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平成23年第５回伊達市議会定例会提出議案概要                     

提出案件79件【報告１件、人事10件、条例制定３件、条例の一部改正４件、補正28件、その他４件、決算

29件】 

 

１．報告（１件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

報告第16号 

 

平成22年度伊達市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

（主な内容）                     資料２ 

【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  （12.57％） 

 連結実質赤字比率 赤字なし  （17.57％） 

 実質公債費比率  13.4％   （25.0％） 

 将来負担比率   92.6％   （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 

（根拠法令） 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項、第22条第１項 

財務部 

財政課 

 

２．人事（10件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第73号 

議案第74号 

議案第75号 

議案第76号 

議案第77号 

議案第78号 

議案第79号 

議案第80号 

議案第81号 

議案第82号 

 

 

 

 

 

伊達市梁川財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

伊達市堰本財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

伊達市白根財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

伊達市山舟生財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

伊達市富野財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

伊達市五十沢財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

伊達市富成財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

伊達市柱沢財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

伊達市上保原財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

伊達市金原田財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

（提案の理由） 

 上記の財産区管理委員が平成23年9月30日をもって任期満了となるため、後

任委員を選任し、議会の同意を求めるもの 

（根拠法令） 

伊達市財産区管理会条例第３条 

産業部 

農林課 

 

 

資料１ 
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３．条例制定（３件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第83号 

 

スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につい

て 

（制定趣旨） 

スポーツ振興法にかわり制定されたスポーツ基本法の施行に伴い、関係す 

る複数の条例の整理を行うもの 

（関係する条例と主な内容） 

・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 

 「スポーツ審議会委員」を「スポーツ推進審議会委員」に「体育指導委

員」を「スポーツ推進委員」に改める。 

・伊達市スポーツ振興審議会条例 

  「スポーツ振興審議会」を「スポーツ推進審議会」に改める。 

・伊達市市民プール条例 

  「スポーツ振興法」を「スポーツ基本法」に改める。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

総務企画部

総務課 

 

教育委員会

教育総務課

議案第84号 

 

伊達市病院事業の設置等に関する条例等を廃止する条例の制定について 

（制定趣旨） 

伊達市立梁川病院事業及び梁川訪問看護事業を廃止するにあたり、関係す

る複数の条例の廃止を行うもの 

（廃止するする条例） 

・伊達市病院事業の設置等に関する条例 

・伊達市立梁川病院使用料及び手数料条例 

・伊達市訪問看護事業の設置に関する条例 

・伊達市訪問看護手数料条例 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

梁川病院 

議案第85号 

 

伊達市立梁川病院等事業の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の制

定について 

（制定趣旨） 

伊達市立梁川病院事業及び梁川訪問看護事業を廃止するにあたり、従事し

ていた職員定数や給与等について変更が必要になるため、関係する複数の条

例の整理を行うもの 

（関係する条例と主な内容） 

・伊達市職員定数条例 

  梁川病院の職員及び梁川訪問看護ステーションの職員定数欄を削除

する。 

・伊達市職員の定年等に関する条例 

  医師及び歯科医師の定年欄を削除する。 

総務企画部

人事課 
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・伊達市職員の給与に関する条例 

  医療職の給料表及び初任給調整手当を削除する。 

・伊達市職員の特殊勤務手当に関する条例 

  医療職の特殊勤務手当を削除する。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

 

４．条例の一部改正（４件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第86号 

 

伊達市ケーブルテレビ放送施設条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

放送法等の一部を改正する法律の施行及び地上デジタル化に伴い、条例の 

一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

 通信・放送法体系の見直しに伴い、有線テレビジョン放送法、有線ラジオ

放送業務の運用の規正に関する法律及び有線放送電話に関する法律が廃止さ

れたこと等に伴い、引用法令条項等を改正する。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

総務企画部

CATV室 

議案第87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） 

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地

方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、条例の一部を改正

するもの 

（改正の主な内容） 

①寄附金税制の拡充 

国税庁長官の認定を受けた特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法

人への寄附金であっても、市が市内の特定非営利活動法人を条例で指定す

れば寄附金税額控除の対象とするもの。また、寄附金税額控除の適用下限

額を5,000円から2,000円に引き下げるもの 

②租税罰則の見直し 

市民税に係る不申告、退職所得申告書の不提出、固定資産税納税管理人

に係る不申告、軽自動車税に係る不申告等の過料を３万円以下から10万円

以下に上限の額の見直しを行うもの 

 ③税負担軽減措置等の適用期限の延長 

  農業者が免税対象飼育牛１頭当たりの売却価格が100万円未満の肉用牛

であって、その肉用牛の頭数が2,000頭以内であるときは、その売却をした

日の属する年分の売却により生じた事業所得に対する所得税を免除するこ

とについてその適用期限を平成24年度から平成27年度まで延長するもの 

（根拠法令） 

財務部 

税務課 
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地方自治法第96条第１項 

議案第88号 

 

