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平成27年第４回伊達市議会定例会提出議案概要 

提出案件60件【報告４件 人事９件 条例の一部改正５件 補正予算19件 決算22件 その他１件】       

１．報告（４件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

報告第12号 

市が資本金を出資している法人の経営状況を説明する書類の提出について 

（主な内容） 

一般社団法人つきだて振興公社の経営状況を説明する書類を提出するも

の 

（根拠法令） 

地方自治法第243条の３第２項 

月舘総合支所 

報告第13号 

市が資本金を出資している法人の経営状況を説明する書類の提出について 

（主な内容） 

一般財団法人伊達市スポーツ振興公社の経営状況を説明する書類を提出

するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第243条の３第２項 

教育部 

教育総務課 

報告第14号 

平成26年度伊達市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

（主な内容） 

【健全化判断比率】 

伊達市の比率（早期健全化基準比率） 

実質赤字比率   赤字なし  （12.61％） 

連結実質赤字比率 赤字なし  （17.61％） 

実質公債費比率   7.4％   （25.0％） 

将来負担比率   35.4％   （350.0％） 

【資金不足比率】 

伊達市においては資金不足を生じている会計なし 

（根拠法令） 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項、第22条第１項 

財務部 

財政課 

資料 １ 
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報告第15号 

平成26年度伊達市一般会計継続費精算報告書について 

（主な内容） 

平成26年度に終了した継続費の精算について、議会に報告するもの 

（１）放課後児童クラブ建設事業 

【設定年度】 平成25年度から平成26年度まで 

【事 業 費】 計画 329,906,000円 

実績 319,464,000円 

差額  10,442,000円 

（２）梁川小学校改築事業 

【設定年度】 平成25年度から平成26年度まで 

【事 業 費】 計画 2,788,823,000円 

 実績 2,752,540,560円 

差額   36,282,440円 

（根拠法令） 

地方自治法施行令第145条第２項 

財務部 

財政課 

 

２．人事（９件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第87号 

議案第88号 

議案第89号 

議案第90号 

議案第91号 

議案第92号 

議案第93号 

議案第94号 

議案第95号 

 

 

 

 

 

伊達市梁川財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

伊達市白根財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

伊達市山舟生財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

伊達市富野財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

伊達市五十沢財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

伊達市富成財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

伊達市柱沢財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

伊達市上保原財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

伊達市金原田財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

（提案の理由） 

 上記の財産区管理委員が平成27年9月30日をもって任期満了となるため、

後任委員を選任し、議会の同意を求めるもの 

（根拠法令） 

伊達市財産区管理会条例第３条 

産業部 

農林整備課 
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３．条例の一部改正（５件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第96号 

伊達市個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

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（平成 25年法律第 27号）の規定による特定個人情報の保護措置の趣旨を

踏まえ、市が保有する特定個人情報に必要な措置を講じるため、条例の一部

を改正するもの 

（主な内容） 

市が保有する特定個人情報の適正な取扱の確保、保有する特定個人情報等

の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を実施するために必要な条

項を設けるもの 

（根拠法令） 

 地方自治法第 96条第１項 

総務部 

総務課 

議案第97号 

伊達市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 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（平成 25年法律第 27号）に基づく情報保護評価に係る第三者点検を行う

諮問機関を伊達市情報公開・個人情報保護審査会とするため、条例の一部を

改正するもの 

（改正の主な内容） 

伊達市情報公開・個人情報保護審査会の所掌事務に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情報保護評価

に係る第三者点検を加えるもの 

また、改正に伴い伊達市情報公開条例（平成 18年伊達市条例第 14号）の

文言の調整が必要なため、併せてその一部を改正する（附則による改正） 

（根拠法令） 

地方自治法第 96条第１項 

総務部 

総務課 
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議案第98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） 

