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平成30年第５回伊達市議会定例会提出議案の概要 

 

提出案件 46件  条例の一部改正 ２件 

補正予算    ８件 

決算      21件 

その他     ５件 

報告      10件 

 

 

１．条例の一部改正（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第99号 

伊達市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

本庁舎の統合に伴い、伊達市役所の事務所に関する規定から分庁舎に係る規定

を削除する必要があるため、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

梁川分庁舎に係る規定を削除し、伊達市役所の事務所の位置を「伊達市保原町字

舟橋 180番地」のみとする。 

■施行日 

 平成 31年１月１日 

議案第100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 

平成 32年４月１日より、月舘地域において小中一貫教育を実施するため、条例

の一部の改正をするもの 

■主な内容 

別表中、月舘小学校・小手小学校・月舘中学校を削除し、月舘学園小学校・月

舘学園中学校を追加する。 

資料１-２に月舘小中一貫校「月舘学園」の概要を掲載 

■施行日 

 平成 32年４月１日 

 

  

資料１-１ 
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２．補正予算（８件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第101号 

平成 30年度伊達市一般会計補正予算（第２号）   

■主な内容   資料１-６に概要を掲載 

■補正総額  1,370,522千円 

議案第102号 
平成 30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   4,350千円 

議案第103号 
平成 30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  △3,991千円 

議案第104号 
平成 30年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

■補正総額  202,572千円 

議案第105号 
平成 30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   1,435千円 

議案第106号 
平成 30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   4,312千円 

議案第107号 
平成 30年度伊達市工業団地特別会計補正予算（第１号） 

■補正総額  402,329千円 

議案第108号 

平成 30年度伊達市水道事業会計補正予算（第１号） 

○収益的収支 

収入 営業外収益  △144千円 

補正総額        △144千円 

支出 営業費用   8,685千円 

補正総額        8,685千円 

 

○資本的収支 

支出 建設改良費   876千円 

補正総額         876千円 
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３．決算（21件） 

平成29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109号 

～ 

議案第116号 

平成29年度 伊達市各会計歳入歳出決算認定    資料１-５ に概要を記載 

・一般会計 

・国民健康保険特別会計 

・後期高齢者医療特別会計 

・介護保険特別会計 

・公共下水道事業特別会計 

・粟野地区農業集落排水処理事業特別会計 

・工業団地特別会計 

・月舘宅地造成事業特別会計 

議案第117号 

～ 

議案第128号 

平成29年度 伊達市財産区特別会計歳入歳出決算日程（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129号 平成 29年度伊達市水道事業会計決算認定及び剰余金処分 

 

４．その他（５件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第130号 

工事請負契約の締結 

■提案理由 

掛田小学校耐震補強・大規模改修建築主体工事請負契約の締結について、議会

の議決を求めるもの 

■主な内容    資料１-３ に概要を記載 

契約の内容 掛田小学校耐震補強・大規模改修建築主体工事 

契約の金額 684,720,000円 

契約の方法 条件付一般競争入札 

契約の相手方 株式会社松浦建工所  代表取締役 松浦 繁光 
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議案第131号 

工事請負契約の締結 

■提案理由 

月舘小中一貫校建設建築主体工事請負契約の締結について、議会の議決を求めるもの 

■主な内容     資料１-２ に概要を記載 

契約の内容 月舘小中一貫校建設建築主体工事 

契約の金額 883,440,000円 

契約の方法 条件付一般競争入札 

契約の相手方 菅野建設株式会社 伊達営業所  所長 古山 博 
 

議案第132号 

工事請負契約の締結 

■提案理由 

月舘小中一貫校建設電気設備工事請負契約の締結について、議会の議決を求めるもの 

■主な内容     資料１-２ に概要を記載 

契約の内容 月舘小中一貫校建設電気設備工事 

契約の金額 245,554,200円 

契約の方法 条件付一般競争入札 

契約の相手方 大槻電設工業株式会社 伊達営業所 伊達営業所長 阿部 恒雄 
 

議案第133号 

工事請負契約の締結 

■提案理由 

通学合宿所新築工事に係る建築主体工事請負契約の締結について、議会の議決

を求めるもの 

■主な内容    資料１-４ に概要を記載 

契約の内容 通学合宿所新築建築主体工事 

契約の金額 311,040,000円 

契約の方法 条件付一般競争入札 

契約の相手方 株式会社酒井東栄コーポレーション 代表取締役 酒井 富也 
 

議案第134号 

財産の取得 

■提案理由 

伊達市役所本庁舎備品等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 伊達市役所本庁舎備品等一式 

取得金額 129,546,000円 

契約の方法 指名競争入札 

契約の相手方 有限会社木村書店 代表取締役 木村和史 
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５．報告（10件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

報告第10号 

専決処分の報告 

■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するもの 

○自動車事故 

  ・専決処分日 平成30年８月10日 

  （平成27年６月３日発生事故 損害賠償額 0円 損害賠償請求額12,488円） 

報告第11号 

～ 

報告第17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 

■内容 

平成 29年度事業報告及び決算報告書、平成 30年度事業計画の提出 

・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 

・一般社団法人まちづくり伊達 

・一般社団法人伊達市農林業振興公社 

・一般社団法人伊達市観光物産交流協会 

・一般財団法人伊達市スポーツ振興公社 

報告第18号 

平成 29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     資料１-５ に掲載 

○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（12.62％） 

連結実質赤字比率 赤字なし（17.62％） 

実質公債費比率    7.4％  （25.0％） 

将来負担比率     38.7％ （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 

報告第19号 

平成 29年度伊達市一般会計継続費精算報告書について 

■主な内容 

平成 29年度に終了した継続費の精算について、議会に報告するもの 

（１）道の駅建設事業 

・設定年度  平成 28年度から平成 29年度 

・事 業 費  計画 740,000,000円 

        実績 721,980,000円  差額  18,020,000円 
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（２）小学校施設整備事業 

・設定年度  平成 27年度から平成 29年度 

・事 業 費  計画 519,873,000円 

        実績 471,193,200円  差額  48,679,800円 

 

 

問い合わせ先 

総務部 総務課 

電話 575-1111 