伊達市公衆便所条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、 

条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

 不適正に処理された廃棄物を発見したときの土地所有者等の通報努力義務

が新たに追加されたため、第１条中の引用法令条項を改正する。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

市民生活部

環境防災課

議案第89号 

 

伊達市立学校設置条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

平成23年度末での伊達市国見町大枝小学校組合の解散により組合立大枝小

学校が廃止され、平成24年4月1日より伊達市立大枝小学校を設置するため、

条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

 条例中の別表に伊達市立大枝小学校の名称及び住所を追加するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

教育委員会

学校教育課

 

５．補正予算（28件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第90号 

 

平成23年度伊達市一般会計補正予算（第５号） 資料３ 

歳出 災害復旧事業387,336千円、放射能対策事業697,421千円、市立梁川

病院等事業精算経費15,772千円、決算剰余金に係る基金積立427,255

千円、その他事業38,503千円 

 歳入 市税△38,453千円、分担金及び負担金△336千円、国庫支出金75,771

千円、県支出金155,726千円、財産収入33,701千円、寄附金10,023千円、

繰入金182,359千円、繰越金774,386千円、諸収入205,110千円、市債

168,000千円 

 補正総額 1,566,287千円 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第91号 平成23年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 歳入の主な補正は、前年度繰越金額の確定による繰越金の追加及び東日本

大震災の被災に伴う国保税の減免及び療養給付の一部負担金等免除の特例措

置により、国保税減免見込額を減額し、特例措置に対して国庫補助金として

充当される災害臨時特例補助金の計上について補正をするもの 

 歳出では、一部負担金等の免除により増額が見込まれる保険給付費（療養

給付費）へ補正及び人事異動に伴う人件費の補正をするもの 

 補正総額 9,665千円 

健康福祉部

国保年金課
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根拠法令：地方自治法第218条第１項 

議案第92号 平成23年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号) 

 歳入の主な補正は、前年度繰越金額の確定による繰越金の追加、前年度後

期高齢者保険料収納額確定に伴う滞納繰越保険料の増額補正及び事務費繰入

金について補正をするもの 

 歳出では、収納が見込まれる滞納繰越分保険料と繰越された平成22年度出

納整理期間内保険料収納分を広域連合に納付するため納付金の増額補正及び

人事異動に伴う人件費の補正をするもの 

 補正総額 9,218千円 

 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93号 平成23年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 歳入の主な補正は、前年度繰越金額と介護給付費の実績報告に基づく国庫

支出金の追加交付による補正をするもの 

 歳出では、平成22年度の介護給付費と地域支援事業の実績報告に基づく国、

県、支払基金、一般会計への返還金と基金積立金の補正をするもの 

 また、震災による被害と特定避難勧奨地点に指定された被保険者の介護保

険料、利用料の一部負担金、食費・居住費の減免分の補正をするもの 

補正総額 179,627千円 

 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94号 平成23年度伊達市梁川簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 歳入の主な補正は、前年度繰越金額の確定による繰越金の追加及び職員給

与費の減及び前年度繰越金充当による繰入金の減額補正をするもの 

 歳出では職員給与費の減額補正をするもの  

補正総額 △７千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

上下水道部

総務課 

議案第95号 平成23年度伊達市月舘簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 歳入の補正は、前年度繰越金額の確定による繰越金の追加補正をするもの 

 歳出では前年度歳計剰余金の財政調整基金へ積立による補正増及び職員給

与費等の追加補正をするもの 

補正総額 26,260千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

上下水道部

総務課 

議案第96号 平成23年度伊達市公共下水道事業特別会計補正予算(第３号) 

 災害復旧事業の次年度への繰越し設定のための補正 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

上下水道部

下水道課 

議案第97号 

 

平成23年度伊達市公共下水道事業特別会計補正予算(第４号) 

 歳入の主な補正は、国庫補助金、県補助金、一般会計繰入金、市債の減額

及び前年度繰越金額の確定による繰越金の追加等の財源補正をするもの 

 歳出では総務費、下水道管理費及び公債費の追加、下水道建設費の減額等

による減額補正をするもの  

上下水道部

下水道課 
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 補正総額 △74,978千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

議案第98号 平成23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)

 歳入の主な補正は、使用料の充当先の変更、前年度繰越金額の確定による

繰越金の追加等の財源補正をするもの 

 歳出では一般管理費の減額補正、基金積立費の追加等の補正をするもの 

 補正総額 2,871千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

上下水道部

下水道課 

議案第99号 平成23年度伊達市工業団地特別会計補正予算（第１号） 

 前年度繰越金額の確定により繰出金の追加の補正をするもの 

 補正総額 24千円 

 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100号 平成23年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

