
令和４年３月市議会定例会議提出議案
令和４年３月１日提出

区 分 件 数

予算関係 27

条例関係 11

その他議案 10

報告 1

計 49



【予算関係 その①】

1 議案第 ２号 令和４年度福島市一般会計予算

3 議案第 ４号 令和４年度福島市下水道事業会計予算

4 議案第 ５号 令和４年度福島市農業集落排水事業会計予算

6 議案第 ７号 令和４年度福島市飯坂町財産区特別会計予算

7 議案第 ８号 令和４年度福島市公設地方卸売市場事業費特別会計予算

5 議案第 ６号 令和４年度福島市国民健康保険事業費特別会計予算

2 議案第 ３号 令和４年度福島市水道事業会計予算



【予算関係 その②】

8 議案第 ９号 令和４年度福島市土地区画整理事業費特別会計予算

10 議案第１１号 令和４年度福島市庁舎整備基金運用特別会計予算

11 議案第１２号 令和４年度福島市後期高齢者医療事業費特別会計予算

13 議案第１４号 令和４年度福島市工業団地整備事業費特別会計予算

14 議案第１５号 令和４年度福島市母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計予算

12 議案第１３号 令和４年度福島市青木財産区特別会計予算

9 議案第１０号 令和４年度福島市介護保険事業費特別会計予算



【予算関係 その③】

15 議案第１６号 令和３年度福島市一般会計補正予算（第１５号）

17 議案第１８号 令和３年度福島市水道事業会計補正予算

18 議案第１９号 令和３年度福島市下水道事業会計補正予算（第３号）

21 議案第２２号 令和３年度福島市飯坂町財産区特別会計補正予算

20 議案第２１号 令和３年度福島市国民健康保険事業費特別会計補正予算

9 議案第 号16 議案第１７号 令和３年度福島市一般会計補正予算（第１６号）

19 議案第２０号 令和３年度福島市下水道事業会計補正予算（第４号）



【予算関係 その④】

23 議案第２４号 令和３年度福島市土地区画整理事業費特別会計補正予算

25 議案第２６号 令和３年度福島市庁舎整備基金運用特別会計補正予算

26 議案第２７号 令和３年度福島市後期高齢者医療事業費特別会計補正予算

24 議案第２５号 令和３年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算

22 議案第２３号 令和３年度福島市公設地方卸売市場事業費特別会計補正予算

27 議案第２８号 令和３年度福島市工業団地整備事業費特別会計補正予算



【条例関係 その①】

28 議案第２９号 福島市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定の件
個人情報の保護に関する法律の一部改正等に伴い、所要の改正を行う。

【主な改正内容】
・法改正に伴う条例中で引用する条項の改正

（令和４年４月１日から施行）



【条例関係 その②】

29 議案第３０号 福島市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する
条例制定の件

職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるため、所要の改正を行う。

【主な改正内容】
・会計年度任用職員の育児休業及び部分休業取得要件の緩和

在職した期間が１年以上 → 廃止

（令和４年４月１日から施行）



【条例関係 その③】

30 議案第３１号 福島市高額療養費貸付基金条例及び福島市高額療養費の
貸付けに関する条例を廃止する条例制定の件

高額療養費の現物給付化に伴い、条例を廃止する。

（令和４年４月１日から施行）

31 議案第３２号 福島市地区体育施設条例の一部を改正する条例制定の件
湯野地区体育館の廃止のため、所要の改正を行う。

【主な改正内容】
・湯野地区体育館を条例中の表から削除

(令和４年４月１日から施行）



【条例関係 その④】

32 議案第３３号 福島市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例制定
の件

公設地方卸売市場の使用料の特例期間を延長するため、所要の改正を行う。

【主な改正内容】
・使用料減免期間 令和４年３月３１日まで → 令和７年３月３１日まで

（令和４年４月１日から施行）



【条例関係 その⑤】

33 議案第３４号 福島市民生委員の定数を定める条例の一部を改正する
条例制定の件

令和４年１２月の民生委員の改選に伴い定数を改定するため、所要の改正を行う。

【主な改正内容】
・民生委員の定数 ５９３人 → ５９４人

（令和４年１２月１日から施行）



【条例関係 その⑥】

34 議案第３５号 福島市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び
運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例
の一部を改正する条例制定の件

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉
サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の
改正を行う。

【主な改正内容】
・福祉型障害児入所施設を指定障害者支援施設等とみなす特例期間を延長

令和４年３月３１日まで → 令和６年３月３１日まで

（令和４年４月１日から施行）



【条例関係 その⑦】

35 議案第３６号 福島市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に
関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件

