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資料２ 

平成28年第２回伊達市議会定例会提出議案概要 

 

提出案件52件【専決処分の報告２件 人事３件 条例制定５件 条例の一部改正11件 

 補正予算７件 当初予算21件 その他３件】 

１．専決処分の報告（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

報告第２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の決定及び和解することについ

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 28年２月３日 

２ 損害賠償の額 32,400円 

３ 事故発生日時 平成 27年 11月 11日 午後８時 10分頃 

４ 事故発生場所 福島県伊達市保原町字油谷地 10番地１付近 

５ 事故の概要  市消防団保原支団団員が、秋の火災予防運動

に伴う夜警巡視中に対向車とすれ違う際、相

手方コンクリート擁壁に接触し損害を与え

た 

（根拠法令）地方自治法第 180条第２項 

財務部 

財政課 

報告第３号 

専決処分の報告について 

（主な内容） 

市有施設の安全管理に起因する事故の損害賠償の額の決定及び

和解することについて、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 28年２月５日 

２ 損害賠償の額 197,157円 

３ 事故発生日時 平成 27年 12月 15日 午後７時 40分頃 

４ 事故発生場所 福島県伊達市保原町字宮下 47番地３ 

５ 事故の概要  市が管理する消防屯所に設置された柵が、根

元部分の老朽化により倒れ、隣接した駐車場

の車両に接触し、車両前方部ボディ及びライ

トを損傷させた 

（根拠法令）地方自治法第 180条第２項 

総務部 

総務課 
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２．人事（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第４号 

議案第５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６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、委員の選任について議会の同

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 

２項 

教育部 

教育総務課 

 

３．条例制定（５件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第７号 

伊達市行政不服審査会条例の制定について 

（制定趣旨） 

 平成 28年４月１日に施行される行政不服審査法（平成 26年法律

第 68号）第 81条第１項に規定される執行機関の附属機関について

必要な事項を定めるため条例を制定するもの 

 この条例の制定に伴い、委員報酬の規定追加が必要となるため、

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（平成 18年条例第 33号）を附則中で一部改正するもの 

