
 

平成26年第７回伊達市議会定例会提出議案概要 

 

提出案件33件【専決処分の報告１件 専決処分の承認１件 人事１件 条例制定４件 条例改正９件 

条例廃止４件 補正予算６件 その他７件 】 

１．専決処分の報告（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

報告第16号 

専決処分の報告について 

（主な内容） 

自動車事故による損害賠償の額を決定することについて、地方自治法第

180 条第１項の規定により専決処分したので、これを報告するもの 

１ 専決処分日    平成26年10月２日 

２ 損害賠償額   295,257円 

３ 損害賠償請求額 13,607円 

４ 事故発生日時  平成26年７月23日 午前10時50分頃 

５ 事故発生場所  伊達市梁川町字大町一丁目地内 

６ 事故の概要   市職員の運転する公用車が、国道349号との丁字路

において、国道349号に右折する際、右側から直進

してきた相手方車両と衝突し、当方車両左前部分

と相手方車両左後部分が破損した 

（根拠法令） 

地方自治法第 180 条第２項 

財務部 

財政課 

 

２．専決処分の承認（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第124号 

専決処分の承認を求めることについて 

（主な内容） 

工事請負変更契約の締結について、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 契約の名称  梁川屋内運動場建築工事 

２ 変更の理由  地盤改良工事が必要となったため 

３ 契約の金額  変更前 216,000,000 円 

変更後 231,186,960 円 

４ 契約の相手方  菅野建設株式会社伊達営業所 

５ 専決処分日  平成26年11月18日 

（根拠法令） 

地方自治法第 179 条第３項 

こども部 

こども支援課

 

資料 １



３．人事（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第125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 

（提案の理由） 

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 

（推薦候補者） 

福地 アイ子 

（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 

 

４．条例制定（４件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第126号 

伊達市伊達氏ゆかりの公園条例の制定について 

（制定趣旨） 

梁川八幡神社周辺整備事業に基づく広場等の設置に関し、必要な事項を

定めるため条例を制定するもの 

（主な内容） 

広場の名称、位置、制限及び許可等に必要な事項について定めるもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

産業部 

商工観光課 

議案第127号 

伊達市地域優良賃貸住宅条例の制定について 

（制定趣旨） 

  スマートウエルネスシティ整備事業関連の霊山町掛田地区都市再生整備

計画に基づき、高齢者専用コレクティブハウス型共同住宅で新設整備する

地域優良賃貸住宅(掛田地区高齢者専用共同住宅)の設置に関し、必要な事

項を定めるため条例を制定するもの 

（主な内容） 

地域優良賃貸住宅の名称、位置及び管理並びに家賃等について定めるも

の 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

建設部 

管理課 

議案第128号 

伊達市こども遊び場設置条例の制定について 

（制定趣旨） 

 子どもの健康の向上と健やかな心の発達を支援するこども遊び場の設置

に関し、必要な事項を定めるため条例を制定するもの 

（主な内容） 

上保原屋内運動場及び梁川屋内・屋外運動場の名称、位置及び管理等に

必要な事項について定めるもの 

（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



議案第129号 

伊達市立幼稚園保育料条例の制定について 

（制定趣旨） 

 子ども子育て支援法の施行に伴い、保育料が国基準額を上限とする保護

者の所得に応じた負担となるため条例を制定するもの 

（主な内容） 

市立幼稚園の保育料徴収規定を定めるもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

こども部 

こども育成課

 

