
平成24年第５回伊達市議会定例会提出議案概要 

提出案件31件 

【専決処分の報告２件、専決処分の承認１件、人事３件、条例制定４件、条例の一部改正12件、補正４件、

その他５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11号 専決処分の報告について 

（主な内容） 

損害賠償額：46,389円 

事故の概要：平成24年３月22日、伊達市役所梁川分庁舎駐車場に設置し

ていた「おもいやり駐車場」表示板が、強風により、駐車していた相手方

車両を直撃し、損傷を与えたもの 

専決処分日：平成24年９月25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 

総務部 

総務課 

報告第12号 専決処分の報告について 

（主な内容） 

損害賠償額：233,572円 

事故の概要：伊達市職員の運転する公用車の２台前を走っていた車が、

前方に飛び出した動物を避けるために急ブレーキを踏み、その後方を走行

していた相手方車両も追突を避けるため急ブレーキを踏んだため、ブレー

キが間に合わず追突してしまったもの 

専決処分日：平成24年11月12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 

 

２．専決処分の承認（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課

議案第138号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

（平成24年度伊達市一般会計補正予算（第３号）） 

 第46回衆議院議員総選挙執行経費について専決処分により補正を行ったも

の 

 補正総額： 20,519千円 

財  源： 選挙執行経費委託金 20,519千円 

専決処分日：平成24年11月16日 

（根拠法令） 

地方自治法第179条第３項 

財務部 

財政課 

資料１ 



３．人事（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課

議案第139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 

（主な内容） 

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

議案第140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 

（主な内容） 

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

議案第141号 

 

伊達市五十沢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 

（主な内容） 

 伊達市五十沢財産区管理会委員１名の退任に伴い、新たな委員１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 

 

４．条例制定（４件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課

議案第142号 伊達市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の制定

について 

（制定趣旨） 

東日本大震災復興特別区域法に基づき、国の認定を受けた福島県復興推進

計画に定められた復興産業集積区域内に一定の事業の用に供する施設等の新

増設をした事業者に対する固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定め

るため、条例を制定し、附則により次の条例の一部改正を行うもの 

①伊達市税特別措置条例 

②伊達市工場等誘致条例 

（条例の主な内容） 

市内の復興産業集積区域内に復興推進事業を行なう者として市から指定を

受けた事業者が復興推進計画の国の認定の日（平成24年4月20日）から平成28

年3月31日までの間に工場等を設置した場合、当該対象施設に係る土地、家屋、

償却資産の固定資産税を事業者の申請により、５箇年度分に限り、課税免除

するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

財務部 

税務課 



議案第143号 伊達市給水施設等条例の制定について 

（制定趣旨） 

専用水道及び簡易水道に係る権限が県から市へ移譲されることにより、必

要な事項を定めるため、条例を制定するもの 

（条例の主な内容） 

水道法第46条、第48条の2、第50条、第50条の2関係について、平成25年4

月1日より「専用水道及び簡易水道に係る権限について」県から市へ事務権限

移譲がされることにより、必要事項を定めるもの 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

上下水道部

総務課 

議案第144号 伊達市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理

者の資格基準に関する条例の制定について 

（制定趣旨） 

水道法の一部改正により、水道事業布設工事の工事監督者の配置基準や資

格基準及び水道技術管理者の資格に伴う基準について、必要な事項を定める

ため、条例を制定するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

上下水道部

総務課 

議案第145号 

 

指定管理者制度導入に伴う関係条例の整理に関する条例について 

（制定趣旨） 

伊達市の体育施設の管理運営にかかる指定管理者制度の導入に伴い、関係

条例の一部を改正する条例を定めるもの 

（条例の主な内容） 

 次の条例について、指定管理者制度導入にかかる所要の改正を行うもの 

①伊達市市民体育館条例 

②伊達市民運動場条例 

③伊達市民テニスコート条例 

④伊達市市民プール条例 

⑤伊達市梁川弓道場条例 

⑥伊達市屋内ゲートボール場条例 

（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．条例の一部改正（12件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課

議案第146号 伊達市部等設置条例の一部を改正する条例について    

（改正趣旨） 

効率的な行政組織の確立と新たな行政課題に柔軟に対応し得る仕組みの構

築に伴い、組織の改編を行うため、条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

・こども部の教育委員会への移管に伴う改正 

総務部 

総務課 



・簡易水道事業の廃止に伴う上下水道部の事務分掌の改正 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

議案第147号 伊達市職員定数条例の一部を改正する条例について    

（改正趣旨） 

効率的な行政組織の確立と新たな行政課題に柔軟に対応し得る仕組みの構

築に伴い、組織の改編を行うため、条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

こども部の教育委員会への移管に伴い、職員定数を変更するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

総務部 

人事課 

議案第148号 伊達市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための

基本的な指針の改正に伴い、条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

「鳥獣被害対策実施隊員のうち鳥獣被害防止特措法第９条第３項第２号に掲

げる市町村長が任命する者については、地方公務員法その他の関係法令に基

づき、非常勤の公務員として、被害防止対策に係る活動に対する報酬が支給

されるとともに、当該活動において発生した災害に対する補償が行われるこ

ととなる」とされたため、別表に「鳥獣被害対策実施隊員」を追加するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

