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平成30年第１回伊達市議会定例会提出議案の概要 

 

提出案件 51件  人事            １件 

条例制定    ２件 

条例の一部改正 12件 

条例廃止    １件 

補正予算    ９件 

当初予算    21件 

その他     １件 

専決処分の報告 ４件 

 

 

１．人事（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第１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 

■提案理由 

人権擁護委員の任期満了に伴い、法務大臣に候補者を推薦するもの 

■推薦候補者 

千葉 利市（ちば りいち） 再任 

 

 

２．条例制定（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第２号 

伊達市手話言語条例の制定 

■制定趣旨 

手話が言語であるという認識に基づき、手話を使う市民が安心して日常生活を

送ることができる環境を整え、手話を言語とする人と、それ以外の人とが共生す

ることのできる社会の実現を目指すため、条例を制定するもの 

■主な内容 

(1) 手話の理解及び普及のため、基本理念、市の責務並びに市民及び事業者の役

割を明示 

(2) 手話に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的事項を定める 

資料２-１ 
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議案第３号 

伊達市介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の要件並びに指定居宅

介護支援等の事業の人員及び運営に係る基準に関する条例の制定 

■制定趣旨 

介護保険法の一部改正に伴い、介護保険法及び厚生労働省令により定められて

いた基準が地方公共団体の条例で定めることとなったため条例を制定するもの 

■主な内容 

(1) 指定居宅介護支援事業者の指定に係る事業者の要件の制定 

(2) 指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準の制定 

(3) 基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準の制定 

 

 

３．条例の一部改正（12件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第４号 

伊達市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例 

■改正趣旨 

市民の利便性の向上や行政事務の効率化を図るため、「行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律」で規定された事務に加え、市

独自事務について個人番号を利用することができるよう、所要の改正を行うもの 

■主な内容 

(1) 「学資の貸与に関する事務」を追加 

(2) 公布の日から施行 

議案第５号 

伊達市介護保険条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

平成 30 年度から平成 32 年度までの介護保険料を定めるため、条例の一部を改

正するもの 

■主な内容 

平成 30 年度から平成 32 年度の３ヵ年に見込まれる介護保険給付費に基づき必

要となる保険料額を算出し、保険料率を第１号被保険者の区分に応じて、年額の

保険料を定めるもの 



【平成 30年２月 21日定例会見】 

 

  

議案第６号 

伊達市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に係る基準に関する条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正

に伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1) 共生型地域密着型通所介護の基準の設定 

(2) 身体的拘束等の適正化 等 

議案第７号 

伊達市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準の一部改正に伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1) 身体的拘束等の適正化 

(2) 緊急時対応等の連携機関に介護医療院を追加 等 

議案第８号 

伊達市介護保険法に基づく指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護

予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、条例の一部

を改正するもの 

■主な内容 

(1) 基本方針における連携する事業者の追加 

(2) 利用者への説明における事業者の役割の追加 等 
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議案第９号 

伊達市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

国民健康保険法の一部を改正する法律及び高齢者の医療の確保に関する法律の

一部を改正する法律が施行されることに伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1) 国民健康保険法により住所地特例の適用を受けている者が 75 歳に達するな

どした場合、特例を引継ぎ、従前住所地の後期高齢者医療被保険者とすること

に伴う「保険料を徴収すべき被保険者」の改正 

(2) 法改正に伴う参照条項の改正 

議案第10号 

伊達市道路占用料条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

 道路法施行令の改正に伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1) 占用料の単価を改正すること 

(2) 占用面積等の端数処理方法を精緻化すること 

議案第11号 

伊達市行政財産使用料条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

伊達市道路占用料条例の改正に伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

伊達市道路占用料条例に準拠している項目について、別表の一部を改正するもの  

(1) 掲示板、広告板等を設置するために使用する場合 

表示面積１平方メートルにつき 1,100 円を、道路占用料条例に定める額に

改める。（1,100円から 960円に金額変更） 

(2) 郵便差出箱の区分修正 

(3) 郵便差出箱を設置する場合 

１個につき 270円を、道路占用料条例に定める額に改める。（金額変更なし）  

議案第12号 

伊達市都市公園条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

都市公園法施行令の改正に伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

都市公園に設置される公園施設の設置基準（公募対象公園施設にかかる建ぺい

率及び運動施設率）の改正 
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議案第13号 

伊達市都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

都市計画法施行令の改正に伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

開発行為によって設置される公園等の設置基準及び面積等の改正 

議案第14号 

伊達市市民体育館条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

保原体育館の冷暖房空調設備の設置に伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

体育館施設使用料の改正（保原体育館の冷暖房使用料を追加） 

議案第15号 

伊達市学校給食センター条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

梁川学校給食センター及び保原学校給食センターを統合し、（仮称）伊達市保原

学校給食センターの稼働が開始されることに伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1) 梁川学校給食センター及び保原学校給食センターの統合後の名称を「伊達

市中央給食センター」とする。 

(2) 「伊達学校給食センター」の名称に「伊達市」を付け加え、「伊達市伊達学

校給食センター」とする。 

(3) 給食センター運営委員会の設置についても、同様の改正をする。 

 

