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平成24年第１回伊達市議会定例会提出議案概要                     

提出案件64件【専決処分の報告２件 人事５件 条例制定２件 条例改正12件 補正15件 当初25件  

その他１件 決算２件】 

        

１．専決処分の報告（２件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

報告第１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：185,787円 

事故の概要：平成23年10月27日、伊達市職員が梁川分庁舎駐車場にて公用

車を運転した際に、後方確認不十分により駐車中の相手方車両に衝突し、相

手方車両に損傷を与えた。 

（専決処分日 平成23年12月19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２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増減及び規約の変更につい

て） 

地方自治法第286条第１項の規定により、平成24年３月31日をもって福島県

市町村総合事務組合から伊達市国見町大枝小学校組合、田島下郷町衛生組合、

西部環境衛生組合、西白河地方衛生処理一部事務組合及び白河地方水道用水

供給企業団を脱退させ、平成24年４月１日から南会津地方環境衛生組合を加

入させるため、福島県市町村総合事務組合規約を変更する。        

（専決処分日 平成24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

人事課 

 

２．人事（５件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第１号 

議案第２号 

議案第３号 

 

伊達市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることに

ついて 

 固定資産評価審査委員会委員の任期満了に伴い、委員の選任について議会

の同意を求める。 

根拠法令：地方税法第423条第３項 

総務企画部

総務課 

議案第４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、法務大臣に人権擁護委員の候補者を推薦

するにあたり、議会の意見を求める。 

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
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議案第５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。 

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 

教育委員会

教育総務課

 

３．条例制定（２件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第６号 

 

伊達市復興きずな基金条例の制定について 

（制定趣旨） 

福島県市町村復興支援交付金を活用し、市の復興に係る事業経費に充当す

るため、新たに基金設置の条例を制定する。 

（条例の主な内容） 

 基金については、福島県市町村復興支援交付金599,608千円を活用し、市の

復興に係る事業経費に充当する。 

（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 

 

伊達市暴力団排除条例の制定について 

（制定趣旨） 

暴力団が市民生活及び社会経済活動に多大な脅威を与え、市民の人権を脅

かしている状況に鑑み、暴力団の排除に関し基本理念を定め、並びに市及び

市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策、

市の事務及び事業における措置、少年に対する育成等における措置等を定め

ることにより暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保

するため、新たに条例を制定する。 

（条例の主な内容） 

暴力団の排除に関し基本理念や市の役割を定め、暴力団の排除に関する次

の施策等を推進する。 

市民等に対する支援、暴力団事務所の撤去の推進、広報及び啓発、公共工

事等における措置、不法な要求についての報告等、市の施設の使用における

措置、少年に対する育成等 

（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

 

４．条例改正（12件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第８号 

 

伊達市税条例の一部を改正する条例について  

（改正趣旨） 

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地

方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律並びに東日本大震

災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源

財務部 

税務課 
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の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律等が制定されたことに伴い、個

人住民税の均等割の標準税率、たばこ税の税率の引き上げ等、条例の一部を

改正する。 

（改正の主な内容） 

①個人市民税の税率の特例に関する事項 

平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人市民税に限り、均等割 

の標準税率（現行3,000円）について、500円を加算した額とする。 

②たばこ税の税率 

たばこ税の税率を現行の1,000本につき4,618円を5,262円とする。 

③たばこ税の税率の特例 

紙巻たばこ３級品の廃止時における品目と同一である紙巻たばこの税率 

は、現行の1,000本につき2,190円を2,495円とする。 

④東日本大震災に係る雑損控除額の特例 

「特例損失金額がある場合には、（災害関連支出がある場合には、申告書の

提出の日の前日までに支出したものに限る。）」の文言を追加する。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

議案第９号 

 

伊達市防災会議条例の一部を改正する条例について  

（改正趣旨） 

津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する 

法律が制定され、水防法の一部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正

する。 

（改正の主な内容） 

水防法の一部が改正され第32条が追加されたことにより、改正前の第32条

以降が１条ずつ繰り下げられたため、改正前の同法の第32条の規定を引用す

る当該条例において、引用条文の条番号を32条から33条へ改正する。 

（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10号 

 

