
平成25年第２回伊達市議会定例会提出議案概要 

提出案件52件 

【人事３件、条例制定７件、条例改正５件、条例廃止１件、補正予算12件、当初予算22件、その他２件】 

 

１．人事（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課 

議案第４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 

（主な内容） 

 人権擁護委員の任期満了に伴い、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 

（法令根拠） 

 人権擁護委員法第６条第３項 

健康福祉部 

社会福祉課 

議案第５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 

（主な内容） 

 人権擁護委員の任期満了に伴い、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 

（法令根拠） 

 人権擁護委員法第６条第３項 

健康福祉部 

社会福祉課 

議案第６号 

伊達市教育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 

（主な内容） 

 教育委員会委員の任期満了に伴い、委員の選任について議会の同意を

求めるもの 

（根拠法令） 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条 

教育部 

教育総務課 

 

２．条例制定（７件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課 

議案第７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制定について 

（制定趣旨） 

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律」及び「介護サービスの基盤強化のための介

護保険法等の一部を改正する法律」が平成 24 年４月に施行され、これ

まで厚生労働省令等で定められていた地域密着型サービスに係る基準

を、市町村の条例で定めることとされたため制定するもの 

（条例の主な内容） 

 伊達市における地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護

看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居

宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介

健康福祉部 

高齢福祉課 
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護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス)の

