
  

平成24年第４回伊達市議会定例会提出議案の概要 

提出案件57件 

（報告３件、人事２件、条例制定１件、条例の一部改正２件、補正23件、決算26件） 

 

１．報告（３件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 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  

（主な内容） 

 一般社団法人つきだて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  

月舘総合支

所 

報告第９号 

 

平成23年度伊達市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

（主な内容） 

【健全化判断比率】 

         伊達市の比率（早期健全化基準比率） 

 実質赤字比率   赤字なし  （12.59％） 

 連結実質赤字比率 赤字なし  （17.59％） 

 実質公債費比率  11.6％   （25.0％） 

 将来負担比率   80.5％   （350.0％） 

【資金不足比率】  

伊達市においては資金不足を生じている会計なし 

（根拠法令） 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項、第22条第１項 

財務部 

財政課 

報告第10号 

 

平成23年度伊達市一般会計継続費精算報告書について 

（主な内容） 

地方自治法施行令第145条第2項の規定により、平成23年度に終了した継続

費の精算について、議会に報告するもの。 

 【事業名】 

 保原小学校改築事業 

【設定年度】 

 平成22年度から平成23年度まで 

【事業費】 

 計画 2,682,475,000円 

 実績 2,595,354,300円 

 差額   87,120,700円 

（根拠法令） 

地方自治法施行令第145条第２項  

財務部 

財政課 

資料１ 



  

２．人事（２件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第84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85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

３．条例制定（１件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第86号 

 

東日本大震災の災害被害者に対する平成24年度における国民健康保険税

の減免に関する条例の制定について 

（制定趣旨） 

平成23年度に行った、東日本大震災による地震災害等の被害者への国民健

康保険税の減免を、平成24年度延長適用するための条例を制定するもの 

（条例の主な内容） 

(１) 主たる生計維持者及び主たる生計維持者以外の被保険者が以下の 

被害を受けた場合 

区分 減免の割合 

主たる生計維持者 死亡したとき 10分の10 

行方不明になったとき 

重篤な傷病を負ったとき

※世帯の主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となった世帯は、

行方不明者を含み算定された国民健康保険税から行方不明者以外の被

保険者で算定された当該世帯にかかる保険税を差し引いて得た額を減

免する 

(２) 世帯の居住する住宅が以下の損害を受けた場合 

損害の程度 減免の割合 

家屋が全壊と判定されたとき 

（損害の程度が10分の5以上） 

10分の10 

家屋が大規模半壊又は半壊と判定されたとき 

（損害の程度が10分の2以上10分の5未満） 

10分の５ 

(３)原子力災害対策特別措置法の規定による指示を受けた下記の区域に 

居住していた世帯 

健康福祉部

国保年金課

 



  

区分 減免の割合 

原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定によ

る指示により、退避することとされた区域若しくは

屋内に待機することとされた区域 

10分の10 

原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定によ

る指示により、警戒区域若しくは計画的避難区域若

しくは緊急時避難準備区域に設定された区域 

原子力災害対策特別措置法の規定による指示により

特定避難勧奨地点に指定された地点 

(４)減免対象となる平成24年度の国保税 

  ・平成24年４月２日から平成25年４月１日までに納期限(特別徴収におい

ては年金支給日)が設定されたものを減免の対象とする 

・減免額は、(1)(2)の被害区分については平成24年４月から９月までの 

月割額を対象とする 

  ・(3)の被害区分については、平成24年度相当分全額を対象とする 

  ・平成23年３月11日以降の加入期間にかかる、平成22年度相当分・平成

23年度相当分の国保税で、平成24年４月２日以後に納期限が設定され

ている部分(資格異動や所得変更などにより発生したもの)についても

対象とする 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

４．条例の一部改正（２件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第87号 

 

伊達市介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

第５期介護保険事業計画期間における介護保険料率の増加抑制のため、財

政安定化基金特例交付金が交付され、当該交付金の使途に従い、平成24年度

から平成26年度に介護保険特別会計に繰り入れるため、条例の一部を改正す

るもの  

（改正の主な内容） 

基金の処分要件を追加し、交付金については、第５期介護保険事業計画期

間における介護保険料率の増加を抑制する場合に処分できる旨を定める。 

（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88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（平成24年政令第148号）の施行によ

り、条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

条例第10条の３第１項に定める排水基準値に、「1・4－ジオキサン 1リッ

上下水道部

下水道課 



  

トルにつき0.5ミリグラム以下」を追加する 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

 

５．補正予算（23件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第89号 

 

平成24年度伊達市一般会計補正予算（第２号） 

歳出 災害復旧事業156,185千円、放射能対策事業9,951,280千円、基金積

立1,780,299千円、その他事業184,952千円 

 歳入 国庫支出金71,976千円、県支出金9,657,283千円、寄附金432千円、

繰入金250,755千円、繰越金2,146,958千円、諸収入12千円、市債△

54,700千円 

 補正総額 12,072,716千円 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第90号 平成24年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 歳出 総務費△8,710千円、保険給付費6,589千円 

 歳入  繰入金△8,710千円、繰越金6,589千円   

 補正総額 △2,121千円 

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91号 平成24年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号) 

