
【平成 30年６月１日定例会見】 

 

  

平成30年第３回伊達市議会定例会提出議案の概要 

 

提出案件 41件  専決処分の承認 １件 

人事            22件 

条例の一部改正 10件 

補正予算    ２件 

その他     ２件 

報告      ４件 

 

１．専決処分の承認（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第57号 

専決処分の承認を求めることについて 

■提案理由 

事故の損害賠償額の決定及び和解することの専決処分について報告し、承認を

求めるもの 

○自動車事故 

・専決処分日 平成 30年５月 10日 

   （平成 30年 ２月６日発生事故、損害賠償額 512,900円） 

 

 

２．人事（22件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第58号 

～ 

議案第60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にあたり、議会の意

見を求めるもの 

■推薦候補者 ３名 

■任期  平成 30年 10月１日～平成 33年９月 30日 

議案第61号 

～ 

議案第79号 

伊達市農業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 

 農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を求めるもの 

■任命しようとする者 19名 

■任期  平成 30年７月 1日～平成 33年６月 30日 

 

資料１-１ 
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３．条例の一部改正（10件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第80号 

伊達市税条例等の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴う、条例の一部改正 

■主な内容 

(1) 給与所得控除、公的年金等控除の見直し 

(2) たばこ税の税率を平成 30年 10月１日から３段階で引上げ 

(3) 加熱式たばこについて､国のたばこ税と同様､課税方式の見直しを実施 

(4) わがまち特例の割合を定める規定の追加 

(5) その他所要の規定の整備を行うもの 

議案第81号 

伊達市印鑑の登録及び証明に関する条例及び伊達市手数料条例の一部を改正する

条例 

■改正趣旨 

個人番号カードを使用し、コンビニエンスストアに設置されている多機能端末

機から証明書等の交付申請を行う場合の取扱いについて、所要の改正を行うもの 

■主な内容 

(1) コンビニ交付サービス利用時に印鑑登録証を提示せずに個人番号カードを

使用し、証明書の交付を受けることができる規定の追加 

(2) コンビニ交付サービスで各種証明書の交付を受ける場合は、手数料の減免規

定を適用しないことを定める規定の追加 

資料１-２にコンビニ交付の概要を掲載 

■施行日 

 平成 30年 10月１日 

議案82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 

介護保険法施行令等の一部を改正する政令の公布に伴う、条例の一部改正 

■主な内容 

 条文中における引用法律の条項ずれに伴う改正 

■施行日 

 平成 30年８月１日 
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議案83号 

伊達市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、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 

■改正趣旨 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正

に伴う、条例の一部改正 

■主な内容 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等に介護職員初任

者研修課程修了を義務付け 

議案84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 

■改正趣旨 

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関する基

準の一部改正に伴う、条例の一部改正 

■主な内容 

 条文中における引用法律の条項ずれに伴う改正 

議案85号 

伊達市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する

法律の施行に伴う、条例の一部改正 

■主な内容 

(1) 県が国民健康保険の保険者に加わることに伴う、「市が行う国民健康保険」及

び「国民健康保険運営協議会の名称」の改正 

(2) 国民健康保険財政調整基金の運用にかかる所要の改正 
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議案86号 

伊達市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

■改正趣旨 

(1) 地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う、所要の改正 

(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) 国民健康保険税の医療分の課税限度額を 58万円に引き上げ（現行 54万円）、

減額措置に係る軽減判定所得の算定における被保険者の数に乗ずべき金額を５

割減額対象世帯は 27万５千円（現行 27万円）に、２割減額対象世帯は 50万円

（現行 49万円）に引き上げるもの 

(2)国民健康保険税の税率等を次のとおりとするもの 

医療分 

所得割 6.10％  前年比0.08％減 

均等割 22,000円  据え置き 

平等割 16,400円  前年比1,600円減 

支援分 

所得割 2.20％  前年比0.84％減 

均等割 8,000円  前年比2,400円減 

平等割 6,000円  前年比2,400円減 

介護分 

所得割 1.70％  前年比1.18％減 

均等割 8,000円  前年比4,900円減 

平等割 4,200円  前年比2,800円減 
 

議案87号 

伊達市立学校設置条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

富成小学校を平成 31年４月１日より上保原小学校に統合するため、条例の一部

の改正をするもの 

■主な内容 

 別表中、富成小学校を削除  資料１-３に学校統合の概要を掲載 

■施行日 

 平成 31年４月１日 

議案88号 

伊達市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

■改正趣旨 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の

施行に伴う、条例の一部改正 

■主な内容 

(1) 放課後児童支援員の資格取得要件の追加 

(2) 条例第 10条第３項第４号の規定の明確化 
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議案89号 

伊達市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例について 

■改正趣旨 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一

部改正に伴う、条例の一部改正 

■主な内容 

 条文中における引用法律の条項ずれに伴う改正 

 

 

４．補正予算（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案90号 

平成 30年度伊達市一般会計補正予算（第１号）   

■主な内容 

  資料１-４に概要を掲載 

■補正総額   25,667千円 

議案91号 

平成 30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  総務費及び保健事業費の予算整理、積立金及び返還金の計上によ

る増額補正 

■補正総額  558,798千円 

 

 

５．その他（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第92号 

財産の取得 

■提案理由 

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 

取得の内容 消防ポンプ自動車（ＣＤ－１型）２台 

取得金額 34,992,000円 

契約の方法 指名競争入札 

契約の相手方 
ジーエムいちはら工業株式会社 

仙台営業所 所長 小峯 諭 
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議案第93号 

財産の処分 

■提案の理由 

財産の処分について、議会の議決を求めるもの 

■主な内容 

１ 処分する財産 

所 在 地 目 地 籍 

伊達市梁川町やながわ工業団地１番41 宅地 64,385.03㎡ 

伊達市梁川町やながわ工業団地１番42 宅地 300.00㎡ 

伊達市梁川町やながわ工業団地８番１ 宅地 315.07㎡ 

合計（３筆）  65,000.10㎡ 

 ２ 処分の方法  売り払い 

 ３ 処分価格   367,770,000円 

 ４ 契約の相手方 福島太陽誘電株式会社 代表取締役社長 新井 雄治 

 

 

６．報告（４件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

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 

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 

報告第５号 

平成 29年度伊達市一般会計継続費繰越計算書の報告について 

■主な内容 

平成 29 年度一般会計予算の継続費に係る歳出予算の経費を平成 30 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 

小学校施設整備事業 

報告第６号 

平成 29年度伊達市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

■主な内容 

平成 29 年度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 30 年度に

繰り越したので議会に報告するもの 

■繰り越す主な事業 

伊達小学校改築事業、阿武隈急行支援事業、介護基盤等整備事業、霊山高原構

想推進事業、学校給食センター建設事業（外構）、農地等除染対策事業（放射性物

質吸収抑制対策）、本庁舎増築事業他 
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報告第７号 

平成 29年度伊達市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について 

■主な内容 

平成 29 年度一般会計予算のうち、避けがたい事故のため平成 30 年度に繰り越

した経費について議会に報告するもの 

■繰り越す事業 

学校給食センター建設事業（本体）、道の駅推進事業 

 

問い合わせ先 

総務部 総務課 

電話 575-1111 