社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴い、所要の改正を行う。

【主な改正内容】
・法改正に伴う条例中で引用する条項の改正

（令和４年４月１日から施行）



【条例関係 その⑧】

36 議案第３７号 福島市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する条例制定の件

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行う。

【主な改正内容】
・成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げられることに伴う規定の適正化

（令和４年４月１日から施行）



【条例関係 その⑨】

37 議案第３８号 福島市まちなか広場条例制定の件
まちなか広場を設置するため、条例を設ける。

【条例の主な内容】
(1)中心市街地の活性化及び防災性の向上に資するため、まちなか広場を設置
(2)広場の使用料

※備品（テント、テーブル等）の使用料は別途規定

(3)駅前再開発事業の工事期間中における街なかの賑わい創出のため、使用料の1/2を減免

(4)街なかにおける若者の活動促進のため、学生等が使用する場合の使用料を免除

（公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から施行）

区 分 単 位 使用料

電気、水道を使用する場合
１時間につき

６００円

電気、水道を使用しない場合 ５４０円



【条例関係 その⑩】

38 議案第３９号 福島市消防団員の定員、任免、服務及び給与に関する条例
の一部を改正する条例制定の件

消防団員の処遇改善を図るため、所要の改正を行う。

【主な改正内容】
・消防団員の出動毎に支給する費用弁償を出動報酬とし、支給額を改定

（令和４年４月１日から施行）

改正前 改正後

区 分 支給単位 金 額 区 分 支給単位 金 額

火災出動 １回 ２，０００円

災害出動

２時間未満 ２，０００円

2時間以上４時間未満 ４，０００円

その他の
災害出動

１回 ２，０００円
4時間以上６時間未満 ６，０００円

６時間以上 ８，０００円

捜索出動 １回 ２，０００円 捜索活動、火災調査協力 １回 ３，５００円

訓練、研修 １回 ２，０００円 訓練、研修 １回 ２，０００円



【その他議案 その①】

40 議案第４１号 福島市及び伊達市におけるふくしま田園中枢都市圏の
形成に係る連携協約の締結に関する協議の件

福島市と伊達市におけるふくしま田園中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結に関し
協議する。

39 議案第４０号 福島市及び二本松市におけるふくしま田園中枢都市圏の
形成に係る連携協約の締結に関する協議の件

福島市と二本松市におけるふくしま田園中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結に関し
協議する。

41 議案第４２号 福島市及び本宮市におけるふくしま田園中枢都市圏の
形成に係る連携協約の締結に関する協議の件

福島市と本宮市におけるふくしま田園中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結に関し
協議する。

42 議案第４３号 福島市及び桑折町におけるふくしま田園中枢都市圏の
形成に係る連携協約の締結に関する協議の件

福島市と桑折町におけるふくしま田園中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結に関し
協議する。



【その他議案 その②】

44 議案第４５号 福島市及び川俣町におけるふくしま田園中枢都市圏の
形成に係る連携協約の締結に関する協議の件

福島市と川俣町におけるふくしま田園中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結に関し

協議する。

43 議案第４４号 福島市及び国見町におけるふくしま田園中枢都市圏の
形成に係る連携協約の締結に関する協議の件

福島市と国見町におけるふくしま田園中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結に関し

協議する。

45 議案第４６号 福島市及び大玉村におけるふくしま田園中枢都市圏の
形成に係る連携協約の締結に関する協議の件

福島市と大玉村におけるふくしま田園中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結に関し

協議する。

46 議案第４７号 福島市及び飯舘村におけるふくしま田園中枢都市圏の
形成に係る連携協約の締結に関する協議の件

福島市と飯舘村におけるふくしま田園中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結に関し

協議する。



【その他議案 その③】

47 議案第４８号 市道路線の認定及び廃止の件
一般公共の用に供するため１７路線を認定するとともに、７路線を廃止する。
(1)路線数 ７，９８９本 ⇒ ７，９９９本
(2)市道延長 約２，９６７．４㎞ ⇒ 約２，９６５．４㎞

48 議案第４９号 包括外部監査契約の件
令和４年度の包括外部監査契約を締結する。



【報告】

49 報告第 １号 専決処分報告の件
地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、市長が専決処分をしたものについて
報告する。



令和３年度

３月補正予算（第15号・第１６号）補正内容
一般会計

１．国の経済対策（コロナ克服・新時代開拓のための経済対策）関連

第１５号

第１６号

１．令和３年度末整理補正



事 業 費
合 計

財源内訳

国 県 その他 一般財源

541,497 312,795 1,245 170,400 57,057

（単位：千円）

補正予算額（一般会計）

５億４,１00万円

第１５号

１．国の経済対策（コロナ克服・新時代開拓のための経済対策）関連

※一般財源のうち39,600千円は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金



過去の除雪費決算額
令和 ２年度 １億 ,１０１ 万円
令和 元年度 １,５４１ 万円

平成３０年度 ８,８５８ 万円

国補正予算関連

主なもの 補正額（単位：千円）

①保育士・幼稚園教諭・放課後児童支援員等の報酬処遇改善（令和4年2月・3月分） 41,174

②通学路安全対策・道路舗装修繕 60,000

③橋りょう長寿命化修繕 78,000

④道路改良（曽根田町・桜木町線（宮下町工区）ほか 計８路線） 220,100

⑤大規模盛土造成地変動予測事業 50,025

⑥学校の感染防止対策（新型コロナ関連） 79,200

国の経済対策に呼応し、保育士や幼稚園教諭等を対象とした報酬の処遇改善を実施するほか、
令和４年度当初予算に計上予定であった公共事業等について、前倒しして予算計上を行います。

国の経済対策関連予算
（ コロナ克服・新時代開拓のための経済対策）

補正額：541,497千円

※主な内容は令和４年度当初予算の概要に記載



事 業 費
合 計

財源内訳

国 県 その他 一般財源

3,374,655 9,945 △2,200,792 △40,900 5,606,402

（単位：千円）

補正予算額（一般会計）

33億7,400万円

【参考】予算累計額（一般会計） 1,368億6,900万円

第１６号

１．令和３年度末整理補正



補正額：117,378千円企業立地促進（奨励助成金の追加）

今年度のふるさと納税による寄付金額は最終的に

１４億円程度 （昨年の1.６倍：過去最高額）

と見込まれることから、決済手数料などの必要経費

を追加します。す

ふるさと納税促進 補正額：96,400千円
（歳入2億円追加）

(ふるさと納税特設サイト「元気マシマシ福島市」)

松川工業団地に立地
（本社：岡山県倉敷市）

用地取得助成金 雇用奨励助成金

倉敷レーザー
株式会社 株式会社アシストカシマ

福島おおざそうインター工業団地に立地
（本社：茨城県神栖市）

福島工業団地に立地
（本社：福島市（2020年11月～））

株式会社三栄精機製作所
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