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平成 31 年２月 25 日 

平成31年第１回伊達市議会定例会提出議案の概要 

 

提出案件 46件  人事      ５件 

条例の一部改正 ７件 

補正予算    ７件 

当初予算    21件 

その他     １件 

専決処分の報告 ５件 

 

１．人事（５件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第１号 

～ 

議案第２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 

■推薦候補者 ２名 

■任期 

 平成 31年７月１日～平成 34年６月 30日 

議案第３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 

■提案理由 

伊達市梁川財産区管理会委員の欠員に伴い、委員の選任について議会の同意を

求めるもの 

■推薦候補者 １名 

■任期 

平成 31年４月１日～平成 31年９月 30日 

議案第４号 

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 

■提案理由 

伊達市山舟生財産区管理会委員の欠員に伴い、委員の選任について議会の同意

を求めるもの 

■推薦候補者 １名 

■任期 

 平成 31年４月１日～平成 31年９月 30日 
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議案第５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 

■提案理由 

伊達市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 

■推薦候補者 １名 

■任期 

 平成 31年３月 25日～平成 35年３月 24日 

 

 

２．条例の一部改正（７件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第６号 

伊達市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

長時間労働是正のための人事院規則の改正に伴い、職員に超過勤務命令を行う

ことができる上限を定めるなど所要の措置を講じることを規則に委任するため、

条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

職員に超過勤務命令を行うことができる上限を定めるなど所要の措置を講じる

ため、規則への委任条項を追加する。 

■施行日 

平成 31年４月１日 

議案第７号 

伊達市営住宅等条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

公営住宅法の一部改正により、認知症である者等の収入申告義務が免除された

ため、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

認知症である者等で収入申告に応じることが困難な事情にあると認められる入

居者について、収入申告義務を免除する規定を追加する。 

■施行日 

平成 31年４月１日 
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議案第８号 

伊達市駅前公園設置条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

 伊達駅前整備に伴い、整備される公園の名称、位置及び駐車場の使用料を定め

るため、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1)別表第１(第２条関係)に伊達市伊達駅前公園の名称及び位置を追加 

    名称：伊達市伊達駅前公園 

    位置：伊達市沓形５番地 12外 

(2)別表第３(第６条関係)に区分、単位及び使用料を追加 

■施行日 

 公布の日から起算して１年を超えない範囲において規則で定める 

議案第９号 

伊達市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の

資格基準に関する条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

 学校教育法の一部を改正する法律等の施行に伴い、専門職業人の養成を目的と

する新たな高等教育機関として、「専門職大学」及び「専門職短期大学」制度が設

けられたため、水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件を改正するた

め条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

 水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件について、「専門職大学前期

課程修了者」を短期大学卒業者と同等の資格要件とするもの 

■施行日 

 平成 31年４月１日 

議案第10号 

伊達市給水条例の一部を改正する条例について 

■改正趣旨 

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法

の一部を改正する等の法律により、消費税法の一部が改正され、平成 31年 10月 1

日から消費税率が 10％に引き上げられるため、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

 消費税率 10％に引き上げられることに伴い、水道料金及び加入金について、８％

の料金表示から 10％の料金表示への改正 

■施行日 

 水道料金：平成 31年 11月請求分から 

 加入金 ：平成 31年 10月 1日から 
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議案第11号 

