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令和２年第１回伊達市議会定例会提出議案の概要 

 

提出案件 51件  専決処分の承認 ８件    人事       １件 

         条例制定    ２件    条例の一部改正  ７件 

条例廃止    １件     補正予算     ７件 

当初予算    21件     その他       ３件 

専決処分の報告 １件 

 

 

１．専決処分の承認（８件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第１号 

～ 

議案第８号 

専決処分の承認を求めることについて 

■主な内容 

○令和元年度伊達市一般会計補正予算（第６号） 

【専決処分日】令和元年 12月 10日 

【主 な 内 容】令和元年台風第 19号被害に係る復旧経費について、専決

処分による補正を行ったもの 

【補 正 総 額】3,901,628千円 

○令和元年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）  

 【専決処分日】令和元年 12月 10日 

【主 な 内 容】令和元年台風第 19号災害対応に係る人件費について、専

決処分により補正を行ったもの 

【補 正 総 額】892千円 

○令和元年伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号） 

 【専決処分日】令和元年 12月 10日 

【主 な 内 容】令和元年台風第 19号災害対応に係る人件費について、専

決処分により補正を行ったもの 

【補 正 総 額】314千円 

○令和元年伊達市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 【専決処分日】令和元年 12月 10日 

【主 な 内 容】令和元年台風第 19号災害対応に係る人件費について、専

決処分により補正を行ったもの 

【補 正 総 額】320千円 
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○令和元年度伊達市水道事業会計補正予算（第４号） 

 【専決処分日】令和元年 12月 10日 

【主 な 内 容】令和元年台風第 19号災害対応に係る人件費について、専

決処分により補正を行ったもの 

【補 正 総 額】487千円（収益的支出 営業費用） 

○令和元年台風第19号による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護

保険料の減免に関する条例を一部改正する条例 

 【専決処分日】令和元年 12月 27日 

【主 な 内 容】減免対象の損害の程度に「家屋が床上浸水したとき」を

加え、対象を拡大するもの 

 

○令和元年度伊達市一般会計補正予算（第７号） 

【専決処分日】令和２年１月 20日 

【主 な 内 容】令和元年台風第 19号被害に係る復旧経費及び防災・減災

対策経費について、専決処分により補正を行ったもの 

【補 正 総 額】1,123,811千円 

○令和元年度伊達市一般会計補正予算（第８号） 

【専決処分日】令和２年２月７日 

【主 な 内 容】令和元年台風第 19号被害に係る復旧経費及び防災・減災

対策経費について、専決処分により補正を行ったもの 

【補 正 総 額】59,800千円 

 

２．人事（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第９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を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるもの 

■推薦候補者 

 １名 

■任期  

 令和２年３月 25日～令和６年３月 24日 

 



【令和２年２月 20日定例会見】 

 

  

３．条例制定（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第10号 

地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例の制定 

■制定趣旨 

地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例で引用している

法律の条項番号が繰り下がるため、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

（１）一部改正となる条例 

・伊達市水道事業の設置等に関する条例 

・伊達市下水道事業の設置等に関する条例 

（２）主な内容 

・引用法令の条項ずれを改める。 

■施行期日 

令和２年４月１日 

議案第11号 

伊達市保原歴史文化資料館条例の制定 

■制定趣旨 

保原総合公園の有料公園施設として規定している伊達市保原歴史文化資

料館について、国指定文化財の公開及び保管等の適切かつ効果的な実施を

図るため、新たに条例を制定するもの 

■主な内容 

（１）施設の名称及び位置、管理、業務等について定める 

（２）伊達市都市公園条例中、保原歴史文化資料館に係る規定を削る 

■施行期日 

公布の日 

 

４．条例の一部改正（７件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第12号 

伊達市森林公園条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

赤坂の里森林公園管理棟の再築に伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

別表第２に定める赤坂の里森林公園の施設等の名称、利用単位、使用料を改定 

■施行期日 

令和２年４月１日 
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議案第13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 

