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平成23年第７回伊達市議会定例会提出議案概要                                                  

提出案件18件【人事１件、条例の一部改正５件、条例廃止１件、補正予算５件、その他６件】 

 

１．人事（１件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第153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もの 

（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．条例の一部改正（５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３ 

（改正趣旨） 

 市長の命を受け、政策の調査、企画立案、各部に跨る政策の企画調整等、

政策調整を強化し、市長のトップマネジメントの補佐等を行う組織である「市

長直轄」の新たな設置及び市長の渉外機能の拡充や市長の考え等を政策的に

広報し秘書・広報広聴機能の充実を図ることから総務企画部の再編等を行う

ため、当該条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

・市長直轄の新設 

・総務企画部を総務部に再編 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

総務企画部 

総務課 

議案第155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） 

 地方税法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、施行規則附則が改

正されたため、条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

・地方税法施行規則の改正に伴う条文の整理 

 税条例附則第10条の２第７項中、施行規則附則第７条第９項を同条第８項

に改正するもの 

地方税法施行規則が改正され、附則第７条第６項が削除されたため、

同条第９項が第８項に繰り上がるもの 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

財務部 

税務課 

資料１ 
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議案第156号 

 

伊達市災害弔慰金の支給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） 

 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律の改正に伴い、当

該条例について一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

・死亡した者の死亡当時における配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれ

もが存しない場合に限り、死亡した者の兄弟姉妹（死亡した者の死亡当時そ

の者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。）に対し、災害弔慰金を

支給するもの（ただし本市の場合、合併時において兄弟姉妹を対象とする規

定を独自に設けていたため、今回の法律改正に併せた所要の改正を行うもの） 

・災害弔慰金について譲渡、担保、差し押さえを禁止することとしたもので

あり、本市条例においても同様の規定を加えるもの 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

健康福祉部 

社会福祉課 

議案第157号 

 

伊達市重度心身障がい者医療費の給付に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

（改正趣旨） 

 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を

見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整

備に関する法律が施行され、障害者自立支援法の一部が改正されたことに伴

い、本市の当該条例について一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

障害福祉サービスに新たに「同行援護」が加えられたことにより、同法第

５条に新たな第４項が追加され、改正前の第４項以降が１項ずつ繰り下げら

れたため、引用条文の改正を行うもの 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

健康福祉部 

社会福祉課 

議案第158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 

（改正趣旨） 

 保原小学校の使用を開始するにあたり、本条例附則中の経過措置を削除す

るため、条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

本条例附則中の経過措置、「別表（第２条の表）位置の項中「伊達市保原町

字弥生町15番地」は、当分の間、「伊達市保原町大泉字大舘78番地」とする。」

を削除するもの 

（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 
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３．条例廃止（１件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第159号 

 

伊達市指定居宅介護支援事業所条例を廃止する条例について 

（廃止趣旨） 

 介護保険法第79条第１項の規定に基づく指定居宅介護支援事業を行うた

め、伊達市指定居宅介護支援事業所として伊達市梁川訪問看護ステーション

居宅介護支援事業所を設置していたが、伊達市立梁川病院事業及び梁川訪問

看護事業の廃止に伴い、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 

健康福祉部 

高齢福祉課 

 

４．補正予算（５件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第160号 

 

平成23年度伊達市一般会計補正予算（第７号） 資料２ 

 歳出 震災に係る災害復旧事業等710,858千円、放射能対策事業1,519,542

千円、その他国・県補助事業等△8,299千円 

 歳入 市税△122,701千円、地方交付税510,577千円、国庫支出金1,636,676

千円、県支出金73,710千円、繰入金△4,693千円、諸収入等12,232千円、

市債116,300千円 

補正総額 2,222,101千円 

（根拠法令）地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第161号 平成23年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 歳入の主な補正は、交付額決定による普通調整交付金等の国庫補助金の増

額、療養給付費交付金過年度不足分の増額及び一般会計繰入金の保険基盤安

定繰入金等について増額補正するもの 

歳出では、人件費の増額、保険給付費のうち支払額の増額が見込まれる療

養費及び高額療養費の増額並びに過年度分療養給付費負担金超過交付分返還

金について増額補正するもの 

補正総額 86,705千円 

（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23年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 歳入については、人事異動に伴う人件費と介護保険法改正によるシステム

