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平成21年第８回伊達市議会定例会提出議案概要                                        

提出案件44件【人事２件、条例制定１件、条例の一部改正14件、補正26件、その他１件】 

 

１．人事（２件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第151号 

議案第152号 

 

人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて 

 人権擁護委員の任期満了に伴い、候補者を推薦するにあたり議会の意見を求めるもの 

  伊達総合支所管内１名 月舘総合支所管内１名 

 根拠法令：人権擁護委員法第６条第３項 

健康福祉部 

社会福祉課 

 

２．条例制定（１件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第153号 

 

伊達市議会の議決すべき事項に関する条例の制定について 

地方自治法第96条第２項の規定により議決事項を追加指定するため、新たに条例を制定するもの 

（主な内容） 

 都市計画マスタープラン基本構想を議決事項に指定するもの 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

建設部 

都市計画課 

 

資料１ 
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３．条例の一部改正（14件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第154号 

 

伊達市部設置条例の一部を改正する条例について 資料２  

効率的な行政組織の確立と、新たな行政課題に柔軟に対応する仕組みの構築を図るため、所要の改正をするもの 

（主な内容） 

 総務部と企画部を統合し、総務企画部とする。子育て支援部をこども部とする。 

  建設部下水道課を水道部に移管し、水道部を上下水道部とする。 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

総務部 

総務課 

議案第155号 

 

伊達市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について 

職員の期末手当支給割合を引き下げることを踏まえ、市長等の期末手当の支給割合を引き下げるため、所要の改正を

するもの 

（主な内容） 

 期末手当支給割合(６月期) 「100分の160」→「100分の145」 

  期末手当支給割合(12月期) 「100分の173」→「100分の160」 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

総務部 

人事課 

議案第156号 

 

伊達市教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について 

職員の期末手当支給割合を引き下げることを踏まえ、教育長の期末手当の支給割合を引き下げるため、所要の改正を

するもの 

（主な内容） 

 期末手当支給割合(６月期) 「100分の160」→「100分の145」 

  期末手当支給割合(12月期) 「100分の173」→「100分の160」 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

総務部 

人事課 
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議案第157号 

 

伊達市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

福島県人事委員会勧告に準拠し、給料表、期末・勤勉手当の引き下げ及び自宅に係る住居手当の廃止を行うため、所

要の改正をするもの 

（主な内容） 

 医療職（一）を除く給料表を引き下げ改定 

 自宅に係る住居手当を廃止 

 期末・勤勉手当の年間支給割合を0.38ケ月引き下げ改定 

 引き下げ改定等に伴う４月からの格差相当分を減額調整 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

総務部 

人事課 

議案第158号 

 

伊達市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について 

 給料の引き下げ改定に伴い、給与切替の経過措置に係る給料月額についても引き下げるため、所要の改正をするもの

 （主な内容） 

  経過措置給料月額に100分の99.42を乗じた額を給料月額とする 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

総務課 

人事課 

議案第159号 

 

伊達市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について 

福島県人事委員会勧告に準拠し、自宅に係る住居手当を廃止するため、所要の改正をするもの 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

総務部 

人事課 

議案第160号 

 

伊達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について 

福島県人事委員会勧告に準拠し、特定任期付職員の給料表及び期末手当を引き下げ改定するため、所要の改正をする

もの 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

総務部 

人事課 
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議案第161号 

 

伊達市小学生医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について 資料３ 

平成22年４月診療分から小学生の医療費自己負担額の全額を助成するため、所要の改正をするもの 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

子育て支援部 

児童福祉課 

議案第194号 伊達市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 議案第161号伊達市小学生医療費の助成に関する条例の一部改正に関連し、療養の給付を受ける際に一部負担金を支

払うことを要しない者を6歳から12歳に引き上げるため、所要の改正をするもの 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

健康福祉部 

国保年金課 

議案第162号 伊達市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 資料２ 

議案第154号伊達市部設置条例の一部改正に関連し、水道部の名称が上下水道部に変更となるため、所要の改正をす

るもの 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

水道部 

総務課 

議案第163号 

議案第164号 

 

伊達市給水条例の一部を改正する条例について 資料４ 

伊達市給水条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について 

上水道事業に係る水道料金の適正化を図るため、所要の改正をするもの 

（主な内容） 

 平成22年４月からの料金単価を従量料金でそれぞれ５円引き下げる。 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

水道部 

総務課 

議案第165号 

議案第166号 

 

伊達市簡易水道給水条例の一部を改正する条例について資料４  

伊達市簡易水道給水条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について 

簡易水道事業に係る水道料金の適正化を図るため、所要の改正をするもの 

（主な内容） 

 上水道事業と同様に、平成22年４月からの料金単価を従量料金でそれぞれ５円引き下げる。 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