伊達市消防団設置等に関する条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

現在、伊達市消防団ラッパ隊は、団員の士気高揚と規律ある行動を図るた 

め、その業務に従事しているが、これまでラッパ隊に係る規定はなく、消防

団における位置付け等が不明確で、活動形態も合併前の旧町各支団単位での

活動を基本としラッパ隊としての体裁を保ってきた。 

このような現状を踏まえ、組織を実質的に一本化し組織体制の確立を図る 

ため、条例の一部を改正する。 

（改正の主な内容） 

①消防団員の定数を改正し、伊達市消防団本部にラッパ隊長１名を新たに

設置する。 

・【現】消防団員の定員1,514人→【新】消防団員の定員1,515人 

市民生活部

環境防災課
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②ラッパ隊長の報酬額を他の分団長階級と同額に定める。 

・ラッパ隊長報酬額 年額120,000円 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

議案第11号 

 

伊達市介護保険条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

開業医の負担を軽減する目的による介護認定審査会の定数を増員するた 

め、及び平成24年度から平成26年度までの第５期介護保険事業計画に基づき、

第１号被保険者保険料の額を改定するため、条例の一部を改正する。 

（改正の主な内容） 

 ①介護認定審査会の定数を16人以内から22人以内とする。 

 ②介護保険料の額の改正 

平成24年度～26年度までの３年間の第１号被保険者の介護保険料年額 

標準世帯 第４段階２ 47,230円を58,440円に改正 11,210円増額 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

健康福祉部

高齢福祉課

議案第12号 

 

伊達市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

  児童福祉法の一部改正に伴い、引用している文言の修正及び児童クラブの

所在地（運営場所）が変更になったため、条例の一部を改正する。 

（改正の主な内容） 

①第１条の児童福祉法を引用している箇所を修正する。 

②別表第１のふしぐろ児童クラブ、やながわ児童クラブ、ほばら児童クラ 

ブの所在地を修正する。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

こども部 

こども保育課

議案第13号 

 

伊達市営住宅等条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律の制定に伴い、市営住宅の入居者の資格に、現に同居又

は同居しようとする親族があることを規定するため、条例の一部を改正する。 

（改正の主な内容） 

①市営住宅の入居者の資格に係る条件として現に同居又は同居しようとす

る親族があることの要件を維持する。 

②市営住宅の優先入居において、父子世帯、DV被害者を追加する。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

建設部 

管理課 

議案第14号 

 

伊達市下水道条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

下水道法施行令の一部を改正する政令が制定されたことに伴い、排水基準

上下水道部

下水道課 
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を緩和するため条例の一部を改正する。 

（改正の主な内容） 

・第15号中0.2ミリグラムを１ミリグラムに改める。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

議案第15号 

 

伊達市伊達情報ネットワーク複合施設館条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律の制定により図書館法が改正され、任命の基準、定数及

び任期その他図書館協議会に関することを条例で規定することに改正された

ことに伴い、任命基準等を規定するため条例の一部を改正する。 

（改正の主な内容） 

図書館協議会の委員の任命基準及び会議の開催について定める。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

教育委員会

教育総務課

議案第16号 

 

伊達市奨学資金貸与条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

奨学資金貸与額を県水準まで増額し制度の充実を図るため、条例の一部を

改正する。 

また、審査会の組織については、委員の委嘱及び審査会への諮問を市長か

ら教育委員会に改め、審査会の活動を教育委員会の権限で行うことについて

も、所要の改正を行う。 

（改正の主な内容） 

奨学資金の貸与額の変更と、審査会の組織に係る規定を削除し、教育委員

会が別に定めることとする改正を行う。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

教育委員会

教育総務課

議案第17号 

 

伊達市立学校施設使用料条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

保原小学校の改築に伴い、小アリーナと講堂を地域に開放するため、条例

の一部を改正する。 

（改正の主な内容） 

新たに保原小学校の小アリーナと講堂の使用料を追加する。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

教育委員会

教育総務課

議案第18号 

 

