
 

平成27年第１回伊達市議会定例会提出議案概要 

 

提出案件65件【人事５件 条例制定７件 条例の一部改正19件 条例廃止１件 補正予算８件 

当初予算21件 その他４件】 

１．人事（５件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第１号 

議案第２号 

議案第３号 

伊達市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めるこ

とについて 

（提案理由） 

固定資産評価審査委員会委員の任期満了に伴い、委員の選任について議

会の同意を求めるもの 

 

（根拠法令） 

地方税法第 423 条第３項 

総務部 

総務課 

議案第４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５号 

伊達市教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

（提案理由） 

教育委員会委員の任期満了に伴い、委員の任命について議会の同意を求

めるもの 

 

（根拠法令） 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項 

教育部 

教育総務課 

 

資料１－１



２．条例制定（７件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第６号 

伊達市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定について 

（制定趣旨） 

人事行政の運営等の状況の公表に関し、必要な事項を定めるため条例を

制定するもの 

（主な内容） 

公表する内容、時期、方法等、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 

総務部 

人事課 

議案第７号 

伊達市教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義務の特例に関す

る条例の制定について 

（制定趣旨） 

  教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、職務に専念する

義務の特例について必要な事項を定めるため条例を制定するもの 

（主な内容） 

教育長の勤務時間、休日、休暇等、職務に専念する義務の免除に関し、

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 

総務部 

人事課 

議案第８号 

伊達市地域包括支援センターの職員、人員等の基準に関する条例の制定

について 

（制定趣旨） 

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律（第３次一括法：平成 25 年６月７日成立）」によ

り介護保険法の一部改正が行われ、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） 

「指定介護予防支援等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（平成 18 年厚生労働省

令第 37 号）」、「指定介護予防支援サービス事業者の適格性（介護保険法（平

成９年法律第 123 号）第 115 条の 22 第２項第１号）」等を踏まえ伊達市地

域包括支援センターの職員、人員等の基準に関する条例を制定するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

健康福祉部 

高齢福祉課 



議案第９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制定に

ついて 

（制定趣旨） 

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律（第３次一括法：平成 25 年６月７日成立）」によ

り介護保険法の一部改正が行われ、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） 

「指定介護予防支援等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（平成 18 年厚生労働省

令第 37 号）」、「指定介護予防支援サービス事業者の適格性（介護保険法（平

成９年法律第 123 号）第 115 条の 22 第２項第１号）」等を踏まえ伊達市指

定介護予防支援サービス事業等の基準に関する条例を制定するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

健康福祉部 

高齢福祉課 

議案第10号 

伊達市鳥獣被害対策実施隊設置条例の制定について 

（制定趣旨） 

 対象鳥獣の捕獲等、被害防止計画に基づく被害防止施策を実施する鳥獣

被害対策実施隊の設置に関し、必要な事項を定めるため条例を制定するも

の 

（主な内容） 

 実施隊の任務、並びに実施隊員の任期、報酬及び災害補償等について定

めるもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

産業部 

農政課 

議案第11号 

小国財産区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） 

小国財産区の廃止に伴い、関係条例を整理し改正するもの 

（主な内容） 

(1)伊達市特別会計条例の一部改正 

(2)伊達市財産区管理会条例の一部改正 

(3)伊達市財産区の財産の管理及び処分に関する条例の一部改正 

(4)伊達市財産区基金条例の一部改正 

（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12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制定につい

て 

（制定趣旨） 

 都市計画法に基づく開発許可の権限について、福島県から伊達市に移譲

されるため、都市計画法に基づく開発許可の基準等に関し必要な条項を定

めるもの 

（主な内容） 

(1)都市計画区域の開発行為の許可及び都市計画区域外の開発行為の許可

を行う際の審査基準となる、都市計画法及び都市計画法施行令等に定める

もの以外の基準について定めるもの 

(2)地域の実情に応じて、都市計画法及び都市計画法施行令等の技術的細目

について定められた制限を強化又は緩和するもの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 

都市計画課 

 

