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資料２－１  

平成29年第１回伊達市議会定例会提出議案概要 

提出案件36件【人事１件 条例の一部改正５件 補正予算８件 当初予算21件 その他１件】 

１．人事（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第１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 

 

２．条例の一部改正（５件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第２号 

伊達市職員の育児休業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） 

働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 110号）が

一部改正されたことに伴い、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の対象となる子の範囲の

見直し 

（根拠法令）地方自治法第 96条第１項 

総務部 

人事課 

議案第３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） 

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う

ため、地方税法等の一部を改正する法律等が平成 28 年 11 月 28 日

に公布されたこと等に伴い、税条例等の一部を改正するもの 

（主な内容） 

平成 29 年４月１日施行としていた法人住民税の法人税割の税率

引下げ及び軽自動車税における環境性能割の導入について、施行日

を平成 31年 10月１日に変更する 

その他所要の規定の整備を行う改正 

（根拠法令）地方自治法第 96条第１項 

財務部 

税務課 
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議案第４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 28年９月７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） 

平成 29年度における第１号被保険者の介護保険料の段階の判定

に関する基準の特例として、現行の所得指標である合計所得金額か

ら、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額

を適用する改正 

（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５号 

伊達市民運動場条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

月舘運動場管理棟の改修に伴い、管理棟内の設備等の使用料を定

めるため、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

月舘運動場管理棟のシャワー室、二階和室及びトレーニング室の

使用料を規定する 

（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６号 

伊達市ひとり親等家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正

する条例について 

（改正趣旨） 

ひとり親等家庭のうち所得の低い家庭に対し医療費の一部を助

成する事業の資格要件は、児童扶養手当の受給要件と同様であるた

め、児童扶養手当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） 

条例の中で引用している児童扶養手当法施行令の条項ずれに伴

う所要の改正 

（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 
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３．補正予算（８件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第７号 

平成28年度伊達市一般会計補正予算（第４号） 

歳入 地方交付税△3,477千円、国庫支出金41,591千円、県支出

金△202,726千円、財産収入9,477千円、寄附金1,040千円、

繰入金△246,066千円、諸収入15,584千円、市債△454,900

千円 

歳出 みらい創生事業456,280千円、放射能対策事業△99,409千 

円、その他事業等△1,196,348千円 

補正総額 △839,477千円 

（根拠法令）地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第８号 

平成28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、国庫支出金の交付額決定による増額、県支出金は運営補

助金の増額、国保財政安定化支援事業繰入金等の減額補正 

歳出は、一般管理費の増額、支出見込みによる共同事業拠出金等

の増額、諸支出金は前年度補助金等の精算による返還金の減額補正 

歳入  国庫支出金3,935千円、県支出金3,317千円、繰入金△

34,434千円   

歳出 総務費1,025千円、共同事業拠出金724千円、諸支出金△

28,931千円 

補正総額 △27,182千円 

（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９号 

平成28年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

歳入は、後期高齢者医療保険料の減額及び歳入見込額による一般

会計繰入金の減額補正 

歳出は、歳出見込額による健診委託料及び広域連合納付金の減額

補正 

歳入 保険料△1,254千円、一般会計繰入金△3,547千円、諸収入

△423千円 

歳出 健診事業委託料△977千円、広域連合納付金△4,247千円 

補正総額 △5,224千円 

（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10号 

平成28年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

歳入は、介護保険料の増額補正と、国庫支出金、県支出金、一般

会計繰入金の減額補正 

歳出は、認定調査費の減額補正、利用者負担額軽減支援事業費の

増額補正、介護給付費準備基金積立金の増額補正、包括的支援事

業・任意事業費の減額補正 

歳入 介護保険料38,170千円、国庫負担金△17,922千円、国庫補

助金100千円、県負担金△29,784千円、一般会計繰入金△

11,500千円 

歳出 総務費△11,500千円、保険給付費100千円、基金積立金 

5,434千円、地域支援事業費△14,970千円 

補正総額 △20,936千円 

（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11号 

平成28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補正 

歳出は、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、清算による流域下水道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補正 