伊達市公民館条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

東日本大震災により危険な建築物となったため、伊達公民館を取り壊すこ

ととなったことから、公民館施設から伊達公民館を削除するため、条例の一

部を改正する。 

教育委員会

教育総務課
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（改正の主な内容） 

 別表から、伊達公民館の名称・位置についての項目を削除する。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

議案第19号 

 

伊達市公民館施設の利用に関する条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

東日本大震災により危険な建築物となったため、伊達公民館を廃止するこ

とに伴い、その使用料について削除するため、条例の一部を改正する。 

（改正の主な内容） 

 伊達公民館の使用料に関する別表の一部を削除する。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

教育委員会

教育総務課

 

５．補正予算（15件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第20号 

 

平成23年度伊達市一般会計補正予算（第８号） 

 歳出 震災に係る災害復旧事業等△106,803千円、放射能対策事業338,553

千円、その他市債繰上償還・整理予算等205,439千円 

 歳入 国庫支出金△295,902千円、県支出金899,141千円、繰入金△11,365

千円、諸収入165,339千円、市債△313,100千円、その他△6,924千円 

 補正総額 437,189千円 

 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第21号 平成23年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 歳入は、交付額決定により国庫支出金、県支出金が減額となったほか、過

去３年間の医療費の高額化による共同事業交付の増額及び国保財政安定化支

援事業繰入金見込額等の増額による一般会計繰入金の補正 

歳出は、一般管理費の予算整理、人件費補正による減額及び支出見込額の

精査による一般被保険者療養費、葬祭費、共同事業拠出金等の増額による補

正 

補正総額 16,563千円 

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22号 平成23年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 歳入は、平成23年度の保険基盤安定負担金の確定により、一般会計から繰

入する額を減額、震災により発生した通信運搬費の補填措置及び70歳以上の

後期高齢健診の負担が変更されたことに伴い、一般会計繰入金を減額する。 

歳出の主な補正は、臨時特例基金事業の対象となる通信運搬費用について

財源変更することや、保険基盤安定負担金及び広域連合納付金の確定により

減額補正する。 

 補正総額 △3,028千円 

健康福祉部

国保年金課
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根拠法令：地方自治法第218条第１項 

議案第23号 平成23年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 歳入の主な補正は、東日本大震災による介護保険料の減免額の見込額によ

る介護保険料の減額、介護給付費交付金（支払基金）の内示による減額及び 

一般会計繰入金の減額補正 

歳出の主な補正は、実績見込額精査による保険給付費等の減額及び準備基

金積立金の減額補正 

 補正総額 △119千円 

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24号 平成23年度伊達市梁川簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 歳入の主な補正は、水道加入者減による加入金の減額、事業費精査による

国庫補助金の減額及び起債の減額等による補正 

 歳出では、事業費精査による維持管理費の減額、建設改良費の減額及び公

債費の減額による補正 

補正総額 △4,128千円 

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25号 平成23年度伊達市月舘簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 歳入の主な補正は、事業費精査による国庫補助金の増額、一般会計繰入金

の増額及び起債の減額等による補正 

 歳出では、事業費精査による建設改良費の減額及び予備費の増額等による

補正 

 補正総額 1,332千円 

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26号 平成23年度伊達市公共下水道事業特別会計補正予算（第６号） 

 歳入の主な補正は、下水道使用料の減額、災害復旧費国庫負担金の減額、

一般会計繰入金の追加、雑入の追加、下水道事業債の減額及び災害復旧事業

債の減額等による補正 

 歳出では、下水道管理費の減額、下水道建設費の減額及び下水道災害復旧

費の減額による補正 

 補正総額 △17,992千円 

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27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補正予算（第２号） 

 歳入は、財政調整基金利子の追加による追加補正 

 歳出は、財政調整基金積立金の追加による追加補正 

 補正総額 87千円 

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28号 平成23年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計補正予算（第２号） 