３．条例の一部改正（19件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第13号 

伊達市行政手続条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 行政手続法（平成５年法律第88号）の一部改正に伴い、同法の適用を受

けない地方公共団体の行政指導、処分等について同法と同様の制度を整備

するため、条例の一部を改正するもの 

本改正により伊達市税条例（平成18年伊達市条例第45号）及び伊達市国

民健康保険税条例（平成18年伊達市条例第115号）で引用している項番号が

変更となるため、併せて、これらの条例の一部改正をするもの 

（主な内容） 

(1)行政指導の方式の改正 

(2)行政指導の中止等の求めを追加する改正 

(3)法令等が根拠となる処分について追記する改正 

(4)文言及び引用番号の整理 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

総務部 

総務課 



議案第14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） 

 委嘱の廃止、委員会の設置、条例の制定及び法律の改正等に伴い、条例

の一部を改正するもの 

（主な内容） 

(1)交流館長及び交流館副館長の報酬を削除 

(2)認知症初期集中支援チーム検討委員会及び介護相談員の報酬を追加 

(3)鳥獣被害対策実施隊員の報酬の改正 

(4)教育委員会委員の委員長の報酬を削除 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

総務部 

総務課 

議案第15号 

伊達市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、教育長の身分

が特別職となるため、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

 伊達市特別職報酬等審議会の所掌事務に、「教育長」を加えるもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条１項 

総務部 

人事課 

議案第16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 

（改正趣旨） 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、教育長が特別

職の職員となるため、及び福島県人事委員会勧告に準拠し、期末手当支給

割合（６月期、12 月期）を変更するため、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

(1)特別職として、教育長を、給与として、別表１に給料月額 729,000 円を

加える 

(2)期末手当支給割合を、６月については、「100 分の 140」から「100 分の

147.5」に、12 月については、「100 分の 165」から「100 分の 157.5」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17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

正する等の条例について 

(改正等理由） 

 福島県人事委員会勧告に準拠し、教育長の期末手当支給割合（６月期、

12 月期）を変更するため、条例の一部を改正し、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律の改正により、教育長の身分が特別職となることにより、

新たに「伊達市長等の給与及び旅費に関する条例」及び「伊達市教育長の

勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義務に関する条例」で定めるため、

本条例を廃止するもの 

（主な内容） 

(1) 期末手当支給割合を、６月については、「100 分の 140」から「100 分

の 147.5」に、12 月については、「100 分の 165」から「100 分の 157.5」

に改正 

(2)法施行日に本条例を廃止 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

総務部 

人事課 

議案第18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、給与制度の総合的見直しの勧告により、

給料表の水準を引き下げるとともに、諸手当（単身赴任手当、管理職員特

別勤務手当）の見直しのため、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

(1)給料表の改正 

(2)勤勉手当支給割合を、「100 分の 82.5」から「100 分の 75」に、再任用

職員については、「100 分の 37.5」から「100 分の 35」に改正 

(3)特定職員の勤勉手当支給割合を、「100 分の 82.5」から「100 分の 75」

に改正 

(4)単身赴任手当の基礎額を「23,000 円」を「30,000 円」に、加算額を「45,000

円」から「70,000 円」に改正 

(5)再任用職員の住居手当、単身赴任手当の新設 

(6)管理職員特別勤務手当については、平日深夜に勤務した場合に対し、勤

務１回につき 6,000 円を超えない範囲の額を支給 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

総務部 

人事課 



議案第19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 

（改正趣旨） 

 福島県人事委員会に準拠し、給料表を引き下げるともに、特定任期付職

員の勤勉手当支給割合を改正するため、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

(1)給料表の改正 

(2)期末手当支給割合を、6 月については、「100 分の 140」から「100 分の

150」に、12 月については、「100 分の 170」から「100 分の 155」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20号 