歳入  分担金及び負担金3,105千円、国庫支出金△23,000千円、 

県支出金△1,150千円、繰入金△1,219千円、市債△53,600 

千円  

歳出 公共下水道管理費△5,168千円、流域下水道管理費3,930千

円、公共下水道建設費△63,674千円、流域下水道建設費△

10,952千円 

補正総額 △75,864千円 

（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12号 

平成28年度伊達市工業団地特別会計補正予算（第１号） 

歳入は、歳出の委託料減額に伴う市債（内陸工業用地造成事業債）

の減額補正  

歳出は、県との都市計画変更に関する協議の進捗状況により事務

を執行するため、着手できない新工業団地開発実施計画及び不動産

鑑定調査業務に係る委託料の減額補正 

歳入  市債△87,500千円 

歳出 その他委託料△87,500千円 

補正総額 △87,500千円 

（根拠法令）地方自治法第218条第１項 

産業部 

商工観光課 

議案第13号 

平成28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、土地売払収入が見込めないための減額補正 

歳出は、一般管理費及び事業費を整理する減額補正 

歳入 土地売払収入△25,825千円、前年度繰越金95千円 

歳出 一般管理費△120千円、事業費△25,610千円 

補正総額 △25,730千円 

（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14号 

平成28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予算の整理補正 

○収益的収支 

 収入は、給水収益の減額、加入金、雑収益、長期前受金戻入の増

額の補正 

支出は、工事請負費、委託料、減価償却費、企業債利息の減額、

貸倒引当金繰入額、消費税及び地方消費税の増額の補正 

収入 営業収益△44,770千円、営業外収益20,573千円 

補正総額 △24,197千円 

支出 営業費用△35,165千円、営業外費用2,464千円 

     補正総額 △32,701千円 

○資本的収支 

 収入は、工事負担金、国庫補助金の減額の補正 

支出は、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 負担金△61,950千円、補助金△9,294千円 

      補正総額 △71,244千円 

支出 建設改良費△183,107千円 

 補正総額 △183,107千円 

（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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４．当初予算（21件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第15号 

平成29年度伊達市一般会計予算 

予算総額 31,812,000千円 前年度比 △1,526,000千円 

（根拠法令）地方自治法第211条第１項 

財務部 

財政課 

議案第16号 

平成29年度伊達市国民健康保険特別会計予算 

予算総額 8,380,920千円 前年度比 161,148千円 

（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17号 

平成29年度伊達市後期高齢者医療特別会計予算 

予算総額 727,266千円 前年度比 25,658千円 

（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18号 

平成29年度伊達市介護保険特別会計予算 

予算総額 7,059,303千円 前年度比 213,619千円 

（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19号 

平成29年度伊達市公共下水道事業特別会計予算 

予算総額 1,157,296千円  前年度比 65,553千円 

（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20号 

平成29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 20,543千円  前年度比 5,926千円 

（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21号 

平成29年度伊達市工業団地特別会計予算 

予算総額 99,585千円 前年度比 △15,300千円 

（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22号 

平成29年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計予算 

予算総額 25,968千円 前年度比 140千円 

 (根拠法令）地方自治法第211条第１項 

市長直轄 

総合政策課 
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議案第23号 

～ 

議案第34号 

平成29年度伊達市財産区特別会計予算 

予算総額(12財産区) 12,799千円 前年度比 △1,680千円 

（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35号 

平成29年度伊達市水道事業会計予算 

○収益的収支 

 収入 1,821,388千円  前年度比  △15,133千円 

 支出 1,799,924千円  前年度比   44,787千円 

○資本的収支 

 収入  439,739千円  前年度比 △105,022千円 

 支出 1,003,167千円  前年度比 △310,042千円 

（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（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第36号 

伊達市道路線の廃止及び変更について 

（主な内容） 

保原総合公園拡張整備事業に伴い、路線を廃止及び変更するもの 

○廃止路線 

路線番号 33275号 太田中大地内２号線 

○変更路線 

路線番号 33031号 大泉大地内４号線 

路線番号 33039号 太田中大地内１号線 

（根拠法令）道路法第 10条第３項 

建設部 

管理課 

 

問い合わせ 

総務部総務課 

電話 575-1111 

   