 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

律の制定を踏まえ、通知カード及び個人番号カードの再交付手数料を定める

とともに、住民基本台帳法の改正に伴い住民基本台帳カードの交付手数料を

廃止するため条例の一部を改正するもの 

 また、市民サービスの向上と事務の効率化を図るため条例の一部を改正す

るもの 

（主な内容） 

 通知カード及び個人番号カードの紛失や盗難、破損等により再交付する際

の再交付手数料を定めるもので、総務省が示す基準額の再交付手数料相当経

費と同額とするもの  

 個人番号カードの運用開始に伴い住民基本台帳カードの交付が終了する

ため住民基本台帳カードの交付手数料を廃止するもの 

 ５人を超えると５人毎に 300円加算される住民票の写しの交付手数料を、

人数に係わらず１件 300円とするもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96条第１項 

市民生活部 

市民課 

議案第99号 

伊達市介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 第５期介護保険事業計画期間における福島県財政安定化基金特例交付金

の精算が終了したことに伴い、当該規定を削除するため、条例の一部を改正

するもの 

（主な内容） 

(1)第６条の福島県介護保険財政安定化基金特例交付金に関する規定の削除 

(2)附則第３項の福島県介護保険財政安定化基金特例交付金精算規定の削除 

（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 
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議案第100号 

伊達市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 放課後児童クラブを実施する施設及び位置の変更等に伴い、条例の一部を

改正するもの 

（主な内容） 

 だて児童クラブの実施施設に伊達市商工会伊達支所を追加し、ふしぐろ児

童クラブの実施施設及び位置を伊達東小学校に、せきもと児童クラブの実施

施設を堰本地区交流館に改正するもの 

（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 

４．補正予算（19件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第101号 

平成27年度伊達市一般会計補正予算（第２号） 

歳出 復興・放射能対策事業1,109,513千円、その他事業545,989千円 

歳入 震災復興特別交付税507,056千円、国庫支出金491,863千円、 

県支出金△418,027千円、寄附金2,432千円、繰入金△529,268千円、 

   繰越金1,556,046千円、諸収入1,600千円、市債43,800千円 

補正総額 1,655,502千円 

（根拠法令） 

地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第102号 

平成27年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

歳入は、交付金額の決定による増減、繰越金確定、事務費人件費の増に伴

う一般会計繰入金の増額等の補正 

歳出は、人件費・委託料の増額による総務費の増額、各拠出金の額の確定

による増減等の補正 

歳入 前期高齢者交付金△355千円 共同事業交付金△10,885千円 

   一般会計繰入金4,702千円 基金繰入金11,805千円 

   繰越金12,261千円 

歳出 総務費4,702千円 後期高齢者支援金等1,531千円 

   前期高齢者86千円 共同事業拠出金10,885千円 

   保健事業費324千円   

補正総額 17,528千円 

（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 
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議案第103号 

平成27年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号) 

歳入は、滞納繰越分保険料の確定及び繰越金確定に伴う後期高齢者医療保

険料の増額、人件費の増額による一般会計繰入金の補正 

 歳出は、人件費補正による総務費の増額、滞納繰越分保険料の確定及び繰

越金確定による後期高齢者医療広域連合納付金の増額補正 

歳入 後期高齢者医療保険料△1,421千円、繰越金2,144千円、 

一般会計繰入金914千円 

歳出 総務費914千円、後期高齢者医療広域連合納付金723千円 

補正総額 1,637千円 

（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104号 

平成27年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

歳入は、交付内示による県支出金、支払基金交付金の過年度分交付、平成

26年度決算による繰越金の増額補正と、一般会計繰入金の減額補正 

 歳出は、平成26年度の介護給付費、地域支援事業費の実績報告に基づく、

国、県、一般会計への返還金と人事異動による人件費の増額補正と、返還金

の歳出増額に伴う介護給付費準備基金への積立金の減額補正 

 歳入  国庫支出金2,500千円、支払基金交付金11,026千円、 

一般会計入金△521千円、繰越金155千円 

歳出 総務費1,979千円、基金積立金△58,420千円、諸支出金69,601千円 

 補正総額 13,160千円 

（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105号 

平成27年度伊達市公共下水道事業特別会計補正予算(第２号) 

歳入は、繰入金の減額、市債及び前年度決算余剰金確定による繰越金の増

額補正 

 歳出は、総務費の増額、下水道管理費の増額、下水道建設費の減額及び公

債費の増額補正 

 歳入  繰入金△18,570千円、繰越金6,141千円、市債22,500千円 

 歳出 総務費5,423千円、下水道管理費7,422千円、 

    下水道建設費△2,783千円、公債費9千円 

 補正総額 10,071千円 

（根拠法令） 

地方自治法第218条第１項 

上下水道部 

下水道課 
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議案第106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補正予算(第１号) 

