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平成22年第３回伊達市議会定例会提出議案概要                                        

提出案件18件【専決処分の報告１件、報告４件、人事２件、条例の一部改正５件、補正３件、その他３件】 

 

１．専決処分の報告（１件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

報告第６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：３４，６９６円 

事故の概要：平成22年２月19日、福島県伊達市保原町上保原字上ノ原地内において、伊達市職員が公用車にて走

行中、前方不注意から右折しようと停車していた相手方車両に追突したもの。（専決処分日平成22年５月24日） 

※今回の損害賠償額は相手方の後遺症の検査費用等についてであり、相手方車両に対する損害賠償額について

は、現段階で確定していない。 

 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 

 

２．報告（４件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

報告第７号 

 

市が資本金を出資している法人の経営状況を説明する書類の提出について 

 福島地方土地開発公社の経営状況を説明する書類を提出するもの 

 根拠法令：地方自治法第243条の３第２項 

総務企画部 

企画調整課 

報告第８号 

 

市が資本金を出資している法人の経営状況を説明する書類の提出について 

 株式会社保原振興公社の経営状況を説明する書類を提出するもの 

 根拠法令：地方自治法第243条の３第２項 

保原総合支所 

報告第９号 平成21年度伊達市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 平成21年度伊達市一般会計予算のうち平成22年度に繰り越した事業の繰越明許費に係る繰越計算書について調整し

たので報告するもの 

 （繰り越した事業） 

財務部 

財政課 

資料１ 
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  地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業（20事業）地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業（１事業） 

  地域活性化・公共投資臨時交付金事業（３事業）国土利用計画策定事業、介護基盤整備事業、 

子ども手当システム改修事業、新型インフルエンザ予防接種助成事業、内水排除ポンプ設置事業 

全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）整備事業 地震防災ハザードマップ作成事業 

 根拠法令：地方自治法施行令第146条第２項 

報告第10号 平成21年度伊達市つきだて花工房特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 平成21年度伊達市つきだて花工房特別会計のうち平成22年度に繰り越した事業の繰越明許費に係る繰越計算書につ

いて調整したので報告するもの 

 （繰り越した事業）つきだて花工房施設設備改修事業 

 根拠法令：地方自治法施行令第146条第２項 

つきだて花工房 

 

 

２．人事（２件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第75号 

議案第76号 

 

伊達市掛田財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

 伊達市掛田財産区管理会委員２名の退任に伴い、新たな管理会委員２名の選任について、議会の同意を求めるもの 

 根拠法令：伊達市財産区管理会条例第３条第１項 

産業部 

農林課 

 

３．条例の一部改正（５件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第77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 

 地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正に伴い、所要の改正をするもの 

（主な内容） 

１．育児休業等ができる職員の改正 

２．再度の育児休業等ができる特別の事情の改正 

３．人事院規則で定める期間基準とし条例で定める期間の規定整備 

４．育児休業等承認の取消事由の改正 

総務企画部 

人事課 
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議案第78号 

 

 

 

伊達市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正をするもの

（主な内容） 

１．３歳に満たない子を養育する職員の時間外勤務等の規定整備 

総務企画部 

人事課 

議案第79号 

 

 

 

伊達市税条例の一部を改正する条例について 

地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正をするもの 

（主な内容） 

１ 個人住民税関係 

(1)給与所得者の扶養親族申告書等の創設 

(2)65歳未満の者の公的年金等の所得に係る所得割の徴収方法（個人住民税） 

 ２ たばこ税関係 

(1)たばこ税の税率改定 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

財務部 

税務課 

議案第80号 伊達市税特別措置条例の一部を改正する条例について 

過疎地域自立促進特別措置法の一部改正に伴い、所要の改正をするもの 

 （主な内容） 

  過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める

省令の改正に伴い、その適用期限の延長を平成22年３月31日から平成23年３月31日までとする。 

適用期日：平成22年４月１日 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

財務部 

税務課 

議案第81号 伊達市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

地方税法等の一部改正及び平成22年度国民健康保険税の税率を定めるため、所要の改正をするもの 

（主な内容） 

 (1)平成22年度国民健康保険税の税率改定 

 (2)医療分及び後期高齢者支援金に係る課税限度額の改定 

 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 
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４．補正予算（３件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第 82 号 平成22年度伊達市一般会計補正予算(第１号) 資料１の１ 

