
【令和元年８月 29日定例会見】 

 

  

令和元年第３回伊達市議会定例会提出議案の概要 

 

提出案件 62件  人事      ９件 

         条例制定    ７件 

条例の一部改正 ４件 

補正予算    ８件 

決算      21件 

その他     ２件 

専決処分の報告 １件 

報告      10件 

 

１．人事（９件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第55号 

～ 

議案第63号 

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 

財産区管理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 

 ９財産区・各７名 

  梁川財産区、白根財産区、山舟生財産区、富野財産区、五十沢財産区、 

  富成財産区、柱沢財産区、上保原財産区、金原田財産区 

■任 期 令和元年 10月１日～令和５年９月 30日 

 

 

２．条例制定（７件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第64号 

伊達市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定 

■制定趣旨 

地方公務員法の規定に基づき、職員の配偶者同行休業（外国での勤務等によ

り外国に住所又は居所を定めて滞在する配偶者と生活を共にするための休業

をいう。）に関し必要な事項を定めるため、条例を制定するもの 

■主な内容 

配偶者同行休業の期間（３年以内）、申請手続等を規定するもの 

■施行期日 

 公布の日 

資料１-１ 
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議案第65号 

伊達市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定 

■制定趣旨 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、新たに会

計年度任用職員制度が創設されることに伴い、本市における会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるため、条例を制定するもの 

■主な内容 

会計年度任用職員制度の創設に伴い、フルタイム会計年度任用職員及びパー

トタイム会計年度任用職員に支給する給与及び費用弁償を規定するもの 

■施行期日 

 令和２年４月１日 

議案第66号 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整理等に関する条例の制定 

■制定趣旨 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行及び伊達市職員

の配偶者同行休業に関する条例の制定に伴い、関係条例の規定を整理するた

め、条例を制定するもの 

■主な内容 

次に掲げる条例の一部を改正するもの 

(1)伊達市職員定数条例 

(2)公益的法人等への伊達市職員の派遣等に関する条例 

(3)伊達市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例 

(4)伊達市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 

(5)伊達市職員の給与に関する条例 

(6)伊達市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例 

(7)伊達市水道事業の業務に従事する職員の給与の種類及び基準を定める条例 

(8)伊達市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

■施行期日 

令和２年４月１日又は伊達市職員の配偶者同行休業に関する条例の施行の日 
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議案第67号 

伊達市森林環境譲与税基金条例の制定について 

■制定趣旨 

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の規定に基づく森林環境譲与

税を基金として設置し、適正に管理して運用するため、条例を制定するもの 

■主な内容 

森林環境譲与税を基金として設置し、森林整備及びその促進に必要な事業の

財源に充てるもの 

■施行期日 

公布の日 

議案第68号 

伊達市保原総合公園簡易宿泊所設置条例の制定について 

■制定趣旨 

保原総合公園利用者の利便性の向上及び生涯学習の振興を図るため、地方自

治法第 244条の２第１項の規定により、施設の設置条例を制定するもの 

■主な内容 

保原総合公園簡易宿泊所の名称及び位置、施設が行う業務や運営、施設の利

用に関する規定について定める 

■施行期日 

令和２年４月１日 

議案第69号 

伊達市いじめ防止等に関する条例の制定について 

■制定趣旨 

いじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえ、いじめの防止等に関する基本理念及

び基本方針を定め、市、教育委員会、学校等、保護者、市民及び関係機関等が

一丸となっていじめ防止に取り組むことにより、児童等の生命及び身体を守

り、安心して生活し、生き生きと学ぶことができる環境をつくるため、条例を

制定するもの 

■主な内容 

いじめ防止等に関する基本方針、基本的施策、措置、重大事案への対処等に

ついて定める。 

資料１-２ に伊達市いじめ防止等に関する条例の概要を記載 

■施行期日 

公布の日 
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議案第70号 

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例の制定 

■制定趣旨 

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の規定

を整理するため、条例を制定するもの 

■主な内容 

次に掲げる条例の一部を改正するもの 

(1)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 

(2)伊達市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する

条例 

(3)伊達市預かり保育条例 

■施行期日 

公布の日 

 

 

３．条例の一部改正（４件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第71号 

伊達市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、住民票に旧氏の記録がある者につ

いて、印鑑の登録及び証明についても同様に旧氏の記録・表示を可能とするた

め、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

住民基本台帳に旧氏が記録されている者について、印鑑の登録及び証明にお

いても、住民基本台帳と同様に旧氏の記録及び表示を行う。 

■施行期日 

 令和元年 11月５日 
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議案第72号 

伊達市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正により、償還金の支払猶予、

償還免除の対象範囲の拡大、市町村における合議制の機関の設置等について定

められたことに伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1) 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を審査する合議制