伊達市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

伊達市行政財産使用料条例における伊達市道路占用料条例に準拠してい

る項目について、伊達市道路占用料条例の一部改正に併せて所要の改正を

するもの 

（主な内容） 

伊達市行政財産使用料条例第２条別表の一部改正 

(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 2,000 円を 1,100 円に改正 

(2)郵便差出箱を設置する場合、１個につき 470 円を 270 円に改正 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

財務部 

財政課 

議案第21号 

伊達市手数料条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 都市計画法に基づく開発行為の許可権限が福島県から伊達市に移譲され

ることに伴う許可申請手数料等の追加、及び引用法令の名称変更に伴い、

条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

(1)許可申請手数料等について、過去の経緯及び周辺自治体を参考に、福島

県で定めている手数料と同額、且つ県内他自治体と同額で定める 

(2)名称変更となった法令名を改正 

 (変更前)「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」 

 (変更後)「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

財務部 

財政課 



議案第22号 

伊達市介護保険条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 平成 27 年度から平成 29 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 27 年度から平成 29 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 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

健康福祉部 

高齢福祉課 

議案第23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について 

（改正趣旨） 

 指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成

18 年厚生労働省令第 34 号）の一部改正に伴い、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

国標準省令の改正に伴うものについて、国標準省令の同一の内容となる

よう所要の改正を行うもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

健康福祉部 

高齢福祉課 

議案第24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

例について 

（改正趣旨） 

指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、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（平成 18 年厚生労働省令第 36 号）の一部改正に伴い、条例

の一部を改正するもの 

（主な内容） 

 国標準省令の改正に伴うものについて、国標準省令の同一の内容となる

よう所要の改正を行うもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

 

 

健康福祉部 

高齢福祉課 



議案第25号 

伊達市道路占用料条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 道路法施行令の一部改正及び福島県道路占用料徴収条例の一部を改正す

る条例が公布されたことに伴い、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

 道路占用料を定める別表の改正 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

建設部 

管理課 

議案第26号 

伊達市都市公園条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 都市公園法の一部改正及び福島県都市公園条例の一部を改正する条例が

公布されたことに伴い、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

 都市公園占用料を定める別表の改正 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

建設部 

都市計画課 

議案第27号 

伊達市下水道条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 下水道法施行令の排出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） 

 下水道法施行令第 9 条の 4 に規定する下水道を使用する特定事業場に対

する排出基準のうち、カドミウム及びその化合物に係る排出基準を 0.1 ㎎

/L 以下から 0.03 ㎎/L 以下に改正するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第 1項 

上下水道部 

下水道課 

議案第28号 

伊達市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 霊山上小国上地区への給水区域拡張に伴い、水道事業の給水人口及び１

日 大給水量を変更するため、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

 水道事業の給水人口及び１日 大給水量の改正 

 （厚生労働省への事業変更認可の内容と整合を図る。） 

（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 



議案第29号 

伊達市給水条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 福島再生加速化交付金を活用して霊山上小国上地区の水道施設を整備す

ることに伴い、給水区域を追加するため、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

 別表第１の給水区域に霊山上小国上地区を追加する改正 

（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 

議案第30号 

伊達市立学校施設使用料条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 梁川小学校施設開放に伴う、講堂、サブアリーナの使用料を定めるため、

条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

 講堂、サブアリーナ設置に伴う、施設名の追加及び使用料の制定を行う

改正 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

教育部 

教育総務課 

議案第31号 

伊達市立学校設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例につ

いて 

（改正趣旨） 

 梁川小学校新校舎の使用を開始するに当たり、附則の経過措置による位

置から新たな位置に変更するため、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

 附則の経過措置を削除し、梁川小学校の位置を「伊達市梁川町字北本町

21 番地１」とするもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

教育部 

学校教育課 

 

４．条例廃止（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第32号 

伊達市いきいき事業基金条例を廃止する条例について 

（廃止理由） 

旧保原町いきいき事業基金条例の規定により積み立てられた現金等の基

金運用処分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 

 

 