 前年度繰越金額の確定により、繰越金を976千円増額し、一般会計繰入金を

976千円減額する補正をするもの 

 補正総額 0千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

総務企画部

企画調整課

議案第101号 

議案第102号 

議案第103号 

議案第104号 

議案第105号 

議案第106号 

議案第107号 

議案第108号 

議案第109号 

議案第110号 

議案第111号 

議案第112号 

議案第113号 

議案第114号 

 

 

 

 

平成23年度伊達市梁川財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成23年度伊達市堰本財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成23年度伊達市白根財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成23年度伊達市山舟生財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成23年度伊達市富野財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成23年度伊達市五十沢財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成23年度伊達市富成財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成23年度伊達市柱沢財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成23年度伊達市上保原財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成23年度伊達市金原田財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成23年度伊達市掛田財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成23年度伊達市小国財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成23年度伊達市大字掛田財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成23年度伊達市大石財産区特別会計補正予算（第１号） 

各財産区特別会計予算の前年度繰越金額が確定したため、繰越金等の補正

をするもの 

 補正総額 △470千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

産業部 

農林課 

議案第115号 平成23年度伊達市水道事業会計補正予算(第１号) 

 給与改定、人事異動による人件費の補正及び予備費等の補正をするもの 

 補正総額 収益的支出  2,330千円  

資本的支出 △2,194千円 

 根拠法令：地方公営企業法第24条 

上下水道部

総務課 
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議案第116号 平成23年度伊達市病院事業会計補正予算(第１号) 

 平成23年9月30日をもって病院事業を廃止するため、予算を整理調整する補

正をするもの 

 補正総額 収益的収入  201,302千円 

      収益的支出 △199,876千円 

 根拠法令：地方公営企業法第24条 

梁川病院 

議案第117号 平成23年度伊達市訪問看護事業会計補正予算(第１号) 

 平成23年9月30日をもって訪問看護事業を廃止するため、予算を整理調整す

る補正をするもの 

 補正総額 収益的収入 △22,098千円 

      収益的支出 △24,480千円 

 根拠法令：地方公営企業法第24条 

梁川病院 

 

６．その他（４件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第118号 財産の処分について 

（提案の理由） 

 市立梁川病院等が所有する土地、建物、その他の資産を後継法人である公

益財団法人仁泉会に譲渡等するため、議会の議決を求めるもの 

（根拠法令） 

伊達市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

３条 

梁川病院 

議案第119号 

 

 

伊達市国見町大枝小学校組合の解散に関する協議について 

平成24年３月末日をもって伊達市国見町大枝小学校組合を解散することに

ついて議決を求めるもの 

根拠法令：地方自治法第288条及び第290条 

教育委員会

教育総務課

議案第120号 

 

 

伊達市国見町大枝小学校組合の解散に伴う財産処分に関する協議について 

平成24年３月末日をもって伊達市国見町大枝小学校組合の解散に伴う財産

処分について議決を求めるもの 

根拠法令：地方自治法第286条第１項 

教育委員会

教育総務課

議案第121号 

 

姉妹都市の提携について 

 松前藩を通じて深い歴史的関係をもっている北海道松前町と文化、経済、

観光等の分野において友好親善を深め、相互の繁栄と進展をもたらすため、

姉妹都市の提携をするもの 

総務企画部

総務課 

 

７．決算（29件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第122号 

議案第123号 

平成22年度伊達市一般会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

財政課 

国保年金課
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議案第124号 

議案第125号 

議案第126号 

議案第127号 

 

議案第128号 

 

議案第129号 

議案第130号 

 

議案第131号 

議案第132号 

議案第133号 

議案第134号 

議案第135号 

議案第136号 

議案第137号 

議案第138号 

議案第139号 

議案第140号 

議案第141号 

議案第142号 

議案第143号 

議案第144号 

議案第145号 

議案第146号 

議案第147号 

議案第148号 

 

議案第149号 

議案第150号 

 

 

 

平成22年度伊達市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市梁川簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

平成22年度伊達市月舘簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

平成22年度伊達市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市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

について 

平成22年度伊達市工業団地特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市つきだて花工房特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市梁川財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市堰本財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市白根財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市山舟生財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市富野財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市五十沢財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市富成財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市柱沢財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市上保原財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市金原田財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市掛田財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市小国財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市大字掛田財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市大石財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市水道事業会計決算認定について 

 

平成22年度伊達市病院事業会計決算認定について 

平成22年度伊達市訪問看護事業会計決算認定について 

 平成22年度一般会計、特別会計及び企業会計(29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 

 根拠法令：地方自治法第233条第３項 地方公営企業法第30条第４項 

国保年金課

国保年金課

高齢福祉課

上下水道部

総務課 

上下水道部

総務課 

下水道課 

下水道課 

 

商工観光課

企画調整課

月舘総合支所 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

上下水道部

総務課 

梁川病院 

梁川病院 

 

９月１日 記者会見資料 

総務企画部 総務課 

電話 575-1111   


