
平成26年第２回伊達市議会定例会提出議案概要 

 

提出案件39件【専決処分の承認１件 条例制定２件 条例改正３件 条例廃止１件  

補正予算７件 当初予算22件 その他３件】 

 

１．専決処分の承認（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第１号 

専決処分の承認を求めることについて  

（主な内容） 

平成 25 年度伊達市一般会計補正予算（第５号）について、地方自治法

第 179 条第１項の規定により専決処分したので、これを報告し、承認を求

めるもの 

(1)専決処分日 平成 26 年 2 月 12 日 

(2)歳出 放課後児童クラブ建設事業 17,919 千円 

財政調整基金積立金△919 千円 

(3)歳入 市債 17,000 千円 

(4)補正総額 17,000 千円 

（根拠法令） 

地方自治法第 179 条第３項 

財務部 

財政課 

 

２．条例制定（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第２号 

伊達市まちなかサロン条例の制定について 

（制定趣旨） 

市民相互の交流と憩いの場、かつ、歩いて暮らせるまちづくりの場を

提供し、まちなかの賑わい創出等に寄与するため、伊達市まちなかサロ

ンの設置に関し、必要な事項を定めるため新たに条例を制定するもの 

（主な内容） 

(1)名称 掛田まちなかサロン 

(2)位置 伊達市霊山町掛田字中町 10 番地１ 

（根拠法令） 

地方自治法 244 条の２第１項 

市長直轄 

健幸都市推

進室 

議案第３号 

伊達市生活用水供給条例の制定について 

（制定趣旨） 

水道未普及地域における住民福祉の増進を図るため、生活用水の供給に

関し、必要な事項を定めるため新たに条例を制定するもの 

（主な内容） 

(1)給水対象者  水道未普及地域における市民 

(2)料      金  １㎥あたり 500 円 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

上下水道部

水道総務課

資料１ 



 

３．条例改正（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第４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） 

社会教育指導員条例の廃止及び子ども・子育て会議委員の追加に伴い、

条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

(1)社会教育指導員を削除するもの 

(2)子ども・子育て会議委員に、大学教授たる委員と医師たる委員を加える 

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５号 

伊達市伊達福祉センター条例の全部改正について 

（改正趣旨） 

伊達市伊達福祉センター及び伊達市伊達老人福祉センターの改修に伴

い、伊達市伊達福祉センター条例の全部を改正し、伊達市老人福祉センタ

ー条例を廃止するもの 

（改正の主な内容） 

(1)利用者の範囲、使用料等の規定の改正 

(2)指定管理者制度導入にかかる所要の改正 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

伊達総合支

所 

議案第６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） 

児童扶養手当施行令の改正に伴い,ひとり親等家庭医療費の受給資格者

の範囲を拡大するため、条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

父又は母が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」

の規定による保護命令を受けた児童を監護する家庭を医療費の助成対象に

追加する改正 

（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．条例廃止（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第７号 

伊達市社会教育指導員条例を廃止する条例について 

（廃止趣旨） 

生涯学習の推進を図るため、平成 26 年４月から新たに生涯学習指導員を

配置することに伴い、社会教育指導員を廃止するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

教育部 

教育総務課

 

５．補正予算（7件） 

番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第８号 

平成25年度伊達市一般会計補正予算（第６号） 

 歳出 放射能対策事業△5,457,314千円、その他市債繰上償還・整理予算

等△860,064千円 

 歳入 市税3,000千円、地方交付税10,225千円、分担金及び負担金456千

円、使用料及び手数料△4,612千円、国庫支出金△110,628千円、県

支出金△5,541,940千円、財産収入9,548千円、寄付金2,519千円、繰

入金△416,767千円、諸収入27,221千円、市債△296,400千円 

 補正総額 △6,317,378千円 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第９号 

平成25年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 歳入は、保険給付費の増額補正及び災害臨時特例補助金等の確定による

国庫支出金の増額、国庫補助金の交付額確定による一般会計繰入金の減額、

共同事業交付金の交付額確定による減額補正 

歳出は、保険給付費の支出見込額の精査による増額、共同事業交付金の

確定による拠出金の減額、疾病予防費の支払見込額精査による増額、返還

金は高齢者医療制度円滑事業・療養給付等負担金の追加返還分による増額

補正 

歳出 保険給付費1,744千円、共同事業拠出金△8,626千円、保健事業費 

1,338千円、国保財政調整基金積立金118千円、返還金2,297千円 

歳入  国庫支出金8,766千円、県支出金△653千円、共同事業交付金 

△9,688千円、基金利子119千円、繰入金△1,673千円 

補正総額 △3,129千円  

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10号 

平成25年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 後期高齢医療保険料の調定額や収納額の精査により「保険料納付金」や

「保険基盤安定負担金」など広域連合への納付に必要な額の補正 

 歳出 広域連合納付金1,626千円 

歳入 保険料3,732千円 一般会計繰入金△2,185千円 

 補正総額 1,626千円 

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11号 

平成25年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 歳入は、国庫支出金、県負担金、支払基金交付金の内示額による減額補