の機関として、支給審査委員会を設置することを追加 

(2) 支給審査委員会の設置に伴い、附則により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を一部改正し、委員報酬の額を

追加 

(3)法令の引用条項等の整理 

■施行期日 

 公布の日 

議案第73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 

水道法の一部を改正する法律等の施行に伴い、給水装置工事事業者の指定更

新制度が新設されたため、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1)給水装置工事事業者の指定更新手数料の新設 

(2)政令改正に伴う参照条項の改正 

■施行期日 

公布の日 

議案第74号 

伊達市民運動場条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

五十沢運動広場を伊達市民運動場に位置付けるため、条例の一部を改正する

もの 

■主な内容 

別表１に五十沢運動広場を追加する。 

■施行期日 

公布の日 
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４．補正予算（８件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第75号 

令和元年度伊達市一般会計補正予算（第２号）   

■主な内容   資料１-４ に概要を掲載 

■補正総額  801,128千円 

議案第76号 
令和元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  △1,765千円 

議案第77号 
令和元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   3,113千円 

議案第78号 
令和元年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

■補正総額  193,755千円 

議案第79号 
令和元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   6,090千円 

議案第80号 
令和元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   2,581千円 

議案第81号 
令和元年度伊達市工業団地特別会計補正予算（第１号） 

■補正総額   3,338千円 

議案第82号 

令和元年伊達市水道事業会計補正予算（第１号） 

○収益的収支 

収入 営業収益     10千円 

営業外収益   240千円 

補正総額          250千円 

支出 営業費用  △5,140千円 

補正総額       △5,140千円 

 

○資本的収支 

支出 建設改良費   688千円 

補正総額         688千円 
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５．決算（21件） 

平成30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83号 

～ 

議案第90号 

平成30年度 伊達市各会計歳入歳出決算認定   資料１-３ 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91号 

～ 

議案第102号 

平成30年度 伊達市財産区特別会計歳入歳出決算認定（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103号 平成 30年度伊達市水道事業会計決算認定及び剰余金処分 

 

６．その他（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第104号 

土地の取得 

■提案理由 

生涯活躍のまち用地を取得することについて、議会の議決を求めるもの 

■主な内容 

目  的 生涯活躍のまち用地 

所 在 地 高子駅北地区土地区画整理事業 

42街区 134画地 ほか 88画地 

面  積 15,783.11平方メートル 

取得金額 552,408,850円 

相 手 方 42名 
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議案第105号 

財産の処分 

■提案理由 

財産を処分することについて、議会の議決を求めるもの 

■主な内容 

処分する財産 

所 在 地 目 地 積 

保原町中瀬字上松 27番地１ 原野 42,248.00㎡  

保原町中瀬字下松一３番地２ 原野 1,387.00㎡  

保原町中瀬字下松一３番地７ 原野 539.00㎡  

合 計（３筆） 44,174.00㎡  

関連補償物件  ネットフェンス等 

処分の方法 売払い 

処分価格 79,513,200円 

物件移転補償    319,966円 

契約の相手方 福島県 福島県県北建設事務所長 安田 博道 
 

 

 

７．専決処分の報告（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

報告第12号 

専決処分の報告 

■提案理由 

 自動車事故による損害賠償の額及び和解することについて、地方自治法第

180条第１項の規定により専決処分について報告するもの 

○自動車事故 

 ・専決処分日 令和元年８月１日 

  平成30年11月21日発生事故 

 損害賠償額 136,804円、損害賠償請求額 703,360円 

 

８．報告（10件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

報告第13号 

～ 

報告第19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 

平成 30年度事業報告及び決算報告書、令和元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 
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・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20号 

平成 30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１-３ 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  （12.64％） 

 連結実質赤字比率 赤字なし  （17.64％） 

 実質公債費比率    6.6％  （ 25.0％） 

 将来負担比率    39.5％  （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21号 

平成 28年度及び平成 29年度伊達市健全化判断比率の修正報告 

■主な内容 

○健全化判断比率 

 修正後 修正前 （早期健全化基準比率） 

平成 29年度実質公債費比率 6.6％ 7.4％ （ 25.0％） 

平成 28年度実質公債費比率 6.4％ 6.5％ （ 25.0％） 
 

報告第22号 

平成 30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 30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）本庁舎増築事業 

・設定年度  平成 29年度から平成 30年度 

・事 業 費  計画 2,057,003,000円 

        実績 2,056,760,640円 

        差額    242,360円 

（２）学校給食センター建設事業 

・設定年度  平成 28年度から平成 29年度 

・事 業 費  計画 2,134,096,000円 

        実績 2,044,893,600円 

        差額   89,202,400円 

 