５．条例改正（９件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第130号 

伊達市部等設置条例の一部を改正する条例について 

（改正理由） 

所掌する事務の所管替えに伴い、条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

市長直轄及び総務部の事務分掌の改正 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

総務部 

総務課 

議案第131号 

伊達市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について 

（改正理由） 

福島県人事委員会による職員の勤勉手当支給割合引き上げ勧告をふま

え、市長等の期末手当支給割合を引き上げるため、条例の一部を改正する

もの 

（主な改正内容） 

12 月に支給する期末手当支給割合を、「100 分の 150」から「100 分の 165」

に改正 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

総務部 

人事課 

議案第132号 

伊達市教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改

正する条例について 

（改正理由） 

  福島県人事委員会による職員の勤勉手当支給割合引き上げ勧告をふま

え、教育長の期末手当支給割合を引き上げるため、条例の一部を改正する

もの 

（主な改正内容） 

12 月に支給する期末手当支給割合を、「100 分の 150」から「100 分の 165」

に改正 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

総務部 

人事課 



議案第133号 

伊達市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

（改正理由） 

 福島県人事委員会勧告に準拠し、民間給与との較差を埋めるため、世代

間の給与配分の観点から若年層に重点を置きながら給料表の水準を引き上

げるとともに、勤務実績に応じた給与の推進のための勤勉手当を引き上げ

るため、条例の一部を改正するもの 

（主な改正内容） 

(1)給料表の改正 

(2) 12 月に支給する勤勉手当支給割合を、「100 分の 67.5」から「100 分の

82.5」に、再任用職員については、「100 分の 32.5」から「100 分の 37.5」

に改正 

(3)特定職員の勤勉手当支給割合を、「100 分の 67.5」から「100 分の 82.5」

に改正 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

総務部 

人事課 

議案第134号 

伊達市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例

について 

（改正理由） 

 福島県人事委員会勧告に準拠し、特定任期付職員の期末手当を引き上げ

るため、条例の一部を改正するもの 

（主な改正内容） 

(1)給料表の改正 

(2)12 月に支給する期末手当支給割合を、「100 分の 155」から「100 分の 170」

に改正 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

総務部 

人事課 

議案第135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 

（改正理由） 

産科医療補償制度及び出産育児一時金の見直しに伴う関係政令等の改正

に伴い、条例の一部を改正するもの 

（主な改正内容） 

出産育児一時金の金額を 39 万円から 40 万４千円に改正 

（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136号 

伊達市農林業関係センター条例の一部を改正する条例について 

（改正理由） 

 農林業関係センターの一部が、市民の地域交流を促進し、市民の生活文

化の向上と市民福祉の増進及び地域の主体的な地域づくり活動を支援する

ための交流館に移行したことに伴い、条例の一部を改正するもの 

（主な改正内容） 

交流館に移行した施設を市が設置する農林業関係センターから削除する 

○交流館に移行した施設 (７施設) 

「伊達市梁川農村環境改善センター」、「伊達市粟野農業構造改善センタ

ー」、「伊達市白根農業構造改善センター」、「伊達市富野農業研修センタ

ー」、「伊達市五十沢農業構造改善センター」、「伊達市東大枝農業構造改

善センター」、「伊達市山舟生林業構造改善センター」 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

産業部 

農林整備課 

議案第137号 

伊達市営住宅等条例の一部を改正する条例について 

（改正理由） 

 老朽解体が進み管理が不要となる市営住宅の用途廃止、並びに「子ども・

被災者支援法」に基づき定められた支援対象地域に居住していた支援対象

避難者について、優先的に市営住宅へ入居できる者として取扱うため、条

例の一部を改正するもの 

（主な改正内容） 

(１)中川団地を普通市営住宅から削除する 

(２)入居者の資格に支援対象避難者を追加し、入居者の選考において優

先的に入居させることができる者に加える 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

建設部 

管理課 

議案第138号 

伊達市立学校設置条例の一部を改正する条例について 

（改正理由） 

 梁川認定こども園の開園により、梁川幼稚園は閉園となるため、条例の

一部を改正するもの 

（主な改正内容） 

梁川幼稚園を市が設置する幼稚園、小学校及び中学校から削除する 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

こども部 

こども育成課

 

 



６．条例廃止（４件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第139号 

伊達市堰本ふるさと会館管理条例を廃止する条例について 

（廃止理由） 

堰本ふるさと会館が、市民の地域交流を促進し、市民の生活文化の向上

と市民福祉の増進及び地域の主体的な地域づくり活動を支援するための交

流館に移行したことに伴い廃止するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

市民生活部 

市民協働課 

議案第140号 

伊達市農村集落多目的共同利用施設条例を廃止する条例について 

（廃止理由） 

農村集落多目的共同利用施設が、市民の地域交流を促進し、市民の生活

文化の向上と市民福祉の増進及び地域の主体的な地域づくり活動を支援す

るための交流館に移行したことに伴い廃止するもの 

○交流館に移行した施設 (３施設) 