 歳入は、前年度決算余剰金の確定による繰越金の増額補正 

 歳出は、総務費積立金の増額補正 

歳入  繰越金2,875千円 

歳出 積立金2,875千円 

補正総額 2,875千円 

（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107号 

平成27年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

歳入は、前年度決算剰余金の確定による繰越金の増額補正 

 歳出は、一般会計繰出金の増額補正 

歳入 繰越金2,079千円  

歳出 繰出金2,079千円 

補正総額 2,079千円 

（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108号 

議案第109号 

議案第110号 

議案第111号 

議案第112号 

議案第113号 

議案第114号 

議案第115号 

議案第116号 

議案第117号 

議案第118号 

 

 

 

 

平成27年度伊達市梁川財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成27年度伊達市白根財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成27年度伊達市富野財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成27年度伊達市五十沢財産区特別会計補正予算（第２号） 

平成27年度伊達市富成財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成27年度伊達市柱沢財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成27年度伊達市上保原財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成27年度伊達市金原田財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成27年度伊達市掛田財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成27年度伊達市大字掛田財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成27年度伊達市大石財産区特別会計補正予算（第１号） 

各財産区特別会計予算の前年度繰越金額が確定したため、繰越金等の補正

をするもの 

（根拠法令） 

地方自治法第218条第１項 

産業部 

農林整備課 
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議案第 119号 

平成27年度伊達市水道事業会計補正予算(第１号) 

○収益的収支 

 収入は、東京電力損害賠償金の増額補正 

 支出は、人事異動による人件費の増額補正 

 収入 営業外収益26,786千円 補正総額26,786千円 

 支出 営業費用5,441千円 補正総額5,441千円 

○資本的収支 

 支出は、人事異動による人件費の減額補正 

 支出 建設改良費△4,860千円 補正総額△4,860千円 

（根拠法令） 

地方公営企業法第24条 

上下水道部 

水道総務課 

 

５．決算（22件） 

平成26年度一般会計、特別会計の決算について、監査委員の意見を添えて議会の認定に付するもの 

（根拠法令）地方自治法第233条第３項 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第120号 平成26年度伊達市一般会計歳入歳出決算認定について 
財務部 

財政課 

議案第121号 平成26年度伊達市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 
健康福祉部 

国保年金課 

議案第122号 平成26年度伊達市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 
健康福祉部 

国保年金課 

議案第123号 平成26年度伊達市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 
健康福祉部 

高齢福祉課 

議案第124号 平成26年度伊達市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 
上下水道部 

下水道課 

議案第125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歳入歳出決算認定

について 

上下水道部 

下水道課 

議案第126号 平成26年度伊達市工業団地特別会計歳入歳出決算認定について 
産業部 

商工観光課 

議案第127号 平成26年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について 
市長直轄 

総合政策課 
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議案第128号 

議案第129号 

議案第130号 

議案第131号 

議案第132号 

議案第133号 

議案第134号 

議案第135号 

議案第136号 

議案第137号 

議案第138号 

議案第139号 

議案第140号 

平成26年度伊達市梁川財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成26年度伊達市白根財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成26年度伊達市山舟生財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成26年度伊達市富野財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成26年度伊達市五十沢財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成26年度伊達市富成財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成26年度伊達市柱沢財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成26年度伊達市上保原財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成26年度伊達市金原田財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成26年度伊達市掛田財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成26年度伊達市小国財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成26年度伊達市大字掛田財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成26年度伊達市大石財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

産業部 

農林整備課 

議案第141号 

平成26年度伊達市水道事業会計決算認定及び剰余金処分について 

平成26年度伊達市水道事業会計の決算について、監査委員の意見を添えて

議会の認定に付するもの 

また、未処分利益剰余金116,765,539円のうち、46,978,254円を自己資本金

へ組み入れするもの 

（根拠法令） 

地方公営企業法第30条第４項、地方公営企業法第32条第２項 

上下水道部 

水道総務課 

 

６．その他（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第142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 22040 路線名 八重穂内１号線(やえぼうちいちごうせん) 

（根拠法令） 

道路法第 10条第３項 

建設部 

管理課 

 