改修委託料の一般会計繰入金の増額補正をするもの 

 歳出については、人事異動に伴う人件費と介護保険法改正によるシステム

改修委託料の増額補正をするもの 

 補正総額 15,533千円 

（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163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５号) 

 歳入の主な補正は、受益者負担金の増額、一般会計繰入金の減額等の補正

をするもの 

上下水道部 

下水道課 

javascript:void:(0);


 4 

 歳出では、総務費の公課費の増額、人件費の増額、補償・補填及び賠償金

（水道移設補償費）の減額、公債費の元金及び利子の財源補正等の補正をす

るもの  

 補正総額 △650千円 

（根拠法令）地方自治法第218条第１項 

議案第 164号 平成23年度伊達市水道事業会計補正予算(第２号) 

 人件費の補正及び消費税等の補正をするもの 

 補正総額 収益的支出 5,204千円  

資本的支出  110千円 

（根拠法令）地方公営企業法第24条 

上下水道部 

総務課 

 

 

 

５．その他（６件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第 165号 伊達市道路線の廃止について 

（提案の理由） 

 土地改良事業に伴う終点位置の変更等の理由により、現路線を廃止する 

もの 

（主な内容） 

・東川原５号線（土地改良事業に伴う終点位置が変更となったため） 

・反田線（終点位置を変更して認定するため） 

（根拠法令） 

道路法第10条第３項 

建設部 

土木課 

議案第 166号 伊達市道路線の認定について 

（提案の理由） 

 都市計画法第40条の規定に基づき、本市に帰属された道路を認定する等 

の理由により、新たに11路線を認定するもの 

（主な内容） 

・馬場口８号線、馬場口９号線（都市計画法第40条の規定に基づき、本市に

帰属された道路を認定するため） 

・矢矧伝並柳線（土地改良事業によって整備された路線を認定するため） 

・東川原９号線（土地改良事業に伴い終点位置が変更されたため、新たな 

路線として認定するため） 

・将監１号線、将監２号線、東川原10号線（土地改良事業に伴い、路線の変

更又は路線の区域が変更されたことから、除外された旧道部分を別路線とし

て認定するため） 

・吉ケ作中平線、東深田線、元苗内早稲田線、前山馬城内線（現に一般の 

交通の用に供しており、管理すべき路線として認定するため） 

（根拠法令） 

道路法第８条第２項 

建設部 

土木課 
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議案第 167号 伊達市道路線の変更について 

（提案の理由） 

 河川整備事業に伴い起点位置に変更が生じた等の理由により、路線を変 

更するもの 

（主な内容） 

・小蓋５号線（河川整備事業に伴い起点位置に軽微な変更が生じたため、 

路線の変更を行うため） 

・将監北河原線（土地改良事業に伴い起点位置に軽微な変更が生じたため、 

路線の変更を行うため） 

（根拠法令） 

道路法第10条第３項 

建設部 

土木課 

議案第 168号 伊達市国見町大枝小学校組合規約の変更について 

（提案の理由） 

 伊達市国見町大枝小学校組合の規約改正につき、構成団体である伊達市及

び国見町の議会の議決を求めるもの 

（主な内容） 

 平成24年３月末日をもって解散する伊達市国見町大枝小学校組合の事 

務承継規定を組合規約に明記するため、規約改正を行うもの 

（根拠法令） 

地方自治法第286条第１項 

教育委員会 

教育総務課 

議案第 169号 工事請負契約の締結について  

（提案の理由） 

 保原小学校解体工事について、契約予定金額が条例で定められた金額以上

となるため、本契約を行うにあたり議会の議決を求めるもの 

（主な内容） 

契約の金額  １８１，６５０，０００円 

契約の方法  指名競争入札 

契約の相手方 福島県伊達市梁川町字東土橋１５番地の１                

       佐藤工業株式会社伊達支店 執行役員支店長 太田収一                

（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

２条 

教育委員会 

教育施設課 

議案第170号 財産の取得について  

（提案の理由） 

 保原小学校の備品を取得することについて、議会の議決を求めるもの 

（主な内容） 

 取得の内容  児童用机・椅子等 

 取得金額   １９，８０４，０５０円 

 契約の方法  指名競争入札 

 契約の相手方 福島県伊達市保原町四丁目２番地 

教育委員会 

教育施設課 
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株式会社水口家具センター 代表取締役 水口秀雄 

（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 

 

11月24日 記者会見資料 

総務企画部 総務課 

電話 575-1111   