基本方針、人員に関する基準、設備に関する基準、運営に関する基準等

を定めるもの 

（根拠法令） 

 地方自治法第 96 条第１項 

議案第８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制定に

ついて 

（制定趣旨） 

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律」及び「介護サービスの基盤強化のための介

護保険法等の一部を改正する法律」が平成 24 年４月に施行され、これ

まで厚生労働省令等で定められていた地域密着型介護予防サービスに

係る基準を、市町村の条例で定めることとされたため制定するもの 

（条例の主な内容） 

 伊達市における地域密着型介護予防サービス(認知症対応型通所介

護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護)の基本方針、

人員に関する基準、設備に関する基準、運営に関する基準等を定めるも

の 

（根拠法令） 

 地方自治法第 96 条第１項 

健康福祉部 

高齢福祉課 

議案第９号 

伊達市市道の構造の技術的基準等に関する条例の制定について 

（制定趣旨）  

道路法第 30 条は、これまで道路の種類の区別なく、道路の構造の技

術的基準を政令へ委任することにより定めてきたが、第１次一括法第 33

条による改正により、原則として政令では高速自動車国道及び国道の構

造の技術的基準を定め、都道府県道及び市町村道については、設計車両、

建築限界及び橋、高架の道路等の設計自動車荷重に係る基準を除き政令

で定める基準を参酌すべき基準として、条例で定める旨が規定されたこ

とにより制定するもの  

（条例の主な内容）  

市道の構造の技術的基準を定めるもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

建設部 

土木課 

議案第 10 号 

伊達市市道に設ける道路標識の寸法に関する条例の制定について 

（制定趣旨） 

 道路法第 45条第２項により道路管理者が設ける道路標識については、

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に規定されているが、第１

次一括法第 33条による改正で道路法第 45条第３項が追加されたことに

より、寸法については命令の規定を参酌すべき基準として道路管理者が

建設部 

土木課 



条例で定めることとされたことにより制定するもの  

（条例の主な内容） 

 市道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに

附置される補助標識の寸法を定めるもの 

（根拠法令） 

 地方自治法第 96 条第１項 

議案第 11 号 

伊達市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準に関する

条例の制定について 

（制定趣旨） 

 一括法により、これまで国が定めていた準用河川の構造の技術的基準

について、地方公共団体が、政令で定める基準を参酌して条例で定める

こととなったため条例の制定を行うもの 

（条例の主な内容） 

 市管理の河川である準用河川の河川管理施設又は工作物のうち、堤防

その他の主要なものの構造について、河川管理上必要とされる技術的基

準について定めるもの 

（根拠法令） 

 地方自治法第 96 条第１項 

建設部 

管理課 

議案第 12 号 

伊達市営住宅等整備基準条例の制定について 

（制定趣旨）  

一括法の改正により、これまで国が定めていた公営住宅の整備基準に

ついて、地方公共団体が国土交通省令で定める整備基準を参酌して、地

域の実情に応じて条例で定めることとなったため条例の制定を行うも

の 

（条例の主な内容）  

市営住宅の整備に関して求められる基本的な方針及び市営住宅を設

置する敷地、住棟等の具体的な事項に係る基本的、技術的な基準を定め

るもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

建設部 

管理課 

議案第 13 号 

伊達市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施

設の設置の基準に関する条例の制定について 

（制定趣旨） 

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正より、

地方公共団体の設置に係る都市公園の移動等円滑化基準について、公園

管理者である地方公共団体が国土交通省令で定める基準を参酌して、条

例で定めることとなったため条例の制定を行うもの 

（条例の主な内容） 

 特定公園施設の移動等円滑化基準及び特定公園施設の一時使用につ

いて定めるもの 

（根拠法令） 

建設部 

都市計画課 



 地方自治法第 96 条第１項 

 

３．条例の一部改正（５件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課 

議案第 14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について 

（改正趣旨） 

 特別の職員で非常勤のものについて、名称の統一、統廃合を行うため

条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

 ①市内５地域の行政連絡員等の名称について「行政推進員」に統一す

るもの 

 ②こども部の教育委員会への移管に伴い、家庭児童相談室と心の電話

相談室を統合し、こども相談室を新設することから、家庭児童相談員と

心の電話相談員を廃止し、「こども相談員」を追加するもの 

 ③文化財に関する適正な保存・管理業務の遂行等を目的として新設す

る「文化財支援員」を追加するもの 

（根拠法令） 

 地方自治法第 96 条の１項 

総務部 

総務課 

議案第 15号 

伊達市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 保護者の就労支援と児童の健全育成を目的に、児童クラブの開設時間

を延長するため、条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

 開設時間を午後６時 30 分までを午後７時までに改正するもの 

（根拠法令） 

 地方自治法第 96 条第１項 

こども部 

こども保育

課 

議案第 16号 

伊達市道路占用料条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 道路法施行令の一部が改正され、国の道路占用料が改正されたことに

伴い、国に準拠した内容で条例の一部を改正するもの。 

（根拠法令） 

 地方自治法第 96 条第１項 

建設部 

管理課 

議案第 17号 

伊達市都市公園条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨）  

都市公園法の一部改正より、地方公共団体の設置に係る都市公園の配

置及び規模の基準等について、公園管理者である地方公共団体が国土交

通省令で定める基準を参酌して、条例で定めることとなったため条例の

一部を改正するもの 

（改正の主な内容）  

建設部 

都市計画課 



①都市公園の配置及び規模の基準 ②公園施設の設置基準 ③公園

施設の建築面積の基準の特例が認められる特別な場合（根拠法令） 地

方自治法第 96 条第１項 

議案第 18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） 

 伊達市立梁川小学校予定地の用地売買契約が議会の議決を経たこと

により、梁川小学校の位置を変更するため、条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

 伊達市立梁川小学校の位置を新建設予定地へ改正するもの 

（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 

４．条例廃止（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課 

議案第 19号 

伊達市旧保原町町内会に関する条例を廃止する条例について 

（廃止趣旨） 

 市内５地域で合併前の制度を継続している行政連絡員等の名称等を

「行政推進員」に統一することに伴い廃止するもの 

（根拠法令） 

 地方自治法第 96 条第１項 

市民生活部 

市民協働課 

 

 

５．補正予算（12件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課 

議案第 20 号 

平成 24 年度伊達市一般会計補正予算（第７号） 

 歳出 災害復旧事業 10,844 千円、放射能対策事業△7,459,520 千円、 

その他事業△2,466 千円 

 歳入 市税 1,407 千円、ゴルフ場利用税交付金 5,116 千円、分担金及 

び負担金 10,949 千円、使用料及び手数料△26,396 千円、国庫 

支出金 84,321千円、県支出金△7,310,389千円、財産収入3,296 

千円、寄附金 6,957 千円、繰入金△78,018 千円、諸収入△685 

千円、市債△147,700 千円 

 補正総額 △7,451,142 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 21 号 

平成 24 年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算(第４号） 

 歳出 総務費 750 千円、保険給付費 24,901 千円、共同事業拠出金 

47,916 千円、国保財政調整基金積立金 118 千円 

 歳入  国庫支出金 2,126 千円、療養給付費等交付金 13,198 千円、県 

支出金 93 千円、共同事業交付金 56,674 千円、基金利子 118 千 

円、入金 1,476 千円 

 補正総額 73,685 千円 

健康福祉部 

国保年金課 



（根拠法令） 

 地方自治法第 218 条第１項 

議案第 22 号 

平成 24 年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算(第２号) 