（主な内容） 

(1)附属機関の名称は、伊達市行政不服審査会とする 

(2)委員は、５人以内、任期は２年とし、市長が委嘱するものとす

る 

(3)守秘義務違反をした委員に対し、１年以下の懲役又は 50万円以

下の罰金に処する罰則規定を設ける 

(4)委員報酬 弁護士 25,000円 大学教授 10,300円 その他 7,200

円（金額は、情報公開・個人情報保護審査会と同額） 

（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８号 

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例に

ついて 

（制定趣旨） 

 行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）が平成 28 年４月１日

に施行されることに伴い、関係する条例の一部を改正するもの 

 第１条 伊達市行政手続条例 

 第２条 伊達市情報公開条例 

 第３条 伊達市個人情報保護条例 

 第４条 伊達市情報公開・個人情報保護審査会条例 

 第５条 伊達市固定資産評価審査委員会条例 

 第６条 伊達市手数料条例 

（主な内容） 

(1) 「不服申立て」を「審査請求」に改める等行政不服審査法施行

に伴う文言整理 

(2) 行政不服審査法第９条第１項に規定される審理員制度の適用

除外を規定する改正 

(3) 行政不服審査法第 38条第６項及び第 81条第３項並びに地方税

法（昭和 25年法律第 226号）第 433条第 11項に規定される写し

等の交付手数料を規定する改正 

（根拠法令） 地方自治法第 96条第１項 

総務部 

総務課 

議案第９号 

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整備等に関する条例について 

（制定趣旨） 

地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）の一部改正に伴い、関

係する条例の一部を改正するもの 

第１条 公益的法人等への伊達市職員の派遣等に関する条例 

第２条 伊達市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例 

第３条 伊達市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

第４条 伊達市職員団体のための職員の休暇に関する条例 

第５条 伊達市職員の給与に関する条例 

第６条 伊達市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

（主な内容） 

(1)法改正による文言改正 

(2)分限事由の明確化 

(3)等級別基準職務表の規定 

（根拠法令） 地方自治法第 96条第１項 

総務部 

人事課 
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議案第10号 

伊達市男女共同参画推進条例の制定について 

（制定趣旨） 

男女共同参画の推進を図っていくため、伊達市男女共同参画推進

条例を制定するもの 

（主な内容） 

(1)市・市民・事業者・教育関係者による協働の下、男女共同参画

を推進する 

(2)男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るための計画を策定する 

(3)男女共同参画の推進に関して必要な事項を審議するために男女

共同参画審議会を組織する 

（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11号 

伊達市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に

関する条例の制定について 

（制定趣旨） 

子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の保育料等に関し、必要な事項を定めるため条例を制定

するもの 

（主な内容） 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料、延長保育

料及び一時預かり保育料の基準を規定する 

（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 

 

４．条例の一部改正（11件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第12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） 

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 

（主な内容） 

期末手当支給割合を、６月については、「100 分の 147.5」から「100

分の 150」に、12 月については、「100 分の 157.5」から「100 分の

160」に改正 

（根拠法令） 地方自治法第 96条第１項 

総務部 

人事課 
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議案第13号 

旧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 

（改正趣旨） 

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、在任特例

期間内はなお効力を有するとされる旧条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

期末手当支給割合を、６月については、「100 分の 147.5」から「100

分の 150」に、12 月については、「100 分の 157.5」から「100 分の

160」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14号 

伊達市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につい

て 

（改正趣旨） 

福島県人事委員会勧告に準拠し、民間給与との較差を埋めるた

め、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、民間の支給状況等を踏まえ勤勉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 

（主な内容） 

(1)給料表の改正 

(2) 勤勉手当支給割合を、６月、12月においては、それぞれ「100

分の 75」から「100分の 80」に、再任用職員については、６月、

12月においては、それぞれ「100分の 35」から「100分の 37.5」

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15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、給料表を引き上げるとともに、特定

任期付職員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、「100分の 150」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 
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議案第16号 

伊達市税条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しについて、総

務省からの通知により一部の手続において個人番号の記載が不要

とされ、また、行政不服審査法（平成 26年法律第 68号）が平成 28

年４月１日に施行されることに伴い文言の整理を行うことから、条

例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

(1)住民税及び特別土地保有税の減免申請について、個人番号の記

載要件規定を削除 

(2)「不服申立て」を「審査請求」に文言を改める 

（根拠法令） 地方自治法第 96条第１項 

財務部 

税務課 

議案第17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） 

「介護保険法施行令の一部を改正する政令」が平成 27年 12月 16

日に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） 

介護認定審査会の任期を新たに規定する 

（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18号 

伊達市介護保険法に基づく指定地域密着型サービス事業の人員、

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」の一部改正に伴い、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

 平成 28 年４月１日から、地域密着型通所介護が創設されること

に伴い、市の条例についても国が定める省令に準じて所要の改正を

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 
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議案第19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」の一部改正に伴い、条例の一部を

改正するもの 

（主な内容） 

指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行う場合に、新たに

運営推進会議の設置が規定されたことに伴い、市の条例についても

国が定める省令に準じて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20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 

（改正趣旨） 

月舘認定こども園の開園により、月舘幼稚園は閉園となるため、

条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

月舘認定こども園の開園にあわせ、月舘幼稚園の廃止を規定する 

（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 

議案第21号 

伊達市立保育所設置条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

月舘認定こども園の開園により、月舘保育園は閉園となるため、

条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

月舘認定こども園の開園にあわせ、月舘保育園の廃止を規定する 

（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 

 

議案第22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追加に伴い、条例の

一部を改正するもの 

（主な内容） 

はしらざわ児童クラブを平成 28 年４月１日から開設するにあた

り、実施施設及び位置を追加する 

（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 
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５．補正予算（７件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第23号 

