
平成24年第３回伊達市議会定例会提出議案概要                                                    

提出案件25件【報告５件 人事４件 条例制定２件 条例改正６件 補正２件 その他６件】 

        

１．報告（５件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

報告第３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 

市長直轄 

総合政策課 

報告第４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５号 平成23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23年度伊達市一般会計予算のうち、平成24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製したので報告するもの 

（繰り越す主な事業） 

災害等廃棄物処理事業、一部破損住宅修繕事業、公共施設等除染事業、 

公園施設除染事業、水田放射性物質低減化事業、学校施設等除染事業 

 根拠法令：地方自治法施行令第146条第２項 

財務部 

財政課  

報告第６号 平成23年度伊達市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いて 

平成23年度伊達市公共下水道事業特別会計予算のうち、平成24年度に繰り

越した事業に係る繰越計算書について調製したので報告するもの 

（繰り越す主な事業） 

社会資本整備総合交付金基幹事業、公共下水道施設災害復旧事業 

 根拠法令：地方自治法施行令第146条第２項 

財務部 

財政課  

報告第７号 平成23年度伊達市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について 

 平成23年度伊達市一般会計予算のうち、平成24年度に繰り越した事業の事

故繰越し繰越計算書について調製したので報告するもの 

（繰り越す主な事業） 

 小学校施設維持管理事業、保原小学校改築事業、中学校施設維持管理事業 

 根拠法令：地方自治法施行令第150条第３項 

財務部 

財政課 

 

２．人事（４件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第64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 

議案第65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

健康福祉部 

社会福祉課 
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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 

議案第66号 

 

伊達市大字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 

伊達市大字掛田財産区管理会委員の任期満了に伴い、管理会委員の選任に

あたり、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 

議案第67号 

 

伊達市大石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 

伊達市大石財産区管理会委員の任期満了に伴い、管理会委員の選任にあた

り、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．条例制定（２件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第68号 

 

外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

（制定趣旨） 

外国人登録法の廃止に伴い、伊達市ケーブルテレビ放送施設条例、伊達市

敬老祝金及び百歳賀寿祝金支給条例及び伊達市下水道条例の一部を改正

するため、外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例を制定す

るもの 

（条例の主な内容） 

 関係条例の条文中、外国人登録法から引用した条項及び文言を整理するも

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69号 

 

伊達市こども医療費の助成に関する条例の制定について 

（制定趣旨） 

福島県が子育て支援策として「18歳以下の県民の医療費無料化事業」を実

施することに伴い、０歳から18歳までの医療費の一部を助成するため、伊達

市こども医療費の助成に関する条例を制定するもの 

あわせて、伊達市乳幼児医療費の助成に関する条例及び伊達市小中学生医

療費の助成に関する条例を廃止するもの 

（条例の主な内容） 

 ０歳から18歳までのこどもの医療費の一部を助成するために、助成の対象

者及び助成の方法等を定めるもの                                     

根拠法令：地方自治法第96条第１項 

こども部 

こども支援

課 

 

 

 

 

 

 



４．条例改正（６件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第70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） 

地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い改正するもの 

（改正の主な内容） 

(1)市民税の申告における寡婦（寡夫）控除の削除 

(2)東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例 

(3)土地に係る固定資産税の負担調整措置 

(4)住宅用地の据置き特例措置 

  根拠法令：地方自治法第96条第１項 

財務部 

税務課 

議案第71号 

 

伊達市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴い改正するもの 

（改正の主な内容） 

外国人登録法が廃止され、住民基本台帳に記録される外国人となるため、

印鑑の登録資格、登録申請においての確認書類及び登録事項等が変更になる

もの 

根拠法令：地方自治法第96条第１項 

市民生活部 

市民生活課 

議案第72号 

 

伊達市重度心身障がい者医療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） 

障害者自立支援法付則第１条第３号に基づく旧体系施設に係る経過措置の

廃止に伴い改正するもの 

（改正の主な内容） 

障害者自立支援法附則第41条第１項に規定する身体障害者更生援護施設又

は同法附則第58条第１項に規定する知的障害者援護施設についての経過措置

が廃止となるもの 

 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73号 

 

伊達市国民健康保険条例の一部を改正する条例について  

（改正趣旨） 

伊達市こども医療費の助成に関する条例の制定に伴い、国民健康保険条例

に規定する年齢要件について改正するもの 

（改正の主な内容） 

国民健康保険条例第４条の規定による一部負担金の特例措置について、「15

歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者」のうち年齢要件を「18

歳」に引上げるもの 

 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 

議案第74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  

（改正趣旨） 

平成24年度国民健康保険税の税率（按分率）を定めるもの並びに東日本大

健康福祉部 

国保年金課 
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震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成二十三年

四月二十七日法律第二十九号）の改正により伊達市国民健康保険税条例の一

部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

  昨年度は震災被害に配慮し税率を据置いてきたが、減税財源としの繰越剰

余金も減少しており、今年度は税率の見直しが必要となったことから、特に

伸びが著しい後期高齢者医療負担金や介護納付金にかかる税率等を引き上げ

るもの 

根拠法令：地方自治法第96条第１項 

議案第75号 

 

伊達市ひとり親等家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

（改正趣旨） 

伊達市こども医療費の助成に関する条例の制定に伴い、ひとり親等家庭医

療費助成の助成対象者について改正するもの   

（改正の主な内容） 

 ０歳から18歳までの医療費助成をこども医療費助成制度により実施するた

め、ひとり親等家庭医療費助成の対象外とするもの 

根拠法令：地方自治法第96条第１項 

こども部 

こども支援

課 

 

