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平成23年第２回伊達市議会定例会提出議案概要 

提出案件56件【専決処分の報告３件 人事１件 条例改正８件 条例廃止２件 補正13件 当初27件  

その他２件】 

        

１．専決処分の報告（３件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

報告第２号 

 

専決処分の報告について 

（自動車事故損害賠償の額の決定について） 

損害賠償額：77,000円 

事故の概要：平成22年12月22日、伊達市保原町字舟橋地内において、

伊達市職員が公用車から降車しようとドアを開けた際、強風により、ド

アが相手方車両に接触し、車両が損傷したもの           

（専決処分日 平成23年２月８日） 

根拠法令：地方自治法第180条第１項、平成18年７月４日議会の議決によ

り指定された市長の専決処分事項 

財務部 

財政課 

報告第３号 

 

専決処分の報告について 

（自動車事故損害賠償の額の決定について） 

損害賠償額：63,321円 

事故の概要：平成23年１月６日、伊達市保原町字黄金町地内において、

相手方車両が市道を走行中、市で設置した交通安全看板が強風で倒れ、

相手方車両に接触し、車両が損傷したもの 

（専決処分日 平成23年２月10日） 

根拠法令：地方自治法第180条第１項、平成18年７月４日議会の議決によ

り指定された市長の専決処分事項 

総務企画部 

総務課 

報告第４号 

 

専決処分の報告について 

（福島県市町村総合事務組合を組織する団体数の減少及び規約の変更につ

いて） 

 福島地方広域行政事務組合が平成23年３月31日をもって福島県市町村総

合事務組合から脱退することに伴う同規約の変更について専決処分したも

の 

（専決処分日 平成23年２月18日） 

根拠法令：地方自治法第180条第１項、平成18年７月４日議会の議決によ

り指定された市長の専決処分事項 

総務企画部 

人事課 

 

 

 

 

 

 

資料１ 
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２．人事（１件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第３号 

 

伊達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 

教育委員会委員１名の任期満了に伴い、委員の選任について、議会の同

意を求めるもの 

根拠法令：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 

教育委員会 

教育総務課 

 

３．条例改正（８件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第４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 

 再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間を越えた場合、正規職員の週当

たり勤務時間38時間45分までは正規の賃金を支給し、正規職員の週当たり

勤務時間を超えた分から超過勤務手当てを支給することを規定するため、

条例の一部を改正するもの 

根拠法令：地方自治法第96条第１項 

総務企画部 

人事課 

議案第５号 

 

伊達市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 一般職の非常勤職員について、仕事と育児・介護の両立を図る観点から、

また、民間との均衡も考慮し、育児休業及び介護休業等を取得することが

できるよう必要な措置を講じるため、条例の一部を改正するもの 

根拠法令：地方自治法第96条第１項 

総務企画部 

人事課 

議案第６号 

 

伊達市特別会計条例の一部を改正する条例について 

 平成23年3月31日をもって伊達市老人保健特別会計、伊達市つきだて花工

房特別会計を廃止するため、条例の一部を改正するもの 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

財務部 

財政課 

議案第７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 

 医療費の助成について、平成23年10月診療分から、現在の小学生から中

学生まで対象を拡大するため、条例の一部を改正するもの 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

こども部 

こども支援課 

議案第８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 

 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12歳から15

歳に引き上げることについて改正するもの 

また、平成21年10月から平成23年3月までの間、暫定的に引き上げた

出産育児一時金の支給額について、平成23年4月から恒久化し、支給額

を35万円から39万円に引き上げることについて改正するもの 

  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９号 

 

伊達市道路占用料条例の一部を改正する条例について 

 現行の伊達市の占用料金は福島県の条例に準拠しているが、福島県にお

いても、国の占用料金に準拠する改正を行ったため、占用料金の一部を改

正するもの 

建設部 

管理課 
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 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

議案第10号 

 

伊達市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について 

 伊達市行政財産使用料条例において、伊達市道路占用料条例に準拠して

いる項目について、伊達市道路占用料条例の一部改正に併せて所要の改正

を行うとともに、地方自治法の改正による条項の移動に伴い条文の整理を

行うもの 

根拠法令：地方自治法第96条第１項 

財務部 

財政課 

議案第11号 

 

伊達市都市公園条例の一部を改正する条例について 

 道路法施行令の一部を改正する政令等に伴い、公園使用料について、所

要の改正を行うもの 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

建設部 

都市計画課 

 