 

４．条例廃止（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第16号 

伊達市復興きずな基金条例を廃止する条例について 

■改正趣旨 

復興きずな基金の事業完了に伴い、当該基金について定めた条例を廃止するもの  

■主な内容 

東日本大震災からの復興に向けて、地域の実情に応じたきめ細かな取組を実施

するため設置した伊達市復興きずな基金が、平成 29年度に事業が完了するため、

本条例を廃止するもの 
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５．補正予算（９件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案17号 

平成 29年度伊達市一般会計補正予算（第６号）   

■主な内容 

  資料 2-2 に概要を掲載 

■補正総額 △329,148千円 

議案18号 

平成 29年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 

■主な内容  国民健康保険税還付金による諸支出金の増額補正 

■補正総額   567千円 

議案19号 

平成 29年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号） 

■主な内容  保険料収入増に伴う後期高齢者医療広域連合納付金の増額補正 

■補正総額  3,625千円 

議案第20号 

平成 29年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

■主な内容  保険給付費、基金積立金等の精査による減額補正 

■補正総額  △146,391千円 

議案第21号 

平成 29年度伊達市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

■主な内容  下水道普及費の支出見込額減等の精査による減額補正 

■補正総額  △106,883千円 

議案第22号 

平成 29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２号） 

■主な内容  施設管理費調査研究委託料の事業確定による減額補正 

■補正総額  △4,000千円 

議案第23号 

平成 29年度伊達市工業団地特別会計補正予算（第１号） 

■主な内容  新工業団地開発に係る設計及び不動産鑑定評価費用等の減額補正 

■補正総額  △94,400千円 

議案第24号 

平成 29年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

■主な内容  一般管理費及び事業費の整理による減額補正 

■補正総額  △20,245千円 

議案第25号 

平成 29年度伊達市水道事業会計補正予算（第５号） 

■主な内容  事業費実績見込みに伴う予算の整理補正 

■補正総額  収益的収支 △ 49,667千円 

■補正総額    資本的収支 △133,812千円 
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６．当初予算（21件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第26号 

平成 30年度伊達市一般会計予算 

【主な内容】 

予算総額 32,554,000千円 （前年度比 742,000千円） 

資料１に概要を掲載 

議案第27号 

平成 30年度伊達市国民健康保険特別会計予算 

■主な内容 

予算総額  6,878,221千円 （前年度比 △1,502,699千円） 

議案第28号 

平成 30年度伊達市後期高齢者医療特別会計予算 

■主な内容 

予算総額  753,568千円 （前年度比 26,302千円） 

議案第29号 

平成 30年度伊達市介護保険特別会計予算 

■主な内容 

予算総額 7,141,602千円 （前年度比 82,299千円） 

議案第30号 

平成 30年度伊達市公共下水道事業特別会計予算 

■主な内容 

予算総額 1,132,383千円 （前年度比 △24,913千円） 

議案第31号 

平成 30年度伊達市粟野地区農業集落排水処理事業特別会計予算 

■主な内容 

予算総額   19,047千円 （前年度比 △1,496千円） 

議案第32号 

平成 30年度伊達市工業団地特別会計予算 

■主な内容 

予算総額    14,241千円 （前年度比 △85,344千円） 

議案第33号 

平成 30年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計予算 

■主な内容 

予算総額    23,187千円 （前年度比 △2,781千円） 

議案第34号 

～ 

議案第45号 

平成 30年度伊達市財産区特別会計予算 

■主な内容 

予算総額［12財産区］ 12,585千円 （前年度比 △214千円） 



【平成 30年２月 21日定例会見】 

 

  

議案第46号 

平成 30年度伊達市水道事業会計予算 

■主な内容 

収益的収支 
収入 1,817,199千円 （前年度比   △4,189千円） 

支出 1,736,915千円 （前年度比  △63,009千円） 

 

資本的収支 
収入 207,916千円 （前年度比 △231,823千円） 

支出 787,821千円 （前年度比 △215,346千円） 
 

 

 

５．その他（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第47号 

伊達市道路線の認定 

■主な内容 

道路新設に係る２路線及び、開発行為に伴う帰属 16路線の市道認定 

 

 

６．専決処分の報告（４件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

報告第１号 

～ 

報告第４号 

専決処分の報告 

■主な内容 

事故の損害賠償額の決定及び和解することの専決処分について報告するもの 

 

○市道の維持管理に起因する事故 

 ・専決処分日 平成 30年１月 10日 

  （平成 29年 10月 31日発生事故、損害賠償額 11,550円） 

・専決処分日 平成 30年１月 27日 

  （平成 29年 11月 ４日発生事故、損害賠償額 6,200円） 

 

○自動車事故 

・専決処分日 平成 30年１月 29日 

   （平成 29年 ５月４日発生事故、損害賠償額 101,520円） 

・専決処分日 平成 30年２月 14日 

   （平成 29年 11月７日発生事故、損害賠償額 683,899円） 

 

問い合わせ先 

総務部総務課 

電話 575-1111 


