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平成29年第２回伊達市議会定例会提出議案の概要 

提出案件23件 【人事３件 条例制定２件 条例の一部改正３件  補正予算３件 

その他議案４件 専決処分の報告２件 報告６件】 

 

１．人事（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第39号 

議案第40号 

議案第41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等に伴い、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 ３名 

金子 由美子（かねこ ゆみこ） 再任 

熊野 龍喜（くまの たつよし） 新任 

遠藤 重信（えんどう しげのぶ）新任 

■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（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第42号 

個人情報の保護に関する法律等の改正に伴う関係条例の整理に関

する条例 

 

■制定趣旨 

個人情報の保護に関する法律等の改正に伴い、伊達市個人情報保

護条例をはじめ、複数の条例における条文中の引用部分の改正等が

必要なため、整理に関する条例を新たに制定するもの 

■改正条例 

(1)伊達市情報公開条例 

(2)伊達市個人情報保護条例 

  (3)伊達市情報公開・個人情報保護審査会条例 

(4)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 

総務部 

総務課 

資料１-１ 
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議案第43号 

伊達市子育て世代包括支援センター条例の制定 

 

■制定趣旨 

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う伊達市子

育て世代包括支援センターの設置に関する条例を制定し、併せて、

伊達市保原デイサービスセンター条例を廃止するもの 

健康福祉部 

健康推進課 

 

３．条例の一部改正（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第44号 

伊達市税条例の一部を改正する条例 

 

■改正趣旨 

「地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律」等が

平成 29年３月 31日に公布され、同年４月１日に施行されたこと等

に伴い、税条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1) 上場株式等の配当所得について、住民税における課税方式

を決定できることを明確化するもの 

(2) 軽自動車税のグリーン化特例（軽課）について適用期限を

２年延長するもの 

(3) わがまち特例の割合を定める規定 

(4) その他所要の規定の整備を行うもの 

財務部 

税務課 

議案第45号 

伊達市税特別措置条例の一部を改正する条例 

 

■改正趣旨 

「過疎地域自立促進特別措置法第 31条の地方税の課税免除又は

不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部を

改正する省令」及び「企業立地促進法第 20条の地方公共団体等を

定める省令の一部を改正する省令」が平成 29年３月 31日に公布さ

れ、同年４月１日に施行されたこと等に伴い、条例の一部を改正す

るもの 

■主な内容 

(1) 過疎地域における課税免除の期限を２年延長し、平成 31年

３月 31日までとする 

(2) 集積区域における課税免除の期限を１年延長し、平成 30年

３月 31日までとする 

財務部 

税務課 
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議案第46号 

伊達市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

■改正趣旨 

(1) 地方税法施行令の一部を改正する政令により改正するもの 

(2) 国民健康保険税の税率等（按分率）を改正するもの 

■主な内容 

(1) 国民健康保険税の軽減判定所得の算定において、被保険者

の数に乗ずべき金額を５割減額対象世帯の場合 27万円（現行

26万 5千円）に、２割減額対象世帯の場合 49万円（現行 48

万円）に引き上げるもの 

(2) 国民健康保険税の按分率を次とおり引き下げるもの 

医療分 
所得割 6.18％ 前年比  0.54％減 

平等割 18,000円 前年比 2,000円減 

支援分 
所得割 3.04％ 前年比  0.46％減 

平等割 8,400円 前年比 0,800円減 

介護分 
所得割 2.88％ 前年比  0.46％減 

平等割 7,000円 前年比 1,000円減 
 

健康福祉部 

国保年金課 

 

 

４．補正予算（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案47号 

平成 29年度伊達市一般会計補正予算（第１号） 

 

■主な内容 

歳出 みらい創生事業 19,956千円 

その他事業   32,861千円 

歳入 国庫支出金    9,500千円 

県支出金         8,700千円 

財産収入           885千円 

寄附金          10,000千円 

繰入金          21,808千円 

諸収入           1,924千円 

補正総額 52,817千円 
 

財務部 

財政課 
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議案48号 

平成 29年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 

■主な内容 

歳入は、国・県支出金、その他交付金等の歳入見込額、繰越金見

込額計上による国民健康保険税の減額等の補正 

歳出は、支援金、納付金等の概算額確定による増減額並びに返還

金増額計上の補正 

 

歳入 国民健康保険税  △410,981千円 

国庫支出金    △181,163千円 

療養給付費等交付金  51,360千円 

前期高齢者交付金      1,307千円 

県支出金      △13,945千円 

共同事業交付金   △51,542千円 

繰越金       623,681千円 

歳出 後期高齢者支援金等 △2,450千円 

前期高齢者納付金     33千円 

介護納付金     △3,479千円 

保健事業費       104千円 

返還金        24,509千円 

補正総額 18,717千円 
 

健康福祉部   

国保年金課 

議案49号 

平成 29年度伊達市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

■主な内容 

○収益的収支 

支出は、水道事業に関わる市政アドバイザー報償費の補正 

支出 営業費用 1,200千円 

補正総額 1,200千円 

 