４．条例廃止（２件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第12号 

 

伊達市土地開発基金条例を廃止する条例について 

 合併後これまで基金所有土地１件が一般会計に買い戻されたのみで活用

実績がなく、さらに今後についても地価の動向等から事業用地の先行取得

の必要性が低下し、所期の使命は終えたと判断されることから本基金を廃

止するもの 

根拠法令：地方自治法第96条第１項 

財務部 

財政課 

議案第13号 つきだて花工房特別会計財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

を廃止する条例について 

 伊達市つきだて花工房特別会計を廃止することに伴い、本条例を廃止す

るもの 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

つきだて 

花工房 

 

 

 

５．補正予算（13件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第14号 

  

平成22年度伊達市一般会計補正予算（第６号）資料３ 

歳入 市税67,648千円、地方消費税交付金100,845千円、 

国庫支出金△169,174千円、県支出金△87,036千円、 

繰入金214,142千円、諸収入435,030千円、市債△211,400千円、 

その他830千円 

歳出 事業費確定に伴う補正△713,627千円、市債繰上償還764,512千円、 

特定目的基金積立金300,000千円 

 補正総額 350,885千円 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 
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議案第15号 

  

平成22年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 歳入については、交付申請額算定に伴う共同事業交付金の減額及び国県

支出金の増額補正等 

 歳出については、特定健診事業等の終了に伴う不用額の減額、また共同

事業拠出金の確定及び人件費についての減額補正 

補正総額 △55,020千円 

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16号 

 

平成22年度伊達市老人保健特別会計補正予算（第３号） 

 特別会計の閉鎖に伴い、歳出科目に計上していた予備費を減額、及び一

般会計からの繰入金を減額するもの 

補正総額 △9千円 

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17号 

 

平成22年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 歳入については、後期高齢者医療保険料の特別徴収分の確定に伴う減額

補正、その他、一般会計からの保険基盤安定繰入金の減額と健診受診者の

実績による広域連合からの受託事業収入の減額補正等 

歳出については、後期高齢健診費用の支払額確定による保健事業費委託

料の減額と、保険基盤安定負担金及び保険料の減額に伴う広域連合への負

担金減額補正 

補正総額 △58,511千円 

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18号 

 

平成22年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 歳入については、国・県・支払基金交付金の額の確定による減額補正、

及び介護給付費と通信運搬費の増額による介護給付費繰入金と事務費繰入

金の増額補正等 

 歳出については、介護認定申請者の増加により、認定調査委託料等の増

額、及び介護サービス等費・高額介護サービス等費の増額補正等 

補正総額 36,526千円 

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 

議案第19号 

 

平成22年度伊達市梁川簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 歳入については、事業精査による一般会計からの繰入金を減額する補正 

 歳出については、配水管漏水修繕による施設修繕費の追加、及び起債償

還利子の確定のため、不用額を減額する補正等 

補正総額 △187千円 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

上下水道部 

総務課 

議案第20号 

 

平成22年度伊達市月舘簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 歳入については、一般会計からの消火栓修繕負担金の追加、及び事業精

査による一般会計からの繰入金を減額する補正 

 歳出については、施設の維持管理費の追加、及び起債償還利子の確定の

ため、不用額を減額する補正等 

上下水道部 

総務課 
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補正総額 317千円 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

議案第21号 

 

平成22年度伊達市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 歳入については、受益者負担金、下水道使用料及び繰越金の充当額の変

更、一般会計繰入金及び市債の減額補正                                                                                                                                                 

 歳出については、普及費、公共下水道管理費、公共下水道建設費及び流

域下水道建設費の減額補正                                                

補正総額 △34,508千円 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

上下水道部 

下水道課 

議案第22号 

 

平成22年度伊達市粟野地区農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第２号) 

 財政調整基金利子、財政調整基金積立金の追加補正 

補正総額 62千円 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

上下水道部 

下水道課 

議案第23号 

 

平成22年度伊達市工業団地特別会計補正予算（第２号） 

 土地貸付収入増による一般会計繰出金の増額補正 

補正総額 207千円 

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24号 

 

