366千円 

補正後の予算額             5,226,676千円 

（提案理由） 

介護予防・生活支援サービス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６号 

富津市みらい構想条例の制定について 

（提案理由） 

市の最上位の構想とする富津市みらい構想の策定

等に関し必要な事項を定めることにより、総合的か

つ計画的なまちづくりの推進に資するため、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７号 

富津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

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） 

非常勤特別職として委嘱していた認知症地域支援

推進員、家庭相談員、母子・父子自立支援員等の職を

整理するため、条例の一部を改正するものである。 

（施行日） 

令和３年４月１日。一部公布の日 

総務部 

議案第８号 

富津市障害者介護給付等認定審査会の委員の定数等

を定める条例の一部を改正する条例の制定について

（提案理由） 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成17年法律第123号）第15条の規定

により設置する富津市障害者介護給付等認定審査会

が中立かつ公正な立場で審査を行えるよう、身体障

害、知的障害、精神障害、難病等の各分野の均衡に配

慮し、委員の定数を引き上げるため、条例の一部を改

正するものである。 

（施行日） 

令和３年４月１日 

健康福祉部 

   



 
 

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） 

健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和

２年政令第381号）が施行されることに伴い、令和３

年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する

基準の特例を定めるとともに、保険料段階における

所得要件の見直し等を行うため、条例の一部を改正

するものである。 

（施行日） 

 令和３年４月１日 

健康福祉部 

議案第 1 0号 

富津市国民健康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） 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を

改正する法律（令和３年法律第５号）が施行されたこ

とに伴い、傷病手当金の支給対象となる新型コロナ

ウイルス感染症の定義規定を整理するため、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 1 1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） 

地方税法施行令の一部を改正する政令（令和２年

政令第264号）が施行されたことに伴い、国民健康保

険税の減額に係る所得の基準について、基礎控除額

相当分の基準額が引き上げられること等のため、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 1 2号 

富津市国民健康保険基金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、療養給付費等交付金

が千葉県に交付されることとなったため、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 1 3号 

富津市漁港管理条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

（提案理由） 

国が定めている模範漁港管理規程例の一部改正に

伴い、市が管理する漁港施設等の占用許可の最長期

間を延長し、漁港の有効活用の推進を図るため、条例

の一部を改正するものである。 

（施行日） 

令和３年４月１日 

建設経済部 

議案第 1 4号 

君津富津広域下水道組合負担金基金条例を廃止する

条例の制定について 

（提案理由） 

君津富津広域下水道組合終末処理場の建設事業費

に係る千葉県からの負担金を財源として君津富津広

域下水道組合負担金基金を設置し、運用してきたが、

令和３年３月31日をもって所期の目的を達するた

め、条例を廃止するものである。 

（施行日） 

 令和３年４月１日 

建設経済部 

議案第 1 5号 

富津市温泉供給事業特別会計条例等を廃止する条例

の制定について 

（提案理由） 

地方公営企業として昭和46年度から金谷の区域内

に温泉供給を行ってきた富津市温泉供給事業につい

て、施設の老朽化、加入者の減少等により事業継続が

困難であることから、令和３年３月31日をもって当

該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） 

 令和３年４月１日 

建設経済部 

   



 
 

番 号 件  名  及  び  概  要 関係部 

議案第 1 6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変

更に関する協議について 

（提案理由） 

第２期君津地域広域廃棄物処理事業の実施に伴

い、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の事

務所を木更津市から富津市に移転させること等か

ら、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

を変更するため、地方自治法第252条の６においてそ

の例によることとされる同法第252条の２の２第３

項の規定により関係地方公共団体と協議するに当た

り、議会の議決を求めるものである。 

（施行日） 

令和３年４月１日 

市民部 

議案第 1 7号 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進

に関する法律に規定する特定事業に係る契約の変更

契約の締結について 

（提案理由） 

第２期君津地域広域廃棄物処理事業に係る契約の

相手方のグループ会社のうち１社が排出する事業系

ごみ等の受入れにより、自治体処理委託費の低減を

図ることを目的として、令和２年９月に可決された

当該事業について、特定事業に係る契約の変更契約

を締結するに当たり、民間資金等の活用による公共

施設等の整備等の促進に関する法律第12条及び議会

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２条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 

令和３年度富津市一般会計予算 

予算額              18,800,000千円 

対前年度比                4.1％減 

（予算編成方針） 

令和３年度の予算は、新型コロナウイルス感染症

の収束が見通せないことから、今後の景気の先行き

が不透明な状況にあり、市税収入の大幅な落ち込み

が見込まれる中、経営改革の基本となる「将来にわた

る持続可能な行政経営」を念頭に、「住みたいまち富

津市」、「選ばれるまち富津市」づくりのための事業

を着実に実行する編成方針とした。 

参考 令和３年度当初予算附属資料 

総務部 



 
 

番 号 件  名  及  び  概  要 関係部 

議案第 1 9号 

令和３年度富津市国民健康保険事業特別会計予算 

予算額               5,863,000千円 

対前年度比                              2.2％減 

（予算概要） 

 特定健康診査の未受診者対策及び生活習慣病の重

症化予防のため、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 2 0号 

令和３年度富津市後期高齢者医療特別会計予算 

予算額                683,000千円 

対前年度比                 2.9％増 

（予算概要） 

 後期高齢者医療保険料、基盤安定負担金などを後

期高齢者医療広域連合へ納付するほか、制度の趣旨

普及に配慮した。 

健康福祉部 

議案第 2 1号 

令和３年度富津市介護保険事業特別会計予算 

予算額               5,153,000千円 

対前年度比                3.4％増 

（予算概要） 

介護サービス利用者の見込みにより介護保険給付

費の推計を行い、給付の適正化及びフレイル対策な

どの介護予防強化に配慮した。 

健康福祉部 

議案第 2 2号 

富津市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議

会の同意を求めることについて 

（提案理由） 

富津市固定資産評価審査委員会委員山田
やまだ

昌雄
まさお

氏の

任期が令和３年５月12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、地方税法第423

条第３項の規定により議会の同意を求めるものであ

る。 

市民部 

議案第 2 3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小坂
こさか

洋子
ようこ

氏の任期が令和３

年３月31日をもって満了となることに伴い、後任者

として藤平慶子
ふじひらけいこ

氏を任命することについて、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 

   



 
 

番 号 件  名  及  び  概  要 関係部 

報告第１号 

専決処分の報告について 

（報告理由） 

富津市高宕山自然動物園における器物損壊事件に

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。 

建設経済部 

 