５．補正予算（８件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第33号 

平成26年度伊達市一般会計補正予算（第６号） 

歳入 市税 125,000 千円、分担金及び負担金△3,349 千円 

   使用料及び手数料△58 千円、国庫支出金△129,543 千円、 

   県支出金△2,219,682 千円、寄附金 1,090 千円 

   繰入金△248,764 千円、諸収入 55,178 千円、市債△292,000 千円 

歳出 放射能対策事業△2,309,896 千円、その他事業△402,232 千円 

補正総額 △2,712,128 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34号 

平成26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、保険給付費の実績見込みによる療養給付費交付金の増額、交付

額決定による国庫支出金の増額及び軽減世帯の増に伴う国保財政安定化支

援事業繰入金の増額による一般会計繰入金の増額補正 

歳出は、支出額の精査による一般管理費、退職被保険者療養費、還付金

の補正及び前年度補助金の精算による返還金の補正 

歳入  療養給付費等交付金170千円、震災復旧･復興特定健診補助金35千

円、災害臨時特例補助金1,720千円、一般会計繰入金75,172千円、

国保基金繰入金△61,124千円 

歳出 総務費△2,600千円、保険給付費170千円、還付金△3,500千円、返

還金21,903千円 

補正総額 15,973千円 

（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35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３号) 

後期高齢者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 

歳入 普通徴収保険料保険料15,370千円、延滞金112千円、一般会計繰入

金442千円 

歳出 広域連合納付金15,924千円 

補正総額 15,924千円 

（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36号 

平成26年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

歳入は、特別徴収対象者増加による保険料の増額補正、介護給付費の変

更申請による国庫支出金の増額補正と支払基金負担金及び財政安定化基金

の減額補正 

歳出は、介護給付費準備基金積立金の減額補正、支出見込額の精査によ

る地域支援事業費の減額補正 

歳入 介護保険料30,570千円、支払基金交付金△25,283千円、 

   財政安定化基金△46,670千円 

歳出 基金積立金△29,157千円、地域支援事業費△5,487千円 

補正総額 △37,651千円 

（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37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４号） 

歳入は、下水道受益者負担金の歳入増による増額、下水道使用料現年度

の歳入減による減額、下水道使用料過年度分歳入増による増額、公共下水

道事業の減による国庫補助金、県費補助金及び公共下水道事業債の減額、

流域下水道事業確定による下水道事業債の減額、歳出減に伴う一般会計繰

入金の減額、流域下水道事業負担金の過年度分精算による増額、県施工工

事確定による補償費の増額の補正 

歳出は、公共下水道整備事業費減による減額、流域下水道建設事業確定

による減額による補正 

歳入  分担金及び負担金6,865千円、使用料及び手数料△3,874 

   千円、国庫支出金△12,600千円、県支出金△737千円、 

   繰入金△8,551千円、雑入8,973千円、市債△27,500千円  

歳出 下水道建設費△37,424千円  

補正総額 △37,424千円 

（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38号 

平成26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、土地売払収入が見込めないため減額補正し、一般会計からの繰