「小国ふれあいセンター」、「石戸ふれあいセンター」、「霊山ふれあ

いセンター」 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

産業部 

農林整備課 

議案第141号 

伊達市保育の実施に関する条例を廃止する条例について 

（廃止理由） 

子ども・子育て支援法の施行に伴い、保育所における保育の実施基準が、

同法の定める基準となるため廃止するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

こども部 

こども育成課

議案第142号 

伊達市立幼稚園管理条例を廃止する条例について 

（廃止理由） 

子ども・子育て支援法の施行に伴い、園児の入園募集方法及び入園資格

等は規則で定め、保育料は新たに制定する伊達市立幼稚園保育料条例で定

めるため廃止するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

こども部 

こども育成課

 

 



７．補正予算（６件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第143号 

平成26年度伊達市一般会計補正予算 

 

歳出 放射能対策事業131,802千円、その他事業408,613千円 

歳入 地方特例交付金△2,110千円、地方交付税18,084千円、使用料及び

手数料33千円、国庫支出金278,884千円、県支出金128,799千円、

財産収入7,856千円、寄附金307千円、繰入金111,493千円、諸収入

14,469千円、市債△17,400千円 

補正総額 540,415千円 

（根拠法令） 

地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第144号 

平成26年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

歳入は、国庫支出金、療養給付費交付金、繰入金及び国保連合会国保基

金積立金返還金等の増額補正 

歳出は、高額療養費及び療養費等の見込み増による保険給付費の増額、

委託料の増による総務費の増額、前年度補助金の精算にかかる返還金の計

上 

歳出 総務費 5,808千円、保険給付費 10,516千円、返還金 40,287千円 

歳入 国庫支出金 5,240千円、療養給付費交付金 7,232千円、一般会計

繰入金 7,378千円、国保基金繰入金 25,932千円、連合会国保基金

積立金返還金 12,121千円 

補正総額 58,160千円 

（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145号 

平成26年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

給与条例改正に伴う人件費の増額による補正 

歳出 総務管理費 209千円 

歳入 一般会計繰入金 209千円 

補正総額 209千円 

（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146号 

平成26年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

歳入は、給与条例改正に伴う人件費及び介護保険制度改正に伴う介護保

険システム改修による一般会計繰入金の増額補正 

歳出は、給与条例改正に伴う人件費及び介護保険制度改正に伴う介護保

険システム改修による総務管理費の増額補正 

歳出 総務管理費 11,096千円 

歳入 一般会計繰入金 11,096千円 

 補正総額 11,096千円 

（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147号 

平成26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25年度消費税及び地方消費税確定による中間納付額の増額、

及び給与条例改正に伴う人件費の増額による一般会計繰入金の補正 

歳出は、消費税支払額の増額による総務費の補正、及び給与条例改正に

伴う人件費の増額による下水道管理費及び下水道建設費の補正 

歳出 総務費6,061千円、下水道管理費599千円、下水道建設費628千円 

歳入  一般会計繰入金7,288千円 

補正総額 7,288千円 

（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148号 

平成26年度伊達市水道事業会計補正予算（第２号） 

給与条例改正に伴う人件費の増額による補正 

○収益的収支 

 支出 営業費用984千円  補正総額984千円 

○資本的収支 

 支出 建設改良費304千円  補正総額304千円 

（根拠法令） 

地方公営企業法第24条 

上下水道部 

水道総務課 

 

 



