
 

令和４年９月富津市議会定例会議案等概要 

番 号 件  名  及  び  概  要 関係部等 

議案第１号 

令和４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） 

法人市民税の確定申告に伴う中間納付額の還付が

発生し、当初予算額を大幅に上回ることとなった過

誤納還付金に係る予算を措置する令和４年度富津市

一般会計補正予算（第５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４年８月３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４年度富津市一般会計補正予算（第６号） 

補正額                 27,985千円 

補正後の予算額          20,406,879千円 

（事業内容） 

・図書館整備事業            27,985千円 

総務部 

議案第３号 

職員の降給に関する条例の制定について 

（提案理由） 

地方公務員法の一部を改正する法律が施行される

こと等に伴い、分限のうち降給に関し必要な事項を

定めるため、条例を制定するものである。 

（施行日） 

令和５年４月１日 

総務部 

議案第４号 

職員の定年引上げ等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） 

地方公務員法の一部を改正する法律が施行される

こと等に伴い、関係する条例を整備するものである。 

（施行日） 

令和５年４月１日 

総務部 

議案第５号 

一般職の職員の給与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） 

地方公務員法の一部を改正する法律が施行される

ことに伴い、60歳を超える職員の給与の取扱いに関

する特例を設ける等のため、条例の一部を改正する

ものである。 

（施行日） 

 令和５年４月１日 

総務部 



 
 

番 号 件  名  及  び  概  要 関係部等 

議案第６号 

富津市職員の定年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） 

 地方公務員法の一部を改正する法律が施行される

ことに伴い、職員の定年を引き上げるとともに、管理

監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務

制の導入等をするため、条例の一部を改正するもの

である。 

（施行日） 

 令和５年４月１日。一部公布の日 

総務部 

議案第７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） 

 地方公務員法の一部を改正する法律が施行される

ことに伴い、育児休業及び育児短時間勤務の取得対

象者となる職員の範囲を改めるとともに、人事院に

よる育児休業の取得回数制限の緩和、育児参加のた

めの休暇の対象期間の拡大等のために講じる措置と

の権衡を踏まえ、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10月１日。一部令和５年４月１日 

総務部 

議案第８号 

千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体

の数の増加及び千葉県市町村総合事務組合規約の一

部を改正する規約の制定に関する協議について 

（提案理由） 

千葉県市町村総合事務組合が共同処理する事務の

うち、公平委員会に関する事務に令和５年４月１日

から四市複合事務組合を加えることに伴い、千葉県

市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

増加及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改

正する規約の制定について、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５年４月１日 

総務部 

議案第９号 

工事請負契約の締結について 

（提案理由） 

富津市一般廃棄物最終処分場下水道放流施設工事

について、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 



 
 

番 号 件  名  及  び  概  要 関係部等 

議案第10号 

財産の取得について 

（提案理由） 

 富津市立図書館用図書を取得することについて、

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３条の規定により議会の議決を求め

るものである。 

教育部 

議案第11号 

財産の取得の変更について 

（提案理由） 

青堀保育園園舎等を取得することについて、保育

所の登記床面積の変更に伴い、延床面積を変更する

必要が生じたことから、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３条の規定

により議会の議決を求めるものである。 

健康福祉部 

議案第12号 

令和４年度富津市一般会計補正予算（第７号） 

補正額                140,892千円 

補正後の予算額          20,547,771千円 

（主な事業） 

・交通安全施設対策事業         22,449千円 

・道路維持事業             43,882千円 

・予防接種事業            20,000千円 

総務部 

議案第13号 

令和４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                85,012千円 

補正後の予算額           5,804,772千円 

（提案理由） 

令和３年度決算の確定に伴い、歳入では繰越金を、

歳出では国民健康保険基金積立金及び県負担金返還

金を増額するとともに、人事異動に伴う人件費補正

をするものである。 

健康福祉部 

議案第14号 

令和４年度富津市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号） 

補正額                 △442千円 

補正後の予算額            706,558千円 

（提案理由） 

令和３年度決算の確定に伴い、歳入では繰越金を、

歳出では後期高齢者医療広域連合納付金を減額する

とともに、人事異動に伴う人件費補正をするもので

ある。 

健康福祉部 



 
 

番 号 件  名  及  び  概  要 関係部等 

議案第15号 

令和４年度富津市介護保険事業特別会計補正予算

（第１号） 

補正額                109,806千円 

補正後の予算額           5,463,806千円 

（提案理由） 

令和３年度決算の確定に伴い、歳入では繰越金な

どを、歳出では介護保険給付費準備基金積立金、国庫

負担金返還金などを増額するとともに、人事異動に

伴う人件費補正をするほか、債務負担行為の補正を

するものである。 

健康福祉部 

議案第16号 

令和３年度富津市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

（決算概要） 

歳入決算額            22,058,424千円 

歳出決算額            20,594,671千円 

差引                1,463,753千円 

（提案理由） 

地方自治法第233条第３項の規定により令和３年

度決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

るものである。 

総務部 

議案第17号 

令和３年度富津市国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

（決算概要） 

歳入決算額             5,711,215千円 

歳出決算額             5,612,014千円 

差引                  99,201千円 

（提案理由） 

地方自治法第233条第３項の規定により令和３年

度決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

るものである。 

健康福祉部 

議案第18号 

令和３年度富津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について 

（決算概要） 

歳入決算額              672,404千円 

歳出決算額              670,106千円 

差引                   2,298千円 

（提案理由） 

地方自治法第233条第３項の規定により令和３年

度決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

るものである。 

健康福祉部 



 
 

番 号 件  名  及  び  概  要 関係部等 

議案第19号 

令和３年度富津市介護保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

（決算概要） 

歳入決算額             5,383,011千円 

歳出決算額             5,279,047千円 

差引                 103,964千円 

（提案理由） 

地方自治法第233条第３項の規定により令和３年

度決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

るものである。 

健康福祉部 

報告第１号 

令和３年度決算に基づく富津市健全化判断比率の報

告について 

（報告理由） 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条

第１項の規定により令和３年度決算に基づく富津市

健全化判断比率を監査委員の意見を付けて議会に報

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。 

総務部 

報告第３号 

専決処分の報告について 

（報告理由） 

支払遅延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。 

会計課 

報告第４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 

 