正。特別徴収対象者増加による保険料の増額補正。介護給付費支出減額等

による財政安定化基金、一般会計繰入金及び介護給付費準備基金繰入金の

減額補正 

 歳出は、介護給付費の実績見込による保険給付費及び介護給付費準備積

立金の減額補正。支出見込額の精査による認定調査委託料、介護予防事業

費及び任意事業費の減額補正 

 歳出 介護サービス等諸費△278,352千円、特定入所者介護サービス等費 

△17,319千円、介護給付費準備基金積立金△96,497千円 

 歳入  国庫支出金△56,638千円、県負担金△36,504千円、支払基金交付 

金△96,502千円、財政安定化基金△172,292千円、一般会計繰入金 

△38,145千円 

 補正総額 △396,860千円 

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12号 

平成25年度伊達市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

歳入は、平成24年度分流域下水道維持管理負担金精算等による雑入の追

加、公共下水道整備事業の減による県補助金及び公共下水道事業債の減額、

特定財源の追加による一般会計繰入金の減額、流域下水道事業の事業費確

定による下水道事業債の減額等の補正 

 歳出は、公共下水道管理費の電気料及び料金徴収委託件数の増による追

加、流域下水道管理費の有収水量の増による維持管理負担金の追加、公共

下水道建設費の事業費確定による建設費の減額等の補正 

歳出 下水道管理費281千円、流域下水道管理費2,710千円、 

下水道建設費△14,000千円 

歳入 県補助金△5千円、繰入金△32,713千円、諸収入29,609千円、市債 

△7,900千円 

補正総額 △11,009千円 

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13号 

平成25年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計補正予算（第２号） 

歳入は、土地売払収入の減額補正、一般会計繰入金の増額補正 

歳出は、事業費を整理し減額、地方債償還元金の繰上償還分の減額補正 

歳出 事業費      4,281千円の減額 

   地方債償還元金 10,044千円の減額 

歳入 土地売払収入   25,825千円の減額 

   繰入金      11,500千円の増額   

補正の総額      14,325千円の減額 

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14号 

平成25年度伊達市水道事業会計補正予算（第３号） 

 ○収益的収支 

 収入は、実績に伴う水道使用料、手数料、旧簡易水道企業債償還利子分

の他会計補助金、加入金、旧簡易水道分の消費税及び地方消費税還付金等

上下水道部

水道総務課



の増額の補正 

 支出は、福島地方水道用水供給企業団受水費の増額、有形固定資産減価

償却費の増額、借換に伴う企業債利息の減額の補正 

収入 営業収益10,079千円、営業外収益11,489千円 

補正総額21,568千円 

支出 営業費用18,721千円、営業外費用△6,465千円 

補正総額12,256千円 

○資本的収支 

 収入は、消火栓工事負担金の減額、旧簡易水道企業債償還元金分の他会

計補助金の増額の補正 

支出は、梁川第５次拡張事業再評価業務等の委託料の減額、下水道・道

路改良関連事業等の委託料、工事請負費の減額、車輛運搬具購入費の減額、

借換に伴う企業債償還金の減額の補正 

収入 負担金△993千円、補助金902千円 補正総額△91千円 

支出 建設改良費△21,457千円、企業債償還金△320千円 

補正総額△21,777千円 

根拠法令：地方公営企業法第24条 

 

６．当初予算（22件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課

議案第15号 

平成26年度伊達市一般会計予算 

 予算総額 33,783,000千円 前年度比 △9,708,000千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

財務部 

財政課 

議案第16号 

平成26年度伊達市国民健康保険特別会計予算 

 予算総額 7,527,355千円 前年度比 △487,400千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

健康福祉部

国保年金課

議案第17号 

平成26年度伊達市後期高齢者医療特別会計予算 

 予算総額 668,773千円 前年度比 24,356千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

健康福祉部

国保年金課

議案第18号 

平成26年度伊達市介護保険特別会計予算 

 予算総額 6,309,477千円 前年度比 24,820千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

健康福祉部

高齢福祉課

議案第19号 

平成26年度伊達市公共下水道事業特別会計予算 

 予算総額 1,025,656千円 前年度比 △5,877千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

上下水道部

下水道課 

議案第20号 

平成26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 

 予算総額 14,846千円 前年度比 930千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

上下水道部

下水道課 

議案第21号 

平成26年度伊達市工業団地特別会計予算 

 予算総額 5,098千円 前年度比 △3千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

産業部 

商工観光課



議案第22号 

平成26年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計予算 

 予算総額 25,828千円 前年度比 △506千円減額 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

市長直轄 

総合政策課

議案第23号 

～ 

議案第35号 

平成26年度伊達市各財産区特別会計予算 

 予算総額(13財産区) 13,682千円 前年度比 3,536千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

産業部 

農林整備課

 

議案第36号 

 

平成26年度伊達市水道事業会計予算 

 ○収益的収支 

 収入 1,805,491千円 前年度比 177,854千円 

 支出 2,043,140千円 前年度比 437,435千円 

○資本的収支 

 収入  388,781千円 前年度比  59,185千円 

 支出 1,015,126千円 前年度比 131,275千円 

 根拠法令：地方公営企業法第24条 

上下水道部

水道総務課

 

７．その他（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第37号 

財産の無償貸付けについて 

（主な内容） 

月舘地域の歯科医療体制を確保するため、月舘町歯科診療所を無償で貸

付するもの 

貸付する財産の所在地 月舘町布川字西原３１番地８ 

 （法令根拠） 

地方自治法第 96 条第１項第６号 

財務部 

財政課 

議案第38号 

伊達市道路線の廃止について 

（主な内容） 

県道福島保原線の先、市道神明町４号線（34313）までの道路新設改良事

業（上保原屋内運動場開発許可関連）に伴い、終点が変更となるため廃止

するもの 

路線番号 34021 路線名 正地内２号線（しょうちうちにごう） 

（法令根拠） 

道路法第 10 条第３項 

建設部 

管理課 

議案第39号 

伊達市道路線の認定について 

（主な内容） 

県道福島保原線の先、市道神明町４号線（34313）までの道路新設改良事

業（上保原屋内運動場開発許可関連）に伴い、終点が変更となるため廃止

した路線を別路線として認定するもの 

路線番号 34340 路線名 正地内３号線（しょうちうちさんごう） 

（法令根拠） 

道路法第８条第２項 

建設部 

管理課 

 