平成22年度伊達市つきだて花工房特別会計補正予算（第４号） 

 歳入については、つきだて花工房特別会計財政調整基金の設置、管理及

び処分に関する条例の廃止に伴う基金繰入金の増額、及び一般会計繰入金

の減額補正 

歳出については、伊達市つきだて花工房特別会計の廃止に伴う剰余金整

理のための減額補正 

補正総額 △9,918千円 

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25号 

 

平成22年度伊達市富成財産区特別会計補正予算（第２号） 

基金利子額の確定による補正 

 補正総額 72千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

産業部 

農林課 

議案第26号 

 

平成22年度伊達市水道事業会計補正予算（第３号） 

 固定資産売却に関する補正、拡張事業費及び配水施設整備費の事業精査

による減額補正 

補正総額 収益的支出 △ 3,428千円 資本的支出 △29,648千円 

根拠法令：地方公営企業法第24条 

上下水道部 

総務課 
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６．当初予算（27件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第27号 

 

平成23年度伊達市一般会計予算 資料２ 

 予算総額 26,892,500千円  前年度比 1,731,142千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

財務部 

財政課 

議案第28号 平成23年度伊達市国民健康保険特別会計予算 

 予算総額 7,702,585千円  前年度比 429,773千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

健康福祉部 

国保年金課 

議案第29号 平成23年度伊達市後期高齢者医療特別会計予算 

 予算総額 610,566千円  前年度比 △59,136千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

健康福祉部 

国保年金課 

議案第30号 平成23年度伊達市介護保険特別会計予算 

 予算総額 5,031,821千円  前年度比 88,970千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

健康福祉部 

高齢福祉課 

議案第31号 平成23年度伊達市梁川簡易水道事業特別会計予算 

 予算総額 196,714千円  前年度比 1,226千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

上下水道部 

総務課 

議案第32号 平成23年度伊達市月舘簡易水道事業特別会計予算 

 予算総額 186,858千円  前年度比 92,705千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

上下水道部 

総務課 

議案第33号 平成23年度伊達市公共下水道事業特別会計予算 

 予算総額 1,173,938千円  前年度比 △31,943千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

上下水道部 

下水道課 

議案第34号 平成23年度伊達市粟野地区農業集落排水処理事業特別会計予算 

 予算総額 14,528千円  前年度比 70千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

上下水道部 

下水道課 

議案第35号 平成23年度伊達市工業団地特別会計予算 

 予算総額 6,107千円  前年度比 △5千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

産業部 

商工観光課 

議案第36号 平成23年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計予算 

 予算総額 11,402千円  前年度比 0千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

総務企画部 

企画調整課 

議案第37号 

～ 

議案第50号 

平成23年度伊達市各財産区特別会計予算 

 予算総額(14財産区) 12,315千円  前年度比 3,383千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

産業部 

農林課 

議案第51号 

 

平成23年度伊達市水道事業会計予算 

 予算総額 2,192,007千円 

（収益的支出 1,468,146千円 資本的支出 723,861千円）   

前年度比 △56,944千円 

 根拠法令：地方公営企業法第24条 

上下水道部 

総務課 



 7 

議案第52号 平成23年度伊達市病院事業会計予算 

 予算総額 401,805千円 

（収益的支出 401,802千円 資本的支出 3千円）  

 前年度比 △22,408千円 

 根拠法令：地方公営企業法第24条 

梁川病院 

 

議案第53号 平成23年度伊達市訪問看護事業会計予算 

 予算総額 48,996千円 

（収益的支出 48,996千円 資本的支出 0千円）  

 前年度比 △141千円 

 根拠法令：地方公営企業法第24条 

梁川病院 

 

 

７．その他（２件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第54号 

 

福島県市町村総合事務組合規約の変更について 

福島県市町村総合事務組合において、市町村合併により市及び町村の構

成が変わったことによる規約の一部改正を行うため 

（主な内容） 

 組合議会議員の定数等の変更  

管理者及び副管理者の選任方法の変更 

 議決方法の特例についての条文の整理  

組合を組織する地方公共団体についての条文の整理 

根拠法令：地方自治法第286条第１項 

総務企画部 

人事課 

議案第55号 

 

伊達市過疎地域自立促進計画の変更について 

 昨年９月定例議会において議決された「伊達市過疎地域自立促進計画」 

について、計画内容に変更が生じたため 

 根拠法令：過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項 

総務企画部 

企画調整課 

 

２月24日 記者会見資料 

総務企画部 総務課 

電話 575-1111   