総務部 

総務課 

議案第149号 伊達市表彰条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

金品の寄付による功労表彰を廃止し、金品の寄付による善行表彰の基準を

500万円に引き上げるため、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 

総務部 

秘書広報課

議案第150号 伊達市特別会計条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

伊達市梁川簡易水道事業及び月舘簡易水道事業及び堰本財産区の廃止に伴

い、平成25年３月31日をもって伊達市梁川簡易水道事業特別会計、伊達市月

舘簡易水道事業特別会計、伊達市堰本財産区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151号 伊達市暴力団排除条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

暴力団対策法の改正により、暴力追放運動推進センターに関する条文が「法

市民生活部

環境防災課



第32条の2第1項」を「法第32条の3第1項」に改正されたため、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 

議案第152号 伊達市立保育所設置条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

平成25年4月1日から上保原認定こども園が開園することに伴い、保原第２

保育園を平成25年3月31日をもって廃止するため、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 

こども部 

こども保育

課 

議案第153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） 

平成25年4月1日から上保原認定こども園が開園することに伴い、上保原幼

稚園を平成25年3月31日をもって廃止するため、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 

こども部 

こども保育

課 

議案第154号 

 

伊達市財産区管理会条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

堰本財産区を平成25年3月31日をもって廃止するため、条例の一部を改正

し、附則により次の条例の一部改正を行うもの 

①伊達市財産区基金条例 

②伊達市財産区の財産の管理及び処分に関する条例 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

産業部 

農林課 

議案第155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による、公営住宅法の改正により、条例の一部を改正す

るもの 

（改正の主な内容） 

入居収入基準について 

・収入基準（本来階層158,000円、裁量階層214,000円）を定めるもの 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

建設部 

管理課 

議案第156号 伊達市水道事業の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） 

伊達市水道事業の給水区域の変更に伴い、条例の一部を改正し、附則によ

り次の条例の改廃を行うもの 

①伊達市簡易水道給水条例の廃止 

②伊達市月舘簡易水道事業特別会計財政調整基金条例の廃止 

③伊達市給水条例の一部改正 

上下水道部

総務課 



（改正の主な内容） 

平成25年4月1日付で簡易水道（梁川簡易水道、月舘簡易水道）及び保原町富

沢地区の一部・霊山町上小国地区の一部を給水区域とすることに伴い、給水

区域及び給水人口を追加するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

議案第157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） 

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による、下水道法の改正により、条例の一部を改正する

もの 

（改正の主な内容） 

公共下水道の構造の基準並びに都市下水路の構造及び維持管理に関する基

準を追加するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

上下水道部

下水道課 

 

６．補正予算（４件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課

議案第158号 

 

平成24年度伊達市一般会計補正予算（第４号） 

歳出 災害復旧事業3,500千円、放射能対策事業149,857千円、その他事業

612,090千円 

歳入 市税33,237千円、地方特例交付金△40千円、普通交付税379,075千円、

分担金及び負担金1,156千円、使用料及び手数料△2,354千円、国庫

支出金50,646千円、県支出金184,578千円、寄附金200千円、繰入金

8,370千円、諸収入479千円、市債110,100千円 

 補正総額 765,447千円 

（根拠法令） 

地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第159号 平成24年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 歳出 総務費945千円、保険給付費206,036千円、償還金65,034千円 

 歳入  国庫支出金207,285千円、療養給付費等交付金25,684千円、繰入金 

    39,046千円   

 補正総額 272,015千円 

（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160号 平成24年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 歳出 総務管理費△698千円、保険給付費557,369千円、基金積立金 

△108,363千円、諸支出金234千円 

歳入 国庫支出金145,748千円、支払基金交付金161,637千円、県負担金

72,184千円、繰入金68,973千円 

健康福祉部

高齢福祉課



 補正総額 448,542千円 

（根拠法令） 

地方自治法第218条第１項 

議案第161号 

 

平成24年度伊達市公共下水道事業特別会計補正予算(第２号) 

 歳出 総務管理費54千円、下水道建設費△114,450千円 

 歳入 受益者負担金10,924千円、国庫補助金△30,800千円、県補助金 

△1,400千円、一般会計繰入金△37,820千円、下水道事業債△55,300

千円 

 補正総額 △114,396千円 

（根拠法令） 

地方自治法第218条第１項 

上下水道部

下水道課 

 

７．その他（５件） 

議案第162号 伊達市道路線の廃止について 

(1) 国道349号バイパス事業及び伝樋川河川改修事業により廃止するもの 

 路線番号 21012 路線名 八筋下川原線(やすじしもがわら) 

