
 
 

令和４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 

富津市役所行政センター及び出張所設置条例の一部

を改正する条例の制定について 

（提案理由） 

令和４年３月31日をもって峰上出張所を廃止する

ことに伴い、関連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４年４月１日 

市民部 

議案第２号 

富津市公民館及び市民会館の設置及び管理等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

（提案理由） 

 令和４年３月31日をもって峰上地区公民館を廃止

することに伴い、関連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４年４月１日 

教育部 

議案第３号 

令和３年度富津市一般会計補正予算（第10号）の専決

処分の承認を求めることについて 

（提案理由） 

 国の施策として実施する子育て世帯臨時特別給付

金及び住民税非課税世帯等臨時特別給付金に係る予

算を措置する令和３年度富津市一般会計補正予算

（第10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

12月22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４号 

令和３年度富津市一般会計補正予算（第11号） 

補正額                129,933千円 

補正後の予算額          21,130,538千円 

（主な内容） 

・公共施設等マネジメント基金積立金  400,000千円 

・新型コロナウイルス感染症対応地方 

 創生臨時交付金関連事業       113,697千円 

総務部 

   



 
 

番 号 件  名  及  び  概  要 関係部 

議案第５号 

令和３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                △6,308千円 

補正後の予算額           5,895,219千円 

（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６号 

令和３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                △9,455千円 

補正後の予算額            688,924千円 

（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７号 

令和３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                △32,211千円 

補正後の予算額             5,411,545千円 

（提案理由） 

介護予防・生活支援サービス事業に係る経費及び

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８号 

職員の育児休業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） 

人事院による妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援

のために講じる措置との権衡を踏まえ、非常勤職員

の育児休業取得要件の緩和等をするため、条例の一

部を改正するものである。 

（施行日） 

 令和４年４月１日 

総務部 

   



 
 

番 号 件  名  及  び  概  要 関係部 

議案第９号 

富津市情報公開条例及び富津市個人情報保護条例の

一部を改正する条例の制定について 

（提案理由） 

富津市土地開発公社の解散に伴い、条例の適用対

象となる実施機関から同公社を削除するとともに、

関連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 1 0号 

富津市手数料条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

（提案理由） 

所得税法等の一部を改正する法律が施行されるこ

とに伴い、関連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４年４月１日 

総務部 

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） 

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健

康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係

政令の整備等に関する政令が施行されることに伴

い、国民健康保険被保険者のうち未就学児に係る国

民健康保険税被保険者均等割額の軽減措置を拡充す

るとともに、関連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４年４月１日 

健康福祉部 

議案第 1 2号 

令和４年度富津市一般会計予算 

予算額              19,550,000千円 

対前年度比                4.0％増 

（予算編成方針） 

 令和４年度の予算は、富津市中期財政計画【経営改

革５か年計画】に基づき、将来にわたる持続可能な行

政経営を念頭に、未だ収束の兆しが見えない新型コ

ロナウイルス感染症対策に取り組むとともに、「住み

たいまち」、「選ばれるまち」富津市づくりに向けた

事業を推進する編成方針とした。 

参考 令和４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 3号 

令和４年度富津市国民健康保険事業特別会計予算 

予算額               5,714,000千円 

対前年度比                              2.5％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 1 4号 

令和４年度富津市後期高齢者医療特別会計予算 

予算額                707,000千円 

対前年度比                 3.5％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 1 5号 

令和４年度富津市介護保険事業特別会計予算 

予算額               5,354,000千円 

対前年度比                3.9％増 

（予算概要） 

介護保険事業計画に基づく介護給付費を計上し、

給付の適正化とフレイル対策等の介護予防強化に配

慮した。 

健康福祉部 

議案第 1 6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
お か ね

茂
しげる

氏の任期が令和

４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 1 7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池田
い け だ

亨
とおる

氏の任期が令和４

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 

   



 
 

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） 

道路の瑕疵により発生した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。 

建設経済部 

報告第２号 

専決処分の報告について 

（報告理由） 

道路の瑕疵により発生した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。 

建設経済部 

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 

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 

 