８．その他（７件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第149号 

損害賠償の額を定めることについて 

（主な内容） 

道路管理に起因する事故による損害を賠償することについて、議会の議

決を求めるもの 

１ 損害賠償の額 520,128円 

２ 事故発生日時 平成26年６月20日午前９時45分頃 

３ 事故発生場所 伊達市月舘町下手渡字上代51番地３付近 

４ 事故の概要  相手方車両が市道上代１号線を走行中、Ｕ字溝破損

により固定不良となっていたグレーチングが跳ね上

がり、相手方車両の燃料タンクが破損し、更に破損

した燃料タンクから軽油が流出したため、オイルフ

ェンスの設置・撤去費用が発生し、損害を与えた 

（法令根拠） 

地方自治法第 96 条第１項第 13 号 

総務部 

総務課 

議案第150号 

伊達市道路線の廃止について 

（主な内容） 

市道塚畑一本杉線（11057）の先、民間開発整備に伴い、道路寄附採納が

あり終点が変更となるため廃止するもの 

路線番号 11057 路線名 塚畑一本杉線 (つかばたけいっぽんすぎせん） 

（法令根拠） 

道路法第 10 条第３項 

建設部 

管理課 

議案第151号 

伊達市道路線の認定について 

（主な内容） 

(1) 市道塚畑一本杉線（11057）の路線廃止に伴い、終点が変更になったこ

とから、別路線として認定するもの 

路線番号 13039 路線名 塚畑荒町線 (つかばたけあらまちせん） 

(2) 平成 26 年 10 月 17 日付け寄附採納願いがあり、平成 26 年 10 月 22 日

付け寄附受納決定となった路線を認定するもの 

路線番号 34341 路線名 寺前３号線 (てらまえさんごうせん） 

（根拠法令） 

道路法第８条第２項 

建設部 

管理課 



議案第152号 

指定管理者の指定について 

（主な内容） 

保原総合公園(伊達市保原歴史文化資料館を除く)の指定管理者を指定す

るため、議会の議決を求めるもの 

１ 公の施設の名称 保原総合公園(伊達市保原歴史文化資料館を除く) 

２ 指定管理者   一般財団法人 伊達市スポーツ振興公社 

３ 指定の期間   平成 27 年 4 月 1日から平成 30 年 3 月 31 日まで 

（根拠法令） 

地方自治法第 244 条の２第６項 

建設部 

都市計画課 

議案第153号 

指定管理者の指定について 

（主な内容） 

掛田まちなかサロンの指定管理者を指定するため、議会の議決を求める

もの 

１ 公の施設の名称 掛田まちなかサロン 

２ 指定管理者   特定非営利活動法人 りょうぜん楽しもう会 

３ 指定の期間   平成 27 年 4 月 1日から平成 30 年 3 月 31 日まで 

（根拠法令） 

地方自治法第 244 条の２第６項 

霊山総合支所

議案第154号 

指定管理者の指定について 

（主な内容） 

伊達市社会体育施設の指定管理者を指定するため、議会の議決を求める

もの 

１ 公の施設の名称 (17 施設) 

「伊達市伊達体育館」、「伊達市梁川体育館」、「伊達市保原体育館」、

「伊達市保原第２体育館」、「伊達市霊山体育館」、「伊達市月舘体

育館」、「伊達テニスコート」、「梁川テニスコート」、「伊達市梁

川プール」、「伊達市保原プール」、「伊達運動場」、「中瀬グラウ

ンド」、「柏町運動広場」、「霊山運動広場」、「月舘運動場」、「伊

達市梁川弓道場」、「伊達市屋内ゲートボール場」 

２ 指定管理者   一般財団法人 伊達市スポーツ振興公社 

３ 指定の期間   平成 27 年４月１日から平成 30 年３月 31 日まで 

（根拠法令） 

地方自治法第 244 条の２第６項 

教育部 

教育総務課 

 



議案第155号 

土地の取得について 

（提案の理由） 

保原梁川の各学校給食センターの老朽化に伴い、新たに統合して新築す

る保原学校給食センターの建設用地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） 

１ 所在地  伊達市保原町字舟橋15番１ ほか７筆 

２ 面積   5730.57平方メートル 

３ 取得金額 23,495,337円 

４ 相手方  枝並 良男 ほか４名 

（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 

教育部 

学校給食 

センター 

 

問合せ先 

総務部総務課 

電話 575-1111 