○資本的収支 

 収入は、国庫補助金内示額の増額により工事請負費が増額とな

ることに対応し、企業債の増額と国庫補助金の増額の補正 

  支出は、国庫補助金増額による工事請負費の増額の補正 

上下水道部 

水道総務課 
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収入 企業債     38,600千円 

補助金     12,875千円 

補正総額 51,475千円 

 

支出 建設改良費 52,900千円 

補正総額 52,900千円 
 

上下水道部 

水道総務課 

 

 

５．その他議案（４件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第50号 

工事請負契約の締結 

 

■提案の理由 

梁川歴史と文化のまちづくり整備事業まちの駅新築建築主体工

事請負契約の締結について、議会の議決を求めるもの 

■主な内容 

１ 契約の名称  梁川歴史と文化のまちづくり整備事業 

         まちの駅新築建築主体工事 

２ 契約の金額  166,860,000円 

３ 契約の方法  条件付一般競争入札 

４ 契約の相手方 株式会社渡辺工務店 

         代表取締役 渡辺 武 

総務部 

梁川総合支所 

議案第51号 

工事請負契約の締結 

 

■提案の理由 

伊達屋内こども遊び場新築建築主体工事請負契約の締結につい

て、議会の議決を求めるもの 

■主な内容 

１ 契約の名称  伊達屋内こども遊び場新築建築主体工事 

２ 契約の金額  173,880,000円 

３ 契約の方法  条件付一般競争入札 

４ 契約の相手方 株式会社酒井東栄コーポレーション 

         代表取締役 酒井富也 

こども部 

こども支援課 
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議案第52号 

財産の取得 

 

■提案の理由 

伊達市消防団へ配備する消防ポンプ車の購入契約について、議会

の議決を求めるもの 

■主な内容 

１ 取得の内容  消防ポンプ自動車（ＣＤ－１型）２台 

２ 取得金額   33,048,000円 

３ 契約の方法  指名競争入札 

４ 契約の相手方 ジーエムいちはら工業株式会社 

         代表取締役 光野 巍 

市民生活部 

消防防災課 

議案第53号 

財産の取得 

 

■提案の理由 

小国地区復興まちづくり施設（道の駅）厨房備品購入契約の締結

について、議会の議決を求めるもの 

■主な内容 

１ 取得の内容  小国地区復興まちづくり施設（道の駅） 

厨房備品一式 

２ 取得金額   38,340,000円 

３ 契約の方法  指名競争入札 

４ 契約の相手方 タニコー株式会社 福島営業所 

         所長 石坂一也 

建設部 

管理課 

 

 

６．専決処分の報告（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

報告第１号 

報告第２号 

専決処分の報告 

 

■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 

■報告案件２件 

 ・専決処分日 平成 29年４月 24日 

（平成 29年１月 24日発生事故、損害賠償額 40,846円） 

 ・専決処分日 平成 29年４月 24日 

（平成 29年２月 13日発生事故 損害賠償額 48,638円） 

財務部 

財政課 
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７．報告（６件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

報告第３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 

 

■主な内容 

福島地方土地開発公社の経営状況を説明する書類を提出するもの 

市長直轄 

総合政策課 

報告第４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 

 

■主な内容 

一般社団法人伊達市農林業振興公社の経営状況を説明する書類を

提出するもの 

産業部 

農政課 

報告第５号 

平成 28年度伊達市一般会計継続費繰越計算書の報告 

 

■主な内容 

地方自治法施行令第 145条第１項の規定により、平成 28年度伊達

市一般会計予算の継続費に係る歳出予算の経費を平成29年度に繰り

越したので議会に報告するもの。 

■繰り越す事業 

・道の駅建設事業 

・小学校施設整備事業 

・学校給食センター建設事業 

財務部 

財政課 

報告第６号 

平成 28年度伊達市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告 

 

■主な内容 

地方自治法施行令第 146条第１項の規定により、平成 28年度伊達

市一般会計予算の繰越明許費に係る歳出予算の経費を平成29年度に

繰り越したので、同条第２項の規定により議会に報告するもの。 

■繰り越す主な事業 

・農地等除染対策事業（用排水路除染事業） 

・保原体育館改修整備事業 

・除染対策事業（市道側溝除染事業） 

・梁川歴史と文化のまちづくり整備事業 

・臨時福祉給付金給付事業 

・学校給食センター建設事業他 

財務部 

財政課 
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報告第７号 

平成 28年度伊達市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告 

 

■主な内容 

地方自治法第 220条第３項の規定により、平成 28年度伊達市一般

会計予算のうち、避けがたい事故のため平成 29年度に繰り越した経

費について、地方自治法施行令第 150 条第３項の規定により議会に

報告するもの。 

■繰り越す事業 

・災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 

・道路橋梁災害復旧事業 

・農地等除染対策事業（農業用排水路除染） 

財務部 

財政課 

報告第８号 

平成 28年度伊達市工業団地特別会計繰越明許費繰越計算書の報告 

 

■主な内容 

地方自治法施行令第 146条第１項の規定により、平成 28年度伊達

市工業団地特別会計予算の繰越明許費に係る歳出予算の経費を平成

29 年度に繰り越したので、同条第２項の規定により議会に報告する

もの。 

■繰り越す事業 

・新工業団地開発整備 

産業部 

商工観光課 

 


