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平成29年第４回伊達市議会定例会提出議案の概要 

提出案件 24件  専決処分の承認 １件 

人事            １件 

条例の一部改正 ７件 

補正予算    ６件 

その他     ７件 

専決処分の報告 ２件 

 

１．専決処分の承認（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第92号 

専決処分の承認を求めることについて（平成 29年度伊達市一般会計補正予算（第３号）） 

■主な内容 

第 48回衆議院議員総選挙執行経費について専決処分により補正を行ったもの 

（専決処分日 平成 29年９月 28日） 

■補正総額  28,953千円 

 

２．人事（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第93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、法務大臣に候補者を推薦するもの 

■推薦候補者 

福地 アイ子（ふくち あいこ） 再任 

 

３．条例の一部改正（７件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第94号 

伊達市職員定数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う農地等利用の最適化に関する事務

の重点化及び農地法による農地の権利移動等の事務委任に伴い、条例の一部を改

正するもの 

■主な内容 

(1) 市長の事務部局の職員定数を 390人から 388人に変更 

(2) 農業委員会の事務部局の職員定数を５人から７人に変更 

(3) 職員定数から除外するものとして育児休業の承認を受けている職員を追加 

資料１-１ 
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議案第95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 

■改正趣旨 

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により、条例の一部を改正す

るもの。また、人事院規則の改正に伴う育児休業の再取得等を行うことができる

特別の事情の追加等、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1) 非常勤職員について、特に必要と認められる場合は２歳に達する日まで育児

休業することができることを追加 

(2) 再度の育児休業、育児休業の期間の再延長及び終了後１年を経過せずに育児短

時間勤務をすることができる特別の事情として、「保育所等における保育の利用

を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を追加 

(3) 養子縁組里親の法定化による条文の一部改正 

議案第96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 

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律

の一部改正により、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活

性化に関する法律第 20 条の地方公共団体等を定める省令の一部が改正されたた

め、条例の一部を改正するもの 

また、農村地域工業等導入促進法の一部改正に伴い、関連する固定資産税の課

税免除に係る条文等を削除するもの 

■主な内容 

(1) 「企業立地促進法」が一部改正され「地域未来投資促進法」となることから

関連する規定の整備を行う。 

(2) 固定資産税の課税免除の対象となる計画の同意期限を１年延長し、平成 31

年３月 31日までとする。 

(3) 「農村地域工業等導入促進法」の一部改正により、関連する固定資産税の課

税免除に係る条文等を削除する。 

(4) 「伊達市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例」を

税特別措置条例の附則で改正する。 

議案第97号 

伊達市県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

本条例第４条「分担金の特例」については、県条例（福島県営土地改良事業分

担金徴収条例）を適用するため、条例第４条の削除等条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

第４条を削り、第５条を第４条とし、第６条から第 10 条までを１条ずつ繰り

上げる 
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議案第98号 

伊達市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する

法律第 10条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律

が改正され、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する

法律が施行されたことに伴い、条例の一部を改正するもの 

併せて、平成 29年４月１日付けで「県北基本計画」が国に同意されたことに伴

い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1) 条例名の改正 

(2) 引用する法律の題名及び引用する箇所の改正 

(3) 第３条の表の「乙種区域」範囲の追加 

議案第99号 

伊達市農村地域工業等導入審議会条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

農村地域工業等導入促進法の一部改正により、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1) 条例名の改正 

(2) 引用する法律の題名の改正 

(3) 審議会の名称の改正 

(4) 審議会委員の名称の改正（附則による改正。「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。） 

議案第100号 

伊達市こども遊び場設置条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

 伊達屋内運動場の整備に伴い、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 

 第２条に、伊達屋内運動場の名称及び位置を追加 

名称  伊達屋内運動場 

位置  伊達市細谷 45番地１ 

 

４．補正予算（６件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案101号 

平成 29年度伊達市一般会計補正予算（第４号）   

■主な内容 

  資料 1-2 に概要を掲載 

■補正総額 198,287千円 
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議案102号 

平成 29年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

■主な内容  人件費補正による総務費の増額補正 

■補正総額   962千円 

議案103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２号） 

■主な内容  人件費補正による総務費の減額補正 

■補正総額  △714千円 

議案第104号 

平成 29年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

■主な内容  人件費補正による総務費の増額補正 

■補正総額  1,101千円 

議案第105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２号） 

■主な内容  公共下水道管理費の人件費増額などによる補正 

■補正総額  20,351千円 

議案106号 

平成 29年度伊達市水道事業会計補正予算（第３号） 

■主な内容  人事異動等に伴う人件費の減額補正 

■補正総額  △3,059千円（収益的収支） 

 

５．その他（７件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第107号 

字の名称の変更 

■提案の理由 

字の名称を変更するため、議会の議決を求めるもの 

■主な内容 

 変更内容  新字名 伊達市伏黒字上
かみ

宮本
みやもと

 

      旧字名 伊達市伏黒字上
かみ

悪
あく

戸
ど

 

議案第108号 

～ 

議案第112号 

指定管理者の指定 

■提案の理由 

 市有施設の指定管理者を指定するため、議会の議決を求めるもの 

■主な内容 

 指定の期間：平成 30年４月１日～平成 33年３月 31日 

 １ 掛田まちかなかサロン 

 ２ 保原総合公園（歴史文化資料館・旧亀岡家住宅を除く） 

 ３ 伊達市社会体育施設（伊達体育館ほか 15施設） 

 ４ まちの駅やながわ 

 ５ 道の駅「伊達の郷りょうぜん」  
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議案第113号 

財産の取得 

■提案の理由 

 （仮称）伊達市保原学校給食センター調理用品類等購入について、議会の議決

を求めるもの 

■主な内容 

取得の内容 （仮称）伊達市保原学校給食センター調理用品類一式 

取得金額 98,496,000円 

契約の方法 指名競争入札 

契約の相手方 

福島市郷野目字宝来町１７番地の３ 

株式会社中西製作所 福島営業所 

       所長 赤津 克志 

  

 

６．専決処分の報告（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

報告第16号 

～ 

報告第17号 

専決処分の報告 

■主な内容 

 職員の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専決処

分したので、これを報告するもの 

 

・専決処分日 平成 29年９月 13日 

  （平成 29年１月 24日発生事故、損害賠償額  23,318円） 

 

・専決処分日 平成 29年 10月３日 

  （平成 29年７月 12日発生事故、損害賠償額 136,805円） 

 

 


