
 1 

 

平成22年第７回伊達市議会定例会提出議案概要                                                 

提出案件28件【条例の一部改正５件、補正12件、その他11件】 

 

１．条例の一部改正（５件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 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 

 旅費の見直しを行い、日当及び宿泊費の支給額を引き下げるため、条例

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 

旅費の見直しを行い、日当及び宿泊費の支給額を引き下げるため、条

例を改正するもの。 

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157号 伊達市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について 

 職員旅費の見直しを行い、日当及び宿泊費の支給額を引き下げるため、

条例を改正するもの。 

 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158号 伊達市墓地条例の一部を改正する条例について 

 附帯施設として「伊達市無縁塔」を設置したため、条例を改正するもの。 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

市民生活部 

環境防災課 

議案第159号 伊達市立学校設置条例の一部を改正する条例について 

 泉原小学校を平成23年3月31日にて廃止し、平成23年4月1日より掛田

小学校に統合するため、条例を改正するもの。 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

教育委員会 

学校教育課 

 

２．補正予算（12件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第160号 

 

平成22年度伊達市一般会計補正予算（第４号） 

歳出 つきだて振興公社基金への出資35,000千円、梁川地区大町右城町

工区都市計画道路中央線整備支援事業11,700千円、県営ため池整備

事業19,635千円、泉原小学校閉校に関する経費1,390千円、梁川分庁

舎空調設備改修事業79,000千円、職員給与費の減額△32,562千円等 

 歳入 普通交付税608,390千円、国庫支出金14,435千円、県支出金21,046

千円、地域雇用創出・産業活性化基金繰入金5,163千円、過疎債65,400

千円等 

 補正総額 973,659千円 

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161号 

 

平成22年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 国・県支出金、療養給付費等交付金、繰入金の補正 

 レセプト請求オンライン化に伴う国保連合会システム更改費用市町村分

担金、保険給付費、共同事業拠出金の補正 

 補正総額 158,507千円 

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162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２号） 

 事務費繰入金の補正及び給与改定に伴う人件費の減額に関する補正。 

 補正総額 31千円 

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163号 

 

平成22年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 介護保険臨時特例基金・一般会計の繰入金と基金利子の補正。 

介護保険パンフレット作成費、臨時職員賃金、介護保険料還付金及び給

与改定に伴う人件費の減額に関する補正。 

 補正総額 1,396千円 

 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164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２号) 

 一般会計繰入金及び消火栓工事１基追加による一般会計負担金の補正。 

 消火栓設置工事費及び給与改定に伴う人件費の減額に関する補正。 

補正総額 720千円 

 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165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２号) 

 維持管理費、福島地方水道用水供給企業団受水費及び給与改定に伴う人

件費の減額に関する補正。 

 補正総額 ８千円 

 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166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２号) 

 下水道事業負担金、国庫補助金、一般会計繰入金及び市債、県補助金及

び雑入の補正。                                                                                                                                                  

 給与改定に伴う人件費の減額、事業費精査による下水道建設費及び公債

費の減額による補正。 

 補正総額 △108,832千円 

 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167号 

 

平成22年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

 分譲促進報償金及び補助金を追加する補正。 

補正総額 800千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

総務企画部 

企画調整課 

議案第168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２号) 

花工房・交流館ネットワーク工事等の施設管理事業及び事業費を追加す

る補正。  

つきだて花工房 
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補正総額 補正額なし（歳出内の組替え） 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

議案第169号 

 

平成22年度伊達市水道事業会計補正予算(第２号) 

 給与改定に伴う人件費の減額及び水道事業費用の増加及び建設改良費の

増加に伴う補正 

補正総額 収益的収入 5,483千円 

収益的支出 4,705千円  

資本的支出 7,218千円 

 根拠法令：地方公営企業法第24条 

上下水道部 

総務課 

議案第170号 

 

平成22年度伊達市病院事業会計補正予算（第１号） 

 給与改定に伴う人件費の減額及び看護師の退職補充のため、嘱託看護師 

を雇用するための賃金等を補正するもの。                                                                    

 補正総額 収益的支出 △3,933千円 

根拠法令：地方公営企業法第24条 

梁川病院 

議案第171号 

 

平成22年度伊達市訪問看護事業会計補正予算（第１号） 

 給与改定に伴う人件費の減額及び自動車修繕に係る費用を補正するも 

の。  

 補正総額 収益的支出 △657千円 

根拠法令：地方公営企業法第24条 

梁川病院 

 

