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平成27年第６回伊達市議会定例会提出議案概要 

 

提出案件16件【人事２件 条例制定３件 条例の一部改正４件 補正予算４件 その他３件】 

１．人事（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第148号 

議案第149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 

（推薦候補者）２名 

（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 

２．条例制定（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第150号 

伊達市新市建設計画審議会設置条例の制定について 

（制定趣旨） 

合併協定により設置された地域審議会の設置期間の終了に伴い、その

役割を引き継ぐとともに、新市建設計画における一体的なまちづくりを

推進するため、市の附属機関として新市建設計画審議会を設置するため

条例を制定するもの 

（主な内容） 

(1)新市建設計画の変更に関する事項等について、市長の諮問に応じて

審議し答申することを規定する 

(2)必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることを規定 

する 

(3)委員 20名以内で組織する（委員の任期は２年とする) 

（根拠法令） 

地方自治法第 96条第１項 

市長直轄 

総合政策課 

資料 １ 
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議案第151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

条例の制定について 

（制定趣旨） 

  個人番号の独自利用を行う事務及び伊達市の機関外への特定個人情

報の提供を行うことについて、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。以下「番号

法」という。）第９条第２項及び第 19条第９号の規定により条例を制定

するもの 

（主な内容） 

(1)番号法別表第１に掲げられていない事務で個人番号を利用する事務

（独自利用事務）を規定する 

(2)同一執行機関内における複数の事務の間で特定個人情報を移転し、

個人番号を利用する事務（庁内連携事務）を規定する 

(3)同一自治体内の他の執行機関へ提供することができる特定個人情報

について規定する 

（根拠法令） 

地方自治法第 96条第１項 

総務部 

総務課 

議案第152号 

伊達市立図書館条例の制定について 

（制定趣旨） 

 社会教育施設である伊達市立図書館と中央交流館図書室(分室)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） 

伊達市立図書館の名称及び位置、事業、使用料等を規定する 

（根拠法令） 

地方自治法第 96条第１項 

教育部 

市立図書館 
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３．条例の一部改正（４件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第153号 

伊達市伊達情報ネットワーク複合施設館条例の一部を改正する条例に

ついて 

（改正趣旨） 

伊達市立図書館条例の制定に伴い、伊達市立図書館に関する規定を整

理するため、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

伊達市立図書館に関する規定を削除する 

（根拠法令） 

地方自治法第 96条第１項 

市長直轄 

秘書広報課 

議案第154号 

伊達市税条例等の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行規則等の一部を

改正する省令の施行に伴い、伊達市税条例等の一部を改正するもの 

（主な内容） 

○地方税における猶予制度の改正 

(1)徴収猶予及び換価の猶予に係る分割納付の方法を改正する 

(2)申請による換価の猶予に係る申請期限を規定する 

(3)徴収猶予及び申請による換価の猶予に係る申請書の記載事項及び添

付書類、並びに申請書及び添付書類の訂正期限を改正する 

○省令改正による文言の修正及び条ずれ等の改正 

（根拠法令） 

地方自治法第 96条第１項 

財務部 

税務課 

議案第155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） 

下水道法施行令の水質基準の強化に伴う改正 

（根拠法令） 

地方自治法第 96条第１項 

上下水道部 

下水道課 
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議案第156号 

伊達市立認定こども園条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 伊達市立月舘認定こども園の開園に向け、施設の名称及び位置を定め

るため、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

１ 名 称  伊達市立月舘認定こども園 

２ 位 置  伊達市月舘町月舘字関ノ下８番地２ 

（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（４件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第157号 

平成27年度伊達市一般会計補正予算(第４号) 

歳出 放射能対策事業 13,421 千円、その他事業 110,499千円 

歳入 地方特例交付金 824千円、普通交付税 178,812 千円、 

   分担金及び負担金 7,827千円、使用料及び手数料 297 千円 

   国庫支出金 23,366千円、県支出金 21,886 千円、 

財産収入 884千円、寄附金 5,100千円、繰入金△102,083千円、 

諸収入△17,493、市債 4,500 千円 

補正総額 123,920千円 

（根拠法令） 

地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第158号 

平成27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、医療費の増額補正に伴う負担金・補助金等の増、基金利子分

の増、災害臨時特例補助金の増による国保基金繰入金減額等の補正 

歳出は、人件費の増額による総務費の増、一般・退職の療養費の不足

に伴う保険給付費の増、基金利子の積立による増等の補正 

歳入 療養給付費等負担金58千円、普通調整交付金16千円、 

   災害臨時特例補助金1,837千円、療養給付費交付金462千円、 

   財政調整交付金16千円、基金利子55千円、繰入金△1,494千円 

歳出 総務費253千円、一般被保険者療養費179千円、 

   退職被保険者療養費462千円、基金積立金56千円   

補正総額 950千円 

（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159号 

平成27年度伊達市介護保険特別会計補正予算(第３号) 

歳入は、地域支援事業費増額に伴う国庫補助金、支払基金交付金、県

支出金の増額補正、及び地域支援事業費増額と人件費補正による一般会

計繰入金の増額補正 

歳出は、地域支援事業費増額に伴う介護給付費準備基金への積立金の

減額補正、及び人件費補正による総務費の増額補正 

歳入 国庫補助金407千円、支払基金交付金473千円、県補助金204千

円、一般会計繰入金1,913千円 

歳出 総務費691千円、基金積立金△342千円、地域支援事業費2,648

千円 

補正総額 2,997千円 

（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160号 

平成27年度伊達市水道事業会計補正予算(第３号) 

○収益的収支 

手当及び法定福利費変更に伴う人件費の増額補正 

支出 営業費用504千円    補正総額504千円 

○資本的収支 

法定福利費変更に伴う人件費の減額補正 

支出 建設改良費△122千円 補正総額△122千円 

（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．その他（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第161号 

議案第162号 

議案第163号 

指定管理者の指定について 

（主な内容） 

伊達市霊山こどもの村、伊達市霊山こどもの村児童館及び伊達市りょ

うぜん紅彩館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 

「伊達市霊山こどもの村」 

「伊達市霊山こどもの村児童館」 

「伊達市りょうぜん紅彩館」 

２ 指定管理者 一般社団法人 りょうぜん振興公社 

３ 指定の期間 平成 28年４月１日から平成 31年３月 31日まで 

（根拠法令） 

地方自治法第 244条の２第６項 

地域政策監 

霊山総合支所 

 