 路線番号 21028 路線名 下川原高川原線(しもがわらたかがわら) 

 路線番号 21029 路線名 下川原１号線(しもがわらいちごう) 

(2)国道349号線バイパス事業により廃止するもの 

 路線番号 21025 路線名 北本町３号線(きたもとまちさんごう) 

 路線番号 21032 路線名 山城舘下川原線(やましろだてしもがわら) 

 路線番号 21062 路線名 西塩野川１号線(にししおのがわいちごう) 

 路線番号 21063 路線名 元舟場西塩野川線(もとふなばにししおのがわ) 

 路線番号 21064 路線名 西塩野川２号線(にししおのがわにごう)  

 路線番号 21065 路線名 元舟場３号線(もとふなばさんごう) 

 路線番号 21066 路線名 元舟場１号線(もとふなばいちごう) 

 路線番号 21235 路線名 大町西塩野川線(おおまちにししおのがわ) 

 路線番号 21247 路線名 東塩野川３号線(ひがししおのがわさんごう) 

(3)伝樋川河川改修事業により廃止するもの 

 路線番号 21031 路線名 下川原３号線(しもがわらさんごう) 

(4)梁川小学校建設事業により廃止するもの 

 路線番号 21024 路線名 北本町２号線(きたもとまちにごう) 

（根拠法令） 

道路法第10条第３項 

建設部 

土木課 

議案第163号 

 

伊達市道路線の認定について 

(1) 国道349号バイパス事業及び伝樋川河川改修事業により、廃止した路線を

別路線として認定するもの 

 路線番号 21274 路線名 八筋山城舘線(やすじやましろだて) 

 路線番号 21276 路線名 北本町下川原２号線(きたもとまちしもがわら

にごう) 

 路線番号 21282 路線名 山城舘５号線(やましろだてごごう) 

建設部 

土木課 



 路線番号 21283 路線名 山城舘６号線(やましろだてろくごう) 

(2) 国道349号バイパス事業により、廃止した路線を別路線として認定するもの 

 路線番号 21279 路線名 山城舘下川原２号線(やましろだてしもがわら

にごう) 

 路線番号 21280 路線名 山城舘下川原３号線(やましろだてしもがわら

さんごう) 

 路線番号 21281 路線名 山城舘４号線(やましろだてよんごう) 

 路線番号 21284 路線名 西塩野川町裏線(にししおのがわまちうら) 

 路線番号 21285 路線名 西塩野川東塩野川線(にししおのがわひがしし

おのがわ) 

 路線番号 21286 路線名 東塩野川線(ひがししおのがわ) 

 路線番号 21287 路線名 西塩野川４号線(にししおのがわよんごう) 

 路線番号 21288 路線名 西塩野川５号線(にししおのがわごごう) 

 路線番号 21289 路線名 元舟場１号線(もとふなばいちごう) 

 路線番号 21290 路線名 元舟場西塩野川線(もとふなばにししおのがわ) 

 路線番号 21291 路線名 西塩野川元舟場線(にししおのがわもとふなば) 

 路線番号 21292 路線名 西塩野川６号線(にししおのがわろくごう) 

 路線番号 21293 路線名 元舟場２号線(もとふなばにごう) 

 路線番号 21294 路線名 元舟場３号線(もとふなばさんごう) 

(3) 梁川小学校建設事業により、廃止した路線を別路線として認定するもの 

 路線番号 21277 路線名 北本町５号線(きたもとまちごごう) 

(4) 梁川小学校建設事業により認定するもの 

 路線番号 21275 路線名 北本町４号線(きたもとまちよんごう) 

 路線番号 21278 路線名 山城舘３号線(やましろだてさんごう) 

(5)一般の交通の用に供するため、認定するもの 

路線番号 53057 路線名 門ノ内１号線（かどのうちいちごう） 

路線番号 53058 路線名 門ノ内２号線（かどのうちにごう） 

路線番号 53059 路線名 岩内越線（いわうちごし） 

路線番号 54045 路線名 天平舘山線（てんぺいたてやま） 

路線番号 54046 路線名 舘山線（たてやま） 

(6)沢川沢砂防ダム建設事業に伴い、付替えとなった道路法外の道路を、一般

の交通の用に供するため、認定するもの 

路線番号 44097 路線名 馬場鳥屋線（ばばとや） 

路線番号 44098 路線名 沢川鳥屋線（さわかわとや） 

（根拠法令） 

道路法第８条第２項 

議案第164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25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 霊山こどもの村管理会 

 指定の期間：平成25年４月１日から平成28年３月31日まで 

霊 山 総 合

支所 



（根拠法令） 

地方自治法第244条の２第６項 

議案第165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25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 霊山こどもの村管理会 

 指定の期間：平成25年４月１日から平成28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166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25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 霊山こどもの村管理会 

 指定の期間：平成25年４月１日から平成28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 

 

11月21日 記者会見資料 

総務部総務課 

電話 575-1111 