 歳出 総務費△836千円、広域連合納付金3,532千円、諸支出金240千円 

 歳入 繰入金△836千円、諸収入1,022千円、繰越金2,750千円 

 補正総額 2,936千円 

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92号 平成24年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 歳出 総務費△8,352千円、決算剰余金に係る基金積立金136,318千円、平

成23年度介護給付費等実績に基づく補助金等償還金19,246千円、同

実績に基づく一般会計繰出金9,542千円 

 歳入 支払基金交付金(過年度分)9,225千円、繰入金△8,352、繰越金

155,881千円 

 補正総額 156,754千円 

 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93号 平成24年度伊達市梁川簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

歳出 職員給与費△434千円、福島地方水道用水供給企業団受水費4,060千

円 

 歳入 国庫支出金△5,920千円、繰入金△7,723千円、繰越金433千円、諸収

入36千円、市債16,800千円 

 補正総額 3,626千円 

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94号 平成24年度伊達市月舘簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

歳出 職員給与費6千円、福島地方水道用水供給企業団受水費6,667千円、

建設改良費60,400千円 

 歳入 繰入金18,944千円、基金繰入金31,834千円、繰越金16,120千円、諸

収入175千円 

 補正総額 67,073千円 

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95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１号) 

 歳出 下水道管理費△470千円、下水道建設費△1,134千円 

 歳入 一般会計繰入金△8,935千円、繰越金7,331千円 

 補正総額 △1,604千円 

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96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補正予算(第１号)

 歳出 一般管理費62千円、決算剰余金に係る基金積立2,815千円 

 歳入 繰越金2,877千円 

 補正総額 2,877千円 

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97号 平成24年度伊達市工業団地特別会計補正予算（第１号） 

 歳出 繰出金21千円 

歳入 繰越金21千円 

 補正総額 21千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

産業部 

商工観光課

議案第98号 平成24年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

 歳入 繰越金を858千円、一般会計繰入金△858千円 

 補正総額 0千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

市長直轄 

総合政策課

議案第99号 

議案第100号

議案第101号 

議案第102号 

議案第103号 

議案第104号 

議案第105号 

議案第106号 

議案第107号 

議案第108号 

議案第109号 

議案第110号 

 

 

平成24年度伊達市梁川財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成24年度伊達市堰本財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成24年度伊達市白根財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成24年度伊達市山舟生財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成24年度伊達市富野財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成24年度伊達市五十沢財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成24年度伊達市富成財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成24年度伊達市柱沢財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成24年度伊達市上保原財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成24年度伊達市金原田財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成24年度伊達市小国財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成24年度伊達市大石財産区特別会計補正予算（第１号） 

各財産区特別会計予算の前年度繰越金額が確定したため、繰越金等の補正

をするもの 

産業部 

農林課 



  

   根拠法令：地方自治法第218条第１項 

議案第111号 平成24年度伊達市水道事業会計補正予算(第１号) 

 梁川小学校建設用地に係る梁川第１水源地建物等解体工事経費、人事異動

による職員人件費等の補正を行う。 

 補正総額 

  収益的支出  18,012千円 

資本的支出 △2,936千円 

 根拠法令：地方公営企業法第24条 

上下水道部

総務課 

 

６．決算（26件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第112号 

議案第113号 

議案第114号 

議案第115号 

議案第116号 

 

議案第117号 

 

議案第118号 

議案第119号 

 

議案第120号 

議案第121号 

議案第122号 

議案第123号 

議案第124号 

議案第125号 

議案第126号 

議案第127号 

議案第128号 

議案第129号 

議案第130号 

議案第131号 

議案第132号 

議案第133号 

議案第134号 

議案第135号 

議案第136号 

議案第137号 

 

平成23年度伊達市一般会計歳入歳出決算認定について 

平成23年度伊達市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

平成23年度伊達市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

平成23年度伊達市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

平成23年度伊達市梁川簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

平成23年度伊達市月舘簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

平成23年度伊達市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

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歳入歳出決算認定

について 

平成23年度伊達市工業団地特別会計歳入歳出決算認定について 

平成23年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について 

平成23年度伊達市梁川財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成23年度伊達市堰本財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成23年度伊達市白根財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成23年度伊達市山舟生財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成23年度伊達市富野財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成23年度伊達市五十沢財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成23年度伊達市富成財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成23年度伊達市柱沢財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成23年度伊達市上保原財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成23年度伊達市金原田財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成23年度伊達市掛田財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成23年度伊達市小国財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成23年度伊達市大字掛田財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成23年度伊達市大石財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成23年度伊達市国見町大枝小学校組合一般会計歳入歳出決算認定について

平成23年度伊達市水道事業会計決算認定について 

 

財政課 

国保年金課

国保年金課

高齢福祉課

上下水道部

総務課 

上下水道部

総務課 

下水道課 

下水道課 

 

商工観光課

総合政策課

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

教育総務課

上下水道部

総務課 



  

 

 

 

 平成23年度一般会計、特別会計及び企業会計(26会計)の決算について、監

査委員の意見を添えて議会の認定に付するもの 

 根拠法令：地方自治法第233条第３項 地方公営企業法第30条第４項 

 

 

８月31日 記者会見資料 

総務部総務課 

電話 575-1111 


