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平成29年第３回伊達市議会定例会提出議案の概要 

提出案件42件 【条例制定３件 条例の一部改正１件  補正予算７件 決算21件、

その他議案３件 報告７件】 

 

１．条例制定（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第57号 

伊達市まちの駅やながわ設置条例の制定 

■制定趣旨 

梁川歴史と文化のまちづくり整備事業により、観光情報の発信や地域住民との

交流を促進し、梁川歴史回遊の拠点としてのまちの駅を設置するため、必要な事

項について条例を制定するもの 

■主な内容 

まちの駅の名称及び位置、施設が行う事業や運営、施設の使用に関する規定に

ついて定める 

議案第58号 

伊達市道の駅設置条例の制定 

■制定趣旨 

伊達市霊山町下小国字桜町地内の道の駅の整備により、市民及び相馬福島道路

の道路利用者等に良好な休憩の場を提供し、地場産品の販売並びに地域情報を発

信することで、地域の振興及び活性化を図るため、必要な事項について条例を制

定するもの 

■主な内容 

道の駅の名称及び位置、施設が行う事業や運営、施設の使用及び管理に関する

規定について定める 

議案第59号 

伊達市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制

定 

■制定趣旨 

農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、「農業委員会委員」及び「農地

利用最適化推進委員」の定数について条例を制定し、併せて、伊達市農業委員会

の選挙による委員の定数に関する条例及び伊達市農業委員会委員の選挙区に関

する条例を廃止するもの 

■主な内容 

 (1) 伊達市農業委員会の委員の定数は 19人とする 

(2) 伊達市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は 24人とする 
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２．条例の一部改正（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第60号 

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の一部を

改正する条例 

■改正趣旨 

農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、新設された「農地利用最適化推

進委員」の報酬額を定め、併せて「農業委員会委員」の報酬額を改定するため、

条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1) 新設された「農地利用最適化推進委員」の報酬額を規定 

(2) 「農業委員会委員」の報酬額を改定 

(3) 「農業委員会委員」及び「農地利用最適化推進委員」の報酬額について、

農地利用最適化交付金の交付による加算額を規定 

 

 

３．補正予算（７件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案61号 
平成 29年度伊達市一般会計補正予算（第２号） 

■補正総額  1,068,372千円 

議案62号 
平成 29年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

■補正総額    44,045千円 

議案63号 
平成 29年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

■補正総額     △195千円 

議案第64号 
平成 29年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

■補正総額   184,064千円 

議案第65号 
平成 29年度伊達市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

■補正総額        8,781千円 

議案第66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補正予算（第１号） 

■補正総額      3,592千円 
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議案67号 

平成 29年度伊達市水道事業会計補正予算（第２号） 

○収益的収支 

収入 営業外収益    240千円 

補正総額 240千円 

支出 営業費用      4,551千円 

補正総額 4,551千円 

 

○資本的収支 

支出 建設改良費  △7,891千円 

補正総額 △7,891千円 
 

 

 

４．決算（２１件） 

平成28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 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第68号 

～ 

議案第75号 

平成 28年度 伊達市各会計歳入歳出決算認定 

・一般会計歳入歳出決算認定 

・国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定 

・後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定 

・介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

・公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定 

・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 

・工業団地特別会計歳入歳出決算認定 

・月舘宅地造成事業特別会計歳入歳出決算認定 

議案76号 

～ 

議案87号 

平成 28年度 伊達市財産区特別会計歳入歳出決算認定（12財産区） 

・梁川財産区特別会計 

・山舟生財産区特別会計 

・五十沢財産区特別会計 

・柱沢財産区特別会計 

・金原田財産区特別会計 

・大字掛田財産区特別会計 

・白根財産区特別会計 

・富野財産区特別会計 

・富成財産区特別会計 

・上保原財産区特別会計 

・掛田財産区特別会計 

・大石財産区特別会計 
 

議案第88号 

平成 28年度伊達市水道事業会計決算認定及び剰余金処分 

■剰余金処分 

未処分利益剰余金 206,189,247円のうち、136,401,962円を自己資本金へ組み

入れするもの。 
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５．その他議案（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第89号 

伊達市道路線の認定及び変更 

■主な内容 

伊達市道路線の認定及び変更 

 【認定路線】６路線   【変更路線】１路線 

議案第90号 

財産の取得 

■提案の理由 

伊達屋内こども遊び場設置遊具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 

取得の内容 伊達屋内こども遊び場遊具一式 

取得金額 43,200,000円 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 株式会社ボーネルンド  代表取締役 中西 弘子 
 

議案第91号 

訴え提起前の和解申立て 

■提案の理由 

道の駅の用地取得において保存登記がされていない所有者不在の土地の所有

権保存登記に関し、訴え提起前の和解をすることについて、議会の議決を求め

るもの 

■主な内容 

道の駅建設事業に伴う用地取得において、保存登記がされていない所有者不

在の土地の所有権保存登記を行うため、不在者財産管理人と市の間で、民事訴

訟法第 275条第１項の訴え提起前の和解申立てを行うもの 

対象土地 伊達市霊山町下小国字荒屋敷 38番地 

地目：墓地  地積：107㎡ 

和解の相手方 不在者高橋多市不在者財産管理人 

司法書士 菊池吉彦 

和解の概要 相手方不在者財産管理人は、標記土地について、市が

所有権を有することを確認する 
 

 

 

 

 

 



【平成 29年８月 28日定例会見】 

 

  

６．報告（７件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

報告第９号 

～ 

報告第14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 （６法人） 

■内容 

 平成 28年度事業報告及び決算報告書の提出 

・株式会社保原振興公社 

・一般社団法人りょうぜん振興公社 

・一般社団法人つきだて振興公社 

・一般財団法人伊達市スポーツ振興公社 

・一般社団法人伊達市観光物産交流協会 

・一般社団法人まちづくり伊達 

報告第15号 

平成 28年度伊達市健全化判断比率及び資金不足比率の報告 

■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  （ 12.60％） 

連結実質赤字比率 赤字なし  （ 17.60％） 

実質公債費比率     6.5％  （ 25.0％） 

将来負担比率     32.9％  （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 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

総務部総務課 

電話 575-1111 