 歳出 健診委託料 895 千円、広域連合納付金 3,983 千円 

 歳入 保険料 10,602 千円、一般会計繰入△6,504 千円 

 補正総額 4,878 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 23 号 

平成 24 年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 歳出 介護給付費準備基金積立金△33,085 千円 

 歳入  国庫支出金△297 千円、支払基金交付金△37,211 千円、県負担 

金 5,412 千円、特別徴収保険料△15,508 千円、普通徴収保険料 

14,519 千円   

 補正総額 △33,085 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 24 号 

平成 24 年度伊達市梁川簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）  

歳出 総務費 3千円、事業費△2,099 千円  

歳入  分担金及び負担金△911 千円、諸収入 315 千円、市債△1,500 

千円    

補正総額 △2,096 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 25 号 

平成 24 年度伊達市月舘簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 歳出 総務費 1千円、事業費△3,975 千円、基金積立費 4 千円 

 歳入  分担金及び負担金△1,280 千円、使用料及び手数料△3,120 千 

円、財産収入 4千円、繰入金 400 千円、基金繰入金 4 千円、諸 

収入 22 千円 

 補正総額 △3,970 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 26 号 

平成 24 年度伊達市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 歳出 総務費△2,100 千円、下水道管理費 2,148 千円、下水道建設費 

△3,131 千円 

 歳入 使用料及び手数料 13,710 千円、繰入金△45,765 千円、諸収入 

32,272 千円、市債△3,300 千円 

 補正総額 △3,083 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 27 号 

平成 24 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２号）  

 歳出 総務管理費 83 千円 

 歳入 使用料△38 千円、財産運用収入 10 千円、雑入 111 千円 

上下水道部 

下水道課 



 補正総額 83 千円 

（根拠法令） 

 地方自治法第 218 条第１項 

議案第 28 号 

平成 24 年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計補正予算(第２号） 

  宅地売払い収入の減額に伴う一般会計繰入金の増額補正 

  補正総額 0 円 

(根拠法令) 

 地方自治法第 218 条第１項 

市長直轄 

総合政策課 

議案第 29 号 

平成 24 年度伊達市梁川財産区特別会計補正予算（第２号）  

歳出：一般管理費 49 千円  歳入：毛上売払収入 49 千円  

補正総額 49 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 30 号 

平成 24 年度伊達市堰本財産区特別会計補正予算（第２号） 

 歳出 一般管理費 340 千円、造林事業費△67 千円、予備費△357 千円 

 歳入 雑入△84 千円 

 補正総額 △84 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 31 号 

平成 24 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 営業収益13,200千円、営業外収益16,603千円、特別利益14,304 

千円 補正総額 44,107 千円 

 支出 営業費用27,424千円、営業外費用3,256千円 補正総額30,680 

千円 

○資本的収支 

 収入 企業債△9,200 千円、負担金△24,077 千円、補助金△9,184 千 

円、出資金△9,200 千円、固定資産売却収入 549 千円 補正総 

額△51,112 千円 

 支出 建設改良費△60,789 千円、企業債償還金 393 千円 

 補正総額△60,396 千円 

（根拠法令） 

 地方公営企業法第 24 条 

上下水道部 

総務課 

 

６．当初予算（22件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課 

議案第 32 号 

平成 25 年度伊達市一般会計予算 

 予算総額 43,491,000（前年度比 △5,289,070 千円） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

財務部 

財政課 



議案第 33 号 

平成 25 年度伊達市国民健康保険特別会計予算 

 予算総額 8,014,755 千円（前年度比 395,910 千円増） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

健康福祉部 

国保年金課 

議案第 34 号 

平成 25 年度伊達市後期高齢者医療特別会計予算 

 予算総額 644,417 千円（前年度比 19,832 千円増) 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

健康福祉部 

国保年金課 

議案第 35 号 

平成 25 年度伊達市介護保険特別会計予算 

 予算総額 6,284,657 千円（前年度比 994,076 千円増） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