 歳出   デマンド交通システム構築事業17,745千円、老人保健特別会計繰出金10,649千円 

 歳入   国庫支出金17,945千円、県支出金565千円、財政調整基金繰入金11,541千円 

 補正総額 30,051千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第 83 号 平成22年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算(第１号) 

 国民健康保険税の本算定（按分率改定）による補正と保険給付費、高齢者医療制度納付金等の補正を行う。 

 補正総額 100,493千円 

 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 84 号 平成22年度伊達市老人保健特別会計補正予算(第１号)  資料１の１ 

 過年度分の医療費交付金や国県負担金の精算確定に伴い償還金等の補正を行う。 

 補正総額 10,649千円 

 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 

 

５．その他（３件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第85号 工事請負契約の締結について 

 市内で等しくブロードバンド環境を受けることができるよう通信事業者による整備が望めない条件不利地域に、光フ

ァイバ網等の情報通信基盤を構築し、それを通信事業者へ貸与してインターネットサービス等を提供する方式で情報通

信基盤を整備する事業で、その工事請負契約の締結について議会の議決を求めるもの 

  契約の内容  伊達市地域情報通信基盤整備工事請負契約 

 契約金額   4億8,090万円 

契約の方法  随意契約 

総務企画部 

企画調整課 
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  契約の相手方 福島県福島市山下町５番10号 

東日本電信電話株式会社福島支店 支店長 三和千之 

  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２条 

議案第86号 財産の取得について 

 住民情報システム再構築に伴う新住民記録・税系システム構築業務委託において、システム機器の取得を含んでおり

その金額が基準金額を超えるため、財産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  システム機器（サーバ18台、端末機147台、プリンタ57台・ＯＣＲ機器、その他周辺機器） 

  取得の金額  ５，１２３万円 

契約の方法  随意契約 

  契約の相手方 福島県福島市栄町６番６号 ユニックスビル 

         富士通株式会社福島支社 支社長 中野圭 

  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 

総務企画部 

企画調整課 

議案第87号 財産の取得について 

 住民情報システム再構築に伴い庁内ネットワーク整備業務委託において、ネットワーク機器の取得を含んでおりその

金額が基準金額を超えるため、財産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  ネットワーク機器（認証サーバ6台、管理サーバ3台、コアスイッチ14台、フロアスイッチ26台、無

停電装置などその他周辺機器） 

 取得金額   ３，４０８万円 

契約の方法  随意契約 

  契約の相手方 福島県福島市栄町６番６号 ユニックスビル 

         株式会社富士通エフサス福島支店 支店長 幸田彰一 

  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 

総務企画部 

企画調整課 

 

 



                                   

 

平成22年度６月伊達市補正予算の概要 

 

 

○一般会計補正予算（第１号） 

  一般会計補正予算（第１号）については、デマンド交通システム構築業務、老

人保健特別会計繰出金など、喫緊の事業などについて予算補正を行う。 

 

１ 歳入歳出予算の補正 

補正前の額     25,161,358千円 

補正額            30,051千円 

補正後の額     25,191,409千円 

財源 国庫支出金17,945千円、県支出金565千円 

財政調整基金繰入11,541千円 

 

２ 補正の主な事業内容 

 ① デマンド交通システム構築業務            17,745千円 

     保原町商工会に設置されているデマンドタクシーの受付配車システム

が老朽化したため、新しいシステムを導入する経費を計上する。財源には、

国の地域情報通信技術人材育成・活用事業交付金を充てます。 

  

② 老人保健特別会計繰出金                10,649千円 

21年度において医療費の支出より第三者納付金などの収入が上回ったた

め、11,133千円を一般会計に繰出しました。 

平成21年度分の第三者納付金などの精算（社会保険診療報酬支払基金な

どへ返還）が発生するため、必要額を22年度の一般会計から老人保健特別

会計へ繰出します。 

    

※ 第三者納付金…交通事故などは過失割合に応じ、自賠責保険や個人保険

から医療費を支払うことが原則で、公的保険は使用できません。自由診

療になると医療点数が1点10円→20円となり、保険金額が高くならない

ようにするため、一時的に公的保険を使用し、後日その費用を自賠責保

険などから納付されるものを第三者納付金といいます。 

資料１の１

６月10日 記者会見資料 

財務部 財政課 

電話 575-1189   