水道部 

総務課 
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４．補正予算（26件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第167号 平成21年度伊達市一般会計補正予算（第７号） 資料１－１ 

 歳入 地方交付税53,226千円、地方特例交付金15,428千円、国庫支出金15,077千円、県支出金13,738千円 

地域雇用創出・産業活性化基金繰入金43,164千円、市税△104,385千円、市債△29,000千円 

財政調整基金繰入金△42,872千円、諸収入等2,717千円 

 歳出 工業団地用地取得費44,211千円、雇用対策事業3,430千円、待機児童解消対策事業9,383千円 

職員給与費△70,692千円 ほか 

 補正総額 △32,907千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第168号 平成21年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 保険給付費の増、共同事業拠出金の確定及び給与改定に伴う職員給与費減額により 

 補正総額 191,835千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

健康福祉部 

国保年金課 

議案第169号 平成21年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 給与改定に伴う職員給与費減額により 

 補正総額 △157千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

健康福祉部 

国保年金課 

議案第170号 平成21年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 給与改定に伴う職員給与費減額により 

 補正総額 △710千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

健康福祉部 

高齢福祉課 
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議案第171号 平成21年度伊達市梁川簡易水道事業特別会計補正予算(第２号) 

 企業団からの受水費の増及び給与改定に伴う職員給与費減額により 

 補正総額 617千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

水道部 

 

議案第172号 平成21年度伊達市月舘簡易水道事業特別会計補正予算(第３号) 

 予備費の増、財政調整基金積立金の減額及び給与改定に伴う職員給与費減額により 

 補正総額 22千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

水道部 

 

議案第173号 平成21年度伊達市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 給与改定に伴う職員給与費減額により 

 補正総額 △1,257千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

建設部 

下水道課 

議案第174号 平成21年度伊達市工業団地特別会計補正予算（第１号） 

 工業団地用地として土地を取得するための経費の計上により 

 補正総額 44,211千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

産業部 

商工観光課 

議案第175号 平成21年度伊達市つきだて花工房特別会計補正予算（第３号） 

 つきだて花工房の３月までの事業予測による収入及びその他必要経費の増により 

 補正総額 840千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

つきだて花工房 

議案第176号 

議案第177号 

議案第178号 

議案第179号 

議案第180号 

平成21年度伊達市梁川財産区特別会計補正予算（第２号） 

平成21年度伊達市堰本財産区特別会計補正予算（第２号） 

平成21年度伊達市白根財産区特別会計補正予算（第２号） 

平成21年度伊達市山舟生財産区特別会計補正予算（第２号） 

平成21年度伊達市富野財産区特別会計補正予算（第２号） 

産業部 

農林課 
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議案第181号 

議案第182号 

議案第183号 

議案第184号 

議案第185号 

議案第186号 

議案第187号 

議案第188号 

議案第189号 

平成21年度伊達市五十沢財産区特別会計補正予算（第２号） 

平成21年度伊達市富成財産区特別会計補正予算（第２号） 

平成21年度伊達市柱沢財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成21年度伊達市上保原財産区特別会計補正予算（第２号） 

平成21年度伊達市金原田財産区特別会計補正予算（第２号） 

平成21年度伊達市掛田財産区特別会計補正予算（第２号） 

平成21年度伊達市小国財産区特別会計補正予算（第２号） 

平成21年度伊達市大字掛田財産区特別会計補正予算（第２号） 

平成21年度伊達市大石財産区特別会計補正予算（第２号）  

 財産区管理会開催時の委員報酬及び財産区管理会基金利子配当による積立金等の補正により 

 補正総額 321千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

議案第190号 平成21年度伊達市水道事業会計補正予算(第３号) 

 配水施設整備費の増及び給与改定に伴う職員給与費減額により 

 補正総額 収益的支出△1,179千円 資本的支出4,843千円 

 根拠法令：地方公営企業法第24条 

水道部 

 

議案第191号 平成21年度伊達市病院事業会計補正予算(第１号) 

 給与改定に伴う職員給与費減額により 

 補正総額 収益的支出△5,649千円 

根拠法令：地方公営企業法第24条 

梁川病院 

議案第192号 平成21年度伊達市訪問看護事業会計補正予算(第１号) 

 給与改定に伴う職員給与費減額により 

 補正総額 収益的支出△1,241千円 

 根拠法令：地方公営企業法第24条 

梁川病院 
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５．その他（１件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第193号 財産の取得について 

 小学校及び中学校教育用パソコン等を取得することについて、議会の議決を求めるもの 

  取得の内容  パソコン551台及び周辺機器等一式 

  取得金額   175,350千円 

  契約の方法  指名競争入札 

  契約の相手方 福島県郡山市堤下町13番８号 

         株式会社エフコム 代表取締役社長 酒井良信 

 根拠法令：伊達市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 

教育委員会 

学校教育課 

 