宅地売払収入の減額に伴う一般会計繰入金の増額補正 

総務企画部

企画調整課
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補正総額 △258千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

議案第29号 平成23年度伊達市梁川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 ２千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

産業部 

農林課 

議案第30号 平成23年度伊達市白根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財源調整 

 補正総額 変更なし 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

産業部 

農林課 

議案第31号 平成23年度伊達市富野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 ４千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

産業部 

農林課 

議案第32号 平成23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 29千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

産業部 

農林課 

議案第33号 平成23年度伊達市大字掛田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財源調整 

 補正総額 変更なし 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

産業部 

農林課 

議案第34号 平成23年度伊達市水道事業会計補正予算（第３号） 

 収益的収入の主な補正は、その他雑収益の増額等による補正 

 資本的収入の主な補正は、工事負担金の減額等による補正 

 資本的支出の主な補正は、配水施設設備費の減額等による補正 

補正総額 収益的収入 18,068千円  

資本的収入△ 7,128千円 資本的支出 △31,129千円 

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（25件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第35号 平成24年度伊達市一般会計予算 資料２ 

 予算総額 48,780,070千円 前年度比 21,887,570千円 

  放射能対策事業 23,892,541千円 皆増 

  その他事業   24,887,529千円 前年度比△2,004,971千円 △7.5％ 

 主な放射能対策事業の内訳 

 ・除染対策 23,195,303千円 

 ・健康管理   508,263千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

財務部 

財政課 

議案第36号 平成24年度伊達市国民健康保険特別会計予算 

 予算総額 7,618,845千円 前年度比 △83,740千円 

 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37号 平成24年度伊達市後期高齢者医療特別会計予算 

 予算総額 624,585千円 前年度比 14,019千円 

 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38号 平成24年度伊達市介護保険特別会計予算 

 予算総額 5,290,581千円 前年度比 258,760千円 

 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39号 平成24年度伊達市梁川簡易水道事業特別会計予算 

 予算総額 165,720千円 前年度比 △30,994千円 

 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40号 平成24年度伊達市月舘簡易水道事業特別会計予算 

 予算総額 195,165千円 前年度比 8,307千円 

 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41号 平成24年度伊達市公共下水道事業特別会計予算 

 予算総額 1,224,822千円 前年度比 50,884千円 

 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42号 平成24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 14,266千円 前年度比 △262千円 

 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43号 平成24年度伊達市工業団地特別会計予算 

 予算総額 6,110千円 前年度比 ３千円 

 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44号 平成24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45号 

～ 

議案第58号 

平成24年度伊達市各財産区特別会計予算 

 予算総額(14財産区) 12,569千円 前年度比 254千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

産業部 

農林課 



 10

議案第59号 

 

平成24年度伊達市水道事業会計予算 

 予算総額 2,201,240千円 

（収益的支出 1,456,249千円 資本的支出 744,991千円）   

前年度比 9,233千円 

 根拠法令：地方公営企業法第24条 

上下水道部

総務課 

 

７．その他（１件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第60号 

 

伊達市指定金融機関の指定について  

（趣旨） 

 指定金融機関については福島信用金庫と株式会社東邦銀行を２年間毎に交

替制で取扱わせているが、交替時期を４月１日から10月１日に変更するため、

所要の改正をするもの。 

 根拠法令：地方自治法施行令第168条第２項 

会計課 

 

８．決算（２件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第61号 

 

 

平成23年度伊達市病院事業会計決算認定について 

 平成23年度決算について、監査委員の意見を添えて議会の認定に付する。 

 根拠法令：地方公営企業法第30条第４項 

健康福祉部

健康推進課

議案第62号 

 

平成23年度伊達市訪問看護事業会計決算認定について 

 平成23年度決算について、監査委員の意見を添えて議会の認定に付する。 

 根拠法令：地方公営企業法第30条第４項 

健康福祉部

健康推進課

 

 

３月２日 記者会見資料 

総務企画部 総務課 

電話 575-1111   