健康福祉部 

高齢福祉課 

議案第 36 号 

平成 25 年度伊達市公共下水道事業特別会計予算 

 予算総額 1,031,533 千円（前年度比 △193,289 千円） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

上下水道部 

下水道課 

議案第 37 号 

平成 25 年度伊達市粟野地区農業集落排水処理事業特別会計予算 

 予算総額 13,916 千円（前年度比 △350 千円） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第 1項 

上下水道部 

下水道課 

議案第 38 号 

平成 25 年度伊達市工業団地特別会計予算 

 予算総額 5,101 千円（前年度比 △1,009 千円） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

商工観光課 

議案第 39 号 

平成 25 年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計予算 

 予算総額 26,334 千円（前年度比 14,932 千円増） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

市長直轄 

総合政策課 

議案第 40 号 

平成 25 年度伊達市梁川財産区特別会計予算  

予算総額 617 千円（前年度比 △10 千円） 

（根拠法令）  

地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

農林課 

議案第 41 号 

平成 25 年度伊達市白根財産区特別会計予算 

 予算総額 582 千円（前年度比 △15 千円） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

農林課 

議案第 42 号 

平成 25 年度伊達市山舟生財産区特別会計予算 

 予算総額 661 千円（前年度比 △114 千円） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

農林課 



議案第 43 号 

平成 25 年度伊達市富野財産区特別会計予算 

 予算総額 806 千円（前年度比 △439 千円） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

農林課 

議案第 44 号 

平成 25 年度伊達市五十沢財産区特別会計予算 

 予算総額 889 千円（前年度比 △154 千円） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

農林課 

議案第 45 号 

平成 25 年度伊達市富成財産区特別会計予算 

 予算総額 1,506 千円（前年度比 △223 千円） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

農林課 

議案第 46 号 

平成 25 年度伊達市柱沢財産区特別会計予算 

 予算総額 640 千円（前年度比 △80 千円） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

農林課 

議案第 47 号 

平成 25 年度伊達市上保原財産区特別会計予算 

 予算総額 685 千円（前年度比 △5千円） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

農林課 

議案第 48 号 

平成 25 年度伊達市金原田財産区特別会計予算 

 予算総額 1,391 千円（前年度比 △247 千円） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

農林課 

議案第 49 号 

平成 25 年度伊達市掛田財産区特別会計予算  

予算総額 594 千円（前年度比 △1,000 千円） 

（根拠法令）  

地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

農林課 

議案第 50 号 

平成 25 年度伊達市小国財産区特別会計予算 

 予算総額 757 千円（前年度比 157 千円増） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

農林課 

議案第 51 号 

平成 25 年度伊達市大字掛田財産区特別会計予算 

 予算総額 731 千円（前年度比 216 千円増） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

農林課 

議案第 52 号 

平成 25 年度伊達市大石財産区特別会計予算 

 予算総額 287 千円（前年度比 15 千円増） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

農林課 



議案第 53 号 

平成 25 年度伊達市水道事業会計予算 

○収益的収支 

 収入 1,627,637 千円（前年度比 124,491 千円増） 

 支出 1,605,705 千円（前年度比 149,456 千円増） 

○資本的収支 

 収入  329,596 千円（前年度比 122,973 千円増） 

 支出  883,851 千円（前年度比 138,860 千円増） 

（根拠法令） 

 地方公営企業法第 24 条 

上下水道部 

総務課 

 

７．その他（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課 

議案第 54 号 

伊達市新市建設計画の変更について 

 東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の

一部を改正する法律が施行され、地方債を起こすことができる期間の特

例が定められたことに伴い、新市建設計画の一部を変更するもの。 

 新市建設計画の期間を平成 17 年度から平成 27 年度までの 11 ヶ年か

ら平成 37 年度まで、10 年間延長する。 

（根拠法令） 

 市町村の合併の特例に関する法律第６条６項 

市長直轄 

総合政策課 

議案第 55 号 

伊達市過疎地域自立促進計画の変更について 

 霊山地域の振興に資する新規事業を過疎地域自立促進計画に追加す

るため、計画の一部を変更するもの。 

（根拠法令） 

 過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項 

市民生活部 

市民協働課 

 

２月20日 記者会見資料 
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