入金を増額補正 

 歳出は、一般管理費及び事業費を整理し減額補正 

歳入 土地売払収入△25,825千円、繰入金10,584千円 

歳出 一般管理費△100千円、事業費△15,141千円 

 補正の総額 △15,241千円 

（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39号 

平成26年度伊達市小国財産区特別会計補正予算（第２号） 

歳入は、伐採木売払いによる毛上売払収入の増額と小国財産区特別会計

廃止による予算整理 

歳出は、小国財産区特別会計廃止による予算整理 

歳入 毛上売払収入63千円 基金繰入金1,934千円 

歳出 交際費△10千円、消耗品費△10千円、積立金△85千円、一般会計

繰出金2,232千円、施設修繕費△30千円、予備費△100千円 

補正総額 1,997千円 

（根拠法令） 

地方自治法第218条第１項 

産業部 

農林整備課 

議案第40号 

平成26年度伊達市水道事業会計補正予算（第３号） 

事業費実績見込みに伴う整理補正 

○収益的収支 

収入は、実績に伴う水道料金、加入金、東京電力損害賠償金等の増額、

長期前受金戻入の減額の補正 

支出は、福島地方水道用水供給企業団受水費、貸倒引当金繰入額、固定

資産除却費、消費税及び地方消費税の増額、配水・給水施設漏水修繕費、

減価償却費等の減額の補正 

収入 営業収益4,385千円、営業外収益56,852千円…補正総額61,237千円 

支出 営業費用62,099千円、営業外費用1,455千円、特別損失△4,313千

円…補正総額59,241千円 

○資本的収支 

収入は、配水管布設替・消火栓工事負担金の減額の補正 

支出は、舗装復旧工事請負費、配水管布設(替)測量設計委託料等の減額

の補正 

収入 負担金△11,400千円…補正総額△11,400千円 

支出 建設改良費△25,548千円…補正総額△25,548千円 

（根拠法令） 

地方公営企業法第24条 

上下水道部 

水道総務課 

 

６．当初予算（21件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第41号 

平成27年度伊達市一般会計予算 

 予算総額 29,658,000千円 前年度比 △4,125,000千円 

（根拠法令） 

地方自治法第211条第１項 

財務部 

財政課 



議案第42号 

平成27年度伊達市国民健康保険特別会計予算 

 予算総額 8,546,427千円 前年度比 1,019,072千円 

（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43号 

平成27年度伊達市後期高齢者医療特別会計予算 

 予算総額 678,646千円 前年度比 9,873千円 

（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44号 

平成27年度伊達市介護保険特別会計予算 

 予算額 6,505,839千円 前年比 196,362千円 

（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45号 

平成27年度伊達市公共下水道事業特別会計予算 

 予算総額 1,065,025千円 前年度比 39,369千円 

（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46号 

平成27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 14,686千円 前年度比 △160千円 

（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47号 

平成27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 増減なし 

（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48号 

平成27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 増減なし 

（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49号 

～ 

議案第60号 

 

平成27年度伊達市各財産区特別会計予算 

 予算総額(12財産区) 12,834千円 前年度比 △848千円 

（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61号 

 

平成27年度伊達市水道事業会計予算 

○収益的収支 

 収入 1,826,153千円 前年度比  20,662千円 

 支出 1,792,301千円 前年度比△250,839千円 

○資本的収支 

 収入  640,925千円 前年度比 252,144千円 

 支出 1,307,063千円 前年度比 291,937千円 

（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（４件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第62号 

伊達市第２次総合計画基本構想を定めることについて 

（主な内容） 

(1)計画期間を平成 27 年度から平成 34 年度までの８年間とする 

(2)前期基本計画期間を平成 27 年度から平成 30 年度の４年間とする 

(3)基本構想－基本計画－実施計画の３層で構成 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第２項 

伊達市議会基本条例第 13 条 

市長直轄 

総合政策課 

議案第63号 

伊達市道路線の廃止について 

（主な内容） 

市道路線廃止申請に伴い、路線を廃止するもの 

路線番号 26081 路線名 越口吹合線 (こしくちふきあいせん） 

（法令根拠） 

道路法第 10 条第３項 

建設部 

管理課 

議案第64号 

伊達市道路線の認定について 

（主な内容） 

(1)市道越口吹合線(26081)の路線廃止に伴い、新たに付替道路を路線認定

するもの 

路線番号 26170 路線名 越口吹合１号線 (こしくちふきあいいちごうせん） 

(2)市道越口吹合線(26081)の路線廃止に伴い、新たに路線認定するもの 

路線番号 26171 路線名 越口１号線 (こしくちいちごうせん） 

（根拠法令） 

道路法第８条第２項 

建設部 

管理課 

議案第65号 

伊達市道路線の変更について 

（主な内容） 

市道路線終点変更に伴い、路線を変更するもの 

路線番号 27022 路線名 沼田２号線 (ぬまたにごうせん） 

（根拠法令） 

道路法第 10 条第２項 

建設部 

管理課 

 