５．補正予算（２件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第76号 

  

平成24年度伊達市一般会計補正予算（第１号）  

歳入 国庫支出金、県支出金、繰入金、諸収入 

歳出 震災に係る災害復旧事業、放射能対策事業等 

 補正総額 330,226千円 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第77号 

  

平成24年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 歳入 国民健康保険税、療養給付費、繰越金等 

 歳出 保険給付費、後期高齢者支援金等、予備費等 

補正総額 △107,945千円 

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 

 

６．その他（６件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第78号 

 

 

福島県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

（改正趣旨） 

住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴い、福島県後期高齢者医

療広域連合規約を変更する必要があるため、構成市町村議会の議決を要する

もの 

（改正の主な内容） 

住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行により、外国人住民が住民基

健康福祉部 

国保年金課 

 



本台帳の適用対象となり、外国人登録原票が廃止されるため、規約の変更を

行う必要があるもの 

 根拠法令：地方自治法第291条の３第３項 

議案第79号 財産の取得について 

（提案の理由） 

 内部被ばく検査を行うための機器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  ホールボディカウンタ ２台 

 取得金額   88,248,300円 

 契約の方法  随意契約 

 契約の相手方 キャンベラジャパン株式会社 

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 

健康福祉部 

健康推進課 

議案第80号 字の区域の変更について 

（提案の理由） 

 伊達市梁川町字上川原の一部で、土地の利用形態上の理由により字区域の

変更が必要となったもの 

（主な内容） 

梁川町字上川原１－１外１筆を梁川町字古町へ編入するもの 

根拠法令：地方自治法第260条第１項 

産業部 

農林課 

議案第81号 伊達市道路線の廃止について 

 阿武隈川上流改修梁川地区土地利用一体型水防災事業（桂野地区）に伴い、

起点が別路線となったことから、桂野１号線及び桂野３号線の２路線を廃止

するもの 

根拠法令：道路法第10条第３項 

建設部 

土木課 

議案第82号 

 

伊達市道路線の認定について 

(1)市道東土橋石井戸線の整備に伴い、西土橋６号線及び東土橋線の２路線に

ついて新たに認定をするもの 

(2)阿武隈川上流改修梁川地区土地利用一体型水防災事業（桂野地区）に伴い、

桂野４号線、桂野５号線及び桂野６号線の３路線について新たに認定をする

もの 

(3)市道愛宕後離森線の中ノ内橋の架け替えに伴い、石丸中ノ内線を新たに認

定するもの 

根拠法令：道路法第８条第２項 

建設部 

土木課 

議案第83号 

 

非核平和都市宣言について 

 日本国憲法が掲げる平和の理念に基づき、核兵器の廃絶と恒久平和の実現

をめざして、非核平和都市であることを宣言するもの 

総務部 

総務課 
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平成24年度６月補正予算の概要について 

 
 一般会計補正予算（第１号）については、災害復旧事業、放射能対策事業な

どについて予算補正を行います。 

 

１ 歳入歳出予算の補正 

   補正前の額   48,780,070千円 

   補正額       330,226千円 

   補正後の額   49,110,296千円 

    財源 国庫支出金 93,503千円 

       県支出金  192,269千円 

       繰入金   43,271千円 

       諸収入    1,183千円 

 

２ 補正の主な事業内容 

（１）災害復旧事業 

  ①文教施設災害復旧事業       19,241千円 

 被災し仮設校舎で授業を行っている梁川小学校に電子黒板を導入し、

児童の学習意欲の向上を図る。あわせて、ICT支援員を配置し授業を支援

する。 

  ②災害等廃棄物処理事業       105,078千円 

    震災により損壊した家屋について、生活環境の保全と市民の安全性を

確保するために解体撤去する。平成23年度末までに申請のあった家屋51

棟を対象とする。 

 

（２）放射能対策事業 

  ①稲の試験栽培対策事業       31,821千円 

    平成24年度稲の作付制限区域において、平成25年度以降に安心して稲

の栽培を行うため、除染効果（ゼオライト、ケイ酸カリ、深耕）を確認

するとともに放射性物質の吸収抑制に効果のある栽培方法を確立するた

め、試験栽培を実施する。 

    また、試験栽培以外の水田について、荒廃を防ぐための保全管理対策

を実施する。 

  ②保育園給食食材モニタリング事業  46,546千円 

    保育園に放射性物質検査機器を設置し、食品の安全性を確保する。 

     設置保育園 10園（市立２園、私立６園、認可外２園） 

 

（３）その他 

  ①こども医療費助成事業       13,760千円 

    福島県が平成24年10月診療分から医療費無料化対象を18歳まで拡大す

ることに伴い医療費を増額する。 

  ②地域支えあい体制づくり助成事業   2,983千円 

    日常的な地域支えあい活動の拠点となる施設の整備などを行う町内会、

地域福祉会に補助金を交付する。 

    ・町内会集会所のバリアフリー化（トイレの水洗・洋式化） ２団体 

資料１－２ 



    ・地域福祉会における健康管理器具の設置         １団体 

  ③介護基盤等整備事業        65,000千円 

    高齢者に対する地域包括ケアシステムの構築に必要な居宅サービスを

充実させるため、施設整備を行う事業所に補助金を交付する。 

    ・梁川地区通所介護サービス施設整備  １事業所 

    ・梁川地区訪問看護サービス施設整備  １事業所 

    ・梁川地区配食サービス施設整備    １事業所 
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