３．その他（11件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第172号 

 

 

工事請負変更契約の締結について 

６月定例議会に議決された「伊達市地域情報通信基盤整備工事」におい 

て、契約内容に変更が生じたため 

根拠法令：伊達市議会の議決に付すべき契約及び財産取得又は処分に関 

する条例第２条 

総務企画部 

企画調整課 

議案第173号 

 

福島地方広域行政事務組合規約の変更について 

組合の解散に伴う事務の承継団体を福島市とするため、福島地方広域行 

政事務組合規約を変更することについて議決を求めるもの 

根拠法令：地方自治法第286条第１項 

総務企画部 

企画調整課 

議案第 174号 福島地方広域行政事務組合の解散について 

福島地方広域行政事務組合を解散することについて議決を求めるもの。 

根拠法令：地方自治法第288条及び第290条 

 

総務企画部 

企画調整課 

議案第 175号 福島地方広域行政事務組合の解散に伴う財産処分について 

福島地方広域行政事務組合の解散に伴う財産処分について議決を求める 

もの 

根拠法令：地方自治法第289条及び第290条 

総務企画部 

企画調整課 
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議案第 176号 伊達市道路線の廃止について 

 まちづくり交付金事業「伊達駅前地区」、市道D１１６６号線道路改良舗 

装工事及びかんがい排水事業（大立目地区）に伴い、路線を廃止するもの 

 六角３号線（まちづくり交付金事業「伊達駅前地区」に伴うもの） 

 矢矧伝並柳線（かんがい排水事業に伴うもの） 

根拠法令：道路法第10条第３項 

建設部 

土木課 

議案第 177号 伊達市道路線の認定について 

 まちづくり交付金事業、中山間地地域総合整備事業等に伴い、新たに５ 

路線を認定するもの 

 根田４号線（道路改良舗装工事に伴い、終点の変更が生じたため） 

 沼ノ平２号線（市道沼ノ平線を補完するため） 

 喜世田２号線（市道喜世田線を補完するため） 

 浜井場４号線（中山間地地域総合整備事業に伴い、起点の変更が生じた

ため） 

 矢矧伝東川原線（かんがい排水事業に伴うもの） 

根拠法令：道路法第８条第２項 

建設部 

土木課 

議案第 178号 伊達市道路線の変更について 

 まちづくり交付金事業、中山間地地域総合整備事業等に伴い、路線を変 

更するもの 

 沢田根田線（道路改良舗装工事に伴い、市道の終点を変更するもの） 

 浜井場1号線（中山間地地域総合整備事業に伴い、市道の始点を変更する

もの） 

根拠法令：道路法第10条第３項 

建設部 

土木課 

議案第 179号 指定管理者の指定について 

 伊達市霊山こどもの村の指定管理者について、平成23年３月31日で期間

満了となるため、新たに指定管理者を指定するもの。 

 指定管理者：社団法人 霊山こどもの管理会 

 指定の期間：平成23年４月１日から平成25年３月31日まで 

根拠法令：地方自治法第244条の２第６項 

霊山総合支所 

議案第 180号 指定管理者の指定について 

 伊達市霊山こどもの村児童館の指定管理者について、平成23年３月31日

で期間満了となるため、新たに指定管理者を指定するもの。 

 指定管理者：社団法人 霊山こどもの管理会 

 指定の期間：平成23年４月１日から平成25年３月31日まで 

 根拠法令：地方自治法第244条の２第６項 

霊山総合支所 

議案第 181号 指定管理者の指定について 

 伊達市りょうぜん紅彩館の指定管理者について、平成23年３月31日で期

間満了となるため、新たに指定管理者を指定するもの。 

 指定管理者：社団法人 霊山こどもの管理会 

 指定の期間：平成23年４月１日から平成25年３月31日まで 

霊山総合支所 
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 根拠法令：地方自治法第244条の２第６項 

議案第 182号 指定管理者の指定について 

 伊達市つきだて花工房の指定管理者を指定するため。 

指定管理者：一般社団法人つきだて振興公社 

指定の期間：平成23年４月１日から平成26年３月31日まで 

 根拠法令：地方自治法第244条の２第６項 

つきだて花工房 

 

 

12月２日 記者会見資料 

総務企画部 総務課 

電話 575-1111   