平成27年度伊達市一般会計補正予算（第５号） 

歳入 地方交付税△43,710千円、分担金及び負担金△20,080千円、 

   使用料及び手数料△6,183千円、国庫支出金△5,100千円、 

         県支出金△278,788千円、寄附金2,039千円、 

繰入金△888,126千円、諸収入52,878千円、市債△378,600千 

円 

歳出 地域創生戦略事業60,730千円、放射能対策事業△309,238千 

円、 

   平成27年９月関東・東北豪雨にかかる災害復旧事業 

△835,630千円、 

   その他事業△481,532千円 

補正総額 △1,565,670千円 

（根拠法令） 地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第24号 

平成27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、交付額決定による国庫支出金の増額、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や人事委員会勧告に伴う

人件費分の増額による一般会計繰入金の増額補正 

歳出は、人事委員会勧告に伴う人件費の増額、支出額の精査によ

る還付金の減額補正及び前年度補助金の精算による返還金の増額

補正 

歳入  震災復旧･復興特定健診補助金45千円、災害臨時特例補助金 

1,661千円、一般会計繰入金117,837千円、国保基金繰入金△ 

113,880千円   

歳出 総務費376千円、還付金△4,000千円、返還金9,287千円 

補正総額 5,663千円 

（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25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２号） 

歳入は、保険基盤安定負担金の確定に伴う繰入金の増額補正及び

健診受診者数増による受託事業収入の増額補正 

歳出は、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金の

増額補正及び健診受診者数増による委託料等の増額補正 

歳入 特別徴収等保険料△300千円、延滞金124千円、受託事業収入 

561千円、一般会計繰入金2,339千円 

歳出 広域連合納付金2,043千円、その他委託料605千円、一般管理 

費76千円 

補正総額 2,724千円 

（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26号 

平成27年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

歳入は、特別徴収対象者増加による保険料の増額補正と、国庫支

出金、支払基金負担金、県負担金、一般会計繰入金の減額補正 

歳出は、人件費、介護給付費、準備基金積立金の増額補正と、地

域支援事業費の減額補正 

歳入 保険料23,492千円、国庫支出金△17,216千円、支払基金交付 

金△84千円、県支出金△7,469千円、繰入金△12,846千円 

歳出 総務費△3,789千円、保険給付費18,265千円、基金積立金 

33,122千円、地域支援事業費△61,821千円、諸支出金100千 

円 

補正総額  △14,123千円 

（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27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３号） 

歳入は、下水道受益者負担金の歳入増による追加、公共下水道事

業の減による国庫補助金、県費補助金、公共下水道事業債の減額及

び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の補正 

歳出は、漏水による下水道使用料過年度還付のための還付金の追

加、公共下水道管理費及び公共下水道建設費予算整理等による減

額、流域下水道有収水量増による維持管理負担金の追加、流域下水

道建設事業確定による減額の補正 

歳入  分担金及び負担金12,582千円、国庫支出金△12,000千円、県 

支出金△959千円、繰入金△23,282千円、市債△22,200千円 

歳出 総務費80千円、公共下水道管理費△144千円、流域下水道管理 

費400千円、公共下水道建設費△40,036千円、流域下水道建設 

費△6,159千円 

補正総額 △45,859千円 

（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28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２号） 