伊達市下水道条例の一部を改正する条例について 

■改正趣旨 

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法

の一部を改正する等の法律により、消費税法の一部が改正され、平成 31年 10月 1

日から消費税率が 10％に引き上げられるため、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

 消費税率 10％に引き上げられることに伴い、下水道使用料について、８％の料

金表示から 10％の料金表示への改正 

■施行日 

 下水道使用料：平成 31年 11月請求分から 

議案第12号 

伊達市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例について 

■改正趣旨 

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法

の一部を改正する等の法律により、消費税法の一部が改正され、平成 31年 10月 1

日から消費税率が 10％に引き上げられるため、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

 消費税率 10％に引き上げられることに伴い、農業集落排水処理施設使用料及び

加入金について、８％の料金表示から 10％の料金表示への改正 

■施行日 

 農業集落排水処理施設使用料：平成 31年 10月請求分から 

 加入金：平成 31年 10月 1日から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

記者会見資料② - 1 

平成 31 年２月 25 日 

３．補正予算（７件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第13号 

平成 30年度伊達市一般会計補正予算（第５号）   

■主な内容   資料２-２ に概要を掲載 

■補正総額  △953,375千円 

議案第14号 
平成 30年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 

■補正総額    40,933千円 

議案第15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４号） 

■補正総額    4,540千円 

議案第16号 
平成 30年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

■補正総額    10,130千円 

議案第17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４号） 

■補正総額   △42,693千円 

議案第18号 
平成 30年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

■補正総額   △17,547千円 

議案第19号 

平成 30年度伊達市水道事業会計補正予算（第４号） 

○収益的収支 

収入 営業収益    1,079千円 

営業外収益  △3,000千円 

補正総額   △1,921千円 

支出 営業費用    30,798千円 

営業外費用   4,682千円 

補正総額    35,480千円 

 

○資本的収支 

収入 企業債      △34,850千円 

 

補正総額   △34,850千円 

支出 建設改良費  △88,774千円 

 

補正総額   △88,774千円 
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４．当初予算（21件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第20号 

平成 31年度伊達市一般会計予算 

■主な内容  資料１ に概要を掲載 

予算総額 34,351,028千円  前年度比 1,797,028千円 

議案第21号 

平成 31年度伊達市国民健康保険特別会計予算 

■主な内容 

予算総額  6,643,845千円  前年度比 △234,376千円 

議案第22号 

平成 31年度伊達市後期高齢者医療特別会計予算 

■主な内容 

予算総額    785,636千円  前年度比 32,068千円 

議案第23号 

平成 31年度伊達市介護保険特別会計予算 

■主な内容 

予算総額  7,309,337千円  前年度比  167,735千円 

議案第24号 

平成 31年度伊達市公共下水道事業特別会計予算 

■主な内容 

予算総額  1,206,435千円  前年度比   74,052千円 

議案第25号 

平成 31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 

■主な内容 

予算総額   19,538千円  前年度比  491千円 

議案第26号 

平成 31年度伊達市工業団地特別会計予算 

■主な内容 

予算総額   87,482千円  前年度比 73,241千円 

議案第27号 

平成 31年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計予算 

■主な内容 

予算総額   22,574千円  前年度比 △613千円 

議案第28号 

～ 

議案第39号 

平成 31年度伊達市財産区特別会計予算 

■主な内容 

予算総額（12財産区） 13,993千円  前年度比 1,408千円 
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議案第40号 

平成 31年度伊達市水道事業会計予算 

■主な内容 

収益的収支 
収入 1,805,168千円 （前年度比   △12,031千円） 

支出 1,729,659千円 （前年度比   △ 7,256千円） 

 

資本的収支 
収入 156,170千円 （前年度比   △51,746千円） 

支出 671,953千円 （前年度比  △115,868千円） 
 

 

 

５．その他（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第41号 

伊達市道路線の認定、廃止及び変更 

■主な内容 

(1)認定路線 

路線番号 路線名 

34343 大木田３号線 

44100 山田御渡線 

44101 沼ノ入御渡線 

(2)廃止路線 

路線番号 路線名 

44008 福田２号線 

44096 桜町４号線 

(3)変更路線 

路線番号 路線名 

43086 五束刈線 

43088 川向線 

44005 桜町１号線 

44070 福田４号線 

44081 桜町３号線 
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６．専決処分の報告（５件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

報告第１号 

～ 

報告第５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 

 

○市有施設の安全管理に起因する事故 

 ・専決処分日 平成30年12月18日 

  （平成30年11月29日発生、損害賠償額  14,000円） 

 

○市有施設の安全管理に起因する事故 

 ・専決処分日 平成31年２月５日 

  （平成30年12月11日発生、損害賠償額 67,000円） 

 

○自動車事故 

 ・専決処分日 平成30年11月30日 

  （平成30年９月18日発生、損害賠償額  26,000円） 

 

○自動車事故 

 ・専決処分日 平成30年12月20日 

  （平成30年８月31日発生、損害賠償額 46,000円、損害賠償請求額 135,666円） 

 

○自動車事故 

 ・専決処分日 平成31年１月25日 

  （平成30年11月４日発生事故、損害賠償額 102,568円） 

 

 

問い合わせ先 

総務部総務課 

電話 575-1111 