歳入は、土地売払収入が見込めないため減額補正する 

歳出は、一般管理費及び事業費を整理し減額補正する 

歳入 土地売払収入 △25,825千円 

歳出 一般管理費    △100千円 

   事業費    △25,725千円 

補正総額      △25,825千円 

（根拠法令） 地方自治法第218条第１項 

市長直轄 

総合政策課 



【平成 28年 2月 19日定例会見資料】 
 

議案第29号 

平成27年度伊達市水道事業会計補正予算（第４号） 

事業費実績見込みに伴う予算の整理補正 

○収益的収支 

収入は、実績に伴う加入金、雑収益の増額、補助金、長期前受金

戻入の減額の補正 

支出は、人件費、貸倒引当金繰入額、消費税及び地方消費税の増

額、燃料費、工事請負費、負担金、減価償却費、企業債利息の減額

の補正 

収入 営業外収益18,927千円…補正総額 18,927千円 

支出 営業費用△11,578千円、営業外費用7,034千円…補正総額 

△4,544千円 

○資本的収支 

収入は、負担金の増額、企業債、補助金、出資金の減額の補正 

支出は、人件費の増額、委託料、工事請負費、量水器費、車輌運

搬具購入費の減額の補正 

収入 企業債△23,100千円、負担金258千円、補助金△41,115千

円、出資金△14,333千円…補正総額 △78,290千円 

支出 建設改良費△179,352千円…補正総額 △179,352千円 

（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30号 

平成28年度伊達市一般会計予算 

予算総額 33,338,000千円 前年度比 3,680,000千円 

（根拠法令） 地方自治法第211条第１項 

財務部 

財政課 

議案第31号 

平成28年度伊達市国民健康保険特別会計予算 

予算総額 8,219,772千円 前年度比 △326,655千円 

（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32号 

平成28年度伊達市後期高齢者医療特別会計予算 

予算総額  701,608千円 前年度比  22,962千円 

（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33号 

平成28年度伊達市介護保険特別会計予算 

予算総額 6,845,684千円 前年度比 339,845千円 

（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 
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議案第34号 

平成28年度伊達市公共下水道事業特別会計予算 

予算総額 1,091,743千円  前年度比 26,718千円 

（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35号 

平成28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 14,617千円  前年度比 △69千円 

（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36号 

平成28年度伊達市工業団地特別会計予算 

予算総額 114,885千円 前年度比 109,787千円 

（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37号 

平成28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38号 

～ 

議案第49号 

平成28年度伊達市財産区特別会計予算 

予算総額(12財産区) 14,479千円 前年度比 1,645千円 

（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50号 

平成28年度伊達市水道事業会計予算 

○収益的収支 

 収入 1,836,521千円 前年度比  10,368千円 

 支出 1,755,137千円 前年度比 △37,164千円 

○資本的収支 

 収入  544,761千円 前年度比 △96,164千円 

 支出 1,313,209千円 前年度比  6,146千円 

（根拠法令） 地方公営企業法第24条 

上下水道部 

水道総務課 
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７．その他（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第51号 

伊達市過疎地域自立促進計画について 

（主な内容） 

 本計画の期限は平成27年度までとしていたが、東日本大震災の影

響を踏まえ平成24年に過疎法が改正され、計画期限が平成32年度ま

でに延長されたため、平成28年度から平成32年度までの伊達市過疎

地域自立促進計画を定めるもの 

(1)計画期間は平成28年度から平成32年度までの５年間 

(2)過疎地域に指定されている霊山・月舘両地域における産業の振

興、集落の整備等の10項目についての現状と課題、その対策（計

画）について記載 

（根拠法令） 過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項 

市長直轄 

総合政策課 

議案第52号 

伊達市都市計画マスタープラン基本構想を定めることについて 

（主な内容） 

市町村都市計画マスタープランは、都市計画法において、市町村

議会の議を経て定められた市町村の基本構想、および「都市計画区

域の整備、開発及び保全の方針」に即して、都市計画の基本方針を

示す法定計画である 

今後 20年の本市のあるべき姿や土地利用、交通、環境、景観、

都市施設や生活環境など、まちづくりの様々な分野に至る総合的な

指針を定めるもの 

（根拠法令）都市計画法第 18条の２ 

伊達市議会基本条例第 13条 

建設部 

都市整備課 

議案第53号 

伊達市道路線の認定について 

（主な内容） 

相馬福島道路の整備に伴い、新たに道路改良した路線を認定する

もの 

路線番号 52037号 犬飼(いぬかい)２号線 

（根拠法令） 道路法第８条第２項 

建設部 

管理課 

 

 

 

 

問い合わせ 

総務部総務課 
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