国の印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、意思能力を有する者

が印鑑登録を出来るようにするため、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

印鑑登録の資格について、登録を受けることができない者のうち「成年被後

見人」を「意思能力を有しない者」へ変更する 

■施行期日 

公布の日 

議案第14号 

伊達市道路占用料条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

道路法施行令の一部改正に伴い、道路占用料の額を改定するため、条例

の一部を改正するもの 

■主な内容 

別表の道路占用料の額を改定する 

■施行期日 

 令和２年４月１日 

議案第15号 

伊達市市営住宅等条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

民法の一部改正に伴い、債務保証に関する規定を改定し、また、掛田団

地の用途廃止に伴い、掛田団地に関する規定を整理するため、条例の一部

を改正するもの 

■主な内容 

（１）連帯保証人を１人に変更するとともに、極度額は入居当初の家賃に

相当する額の 12か月分とする 

（２）連帯保証人を必要としない要件に、入居者が債務保証業者と債務を

保証する契約を締結する場合を追加する 

（３）用途廃止した掛田団地に関する規定を別表から削る 

■施行期日 

 令和２年４月１日 
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議案第16号 

伊達市都市公園条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

保原総合公園拡張整備事業に伴い整備される伊達市パークゴルフ場の名称及び

使用料を追加し、また、都市公園占用料を改定するため、条例の一部を改正する

もの 

■主な内容 

（１）別表第１にパークゴルフ場の名称を追加 

（２）別表第２にパークゴルフ場の区分、単位及び使用料を追加 

（３）別表第２の都市公園占用料を、伊達市道路占用料条例及び伊達市行

政財産使用料条例に定める額とする。 

■施行期日 

（１）及び（２）は、条例公布の日から起算して１年を超えない範囲にお

いて規則で定める日とし、（３）は令和２年４月１日から施行する 

議案第17号 

伊達市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が見直されたことに伴

い、放課後児童クラブのみなし支援員に係る経過措置の期間を延長するため、条

例の一部を改正するもの 

■主な内容 

経過措置期間に関する規定を、「令和２年３月 31 日までの間」から「当

分の間」に改める 

■施行期日 

 令和２年４月１日 

議案第18号 

伊達市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部を改正す

る法律の施行に伴い、条例で引用している法律の題名の変更と条項番号が

繰り下がるため、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

（１）題名を「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」

から「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に改める 

（２）引用法令の条項ずれを改める。 

■施行期日 

 公布の日 
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５．条例廃止（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第19号 

伊達市交通教育専門員設置条例を廃止する条例 

■提案理由 

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、特別

職非常勤職員の任用見直しにより、条例を廃止するもの 

■主な内容 

 特別職非常勤職員の任用見直しにより、条例を廃止する 

■施行期日  令和２年４月 1日 

 

６．補正予算（７件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第20号 

令和元年度伊達市一般会計補正予算（第９号）   

■主な内容   資料２-２ に概要を掲載 

■補正総額  △2,350,811千円 

議案第21号 
令和元年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第６号） 

■補正総額      123千円 

議案第22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５号） 

■補正総額    △2,204千円 

議案第23号 
令和元年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第５号） 

■補正総額     4,020千円 

議案第24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５号） 

■補正総額    △12,979千円 

議案第25号 
令和元年度伊達市工業団地特別会計補正予算（第３号） 

■補正総額    △25,216千円 
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議案第26号 

令和元年伊達市水道事業会計補正予算（第５号） 

○収益的収支 

収 入 

営業収益   △7,000千円 

営業外収益   7,000千円 

補正総額      0千円 

支 出 

営業費用      27千円 

営業外費用      5,000千円 

補正総額    5,027千円 

 

○資本的収支 

収 入 

企業債    △33,800千円 

負担金    △14,050千円 

補正総額   △47,850千円 

支 出 
建設改良費  △83,060千円 

補正総額   △83,060千円 
 

 

７．当初予算（21件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第27号 

令和２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 32,722,041千円  前年度比 △1,628,987千円 

議案第28号 

令和２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 6,455,487千円  前年度比 △188,358千円 

議案第29号 

令和２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  879,479千円  前年度比 93,843千円 

議案第30号 

令和２年度伊達市介護保険特別会計予算 

■主な内容 

 予算総額 7,499,888千円  前年度比 190,551千円 

議案第31号 

令和２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 14,301千円  前年度比 △5,237千円 
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議案第32号 

令和２年度伊達市工業団地特別会計予算 

■主な内容 

 予算総額 157,017千円  前年度比 69,535千円 

議案33号 

令和２年度月舘宅地造成事業特別会計予算 

■主な内容 

 予算総額  22,184千円  前年度比 △390千円 

議案34号 

～ 

議案45号 

令和２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） 18,868千円  前年度比 4,875千円 

議案第46号 

令和２年伊達市水道事業会計予算 

○収益的収支 

 収入 1,819,076千円（前年度比  13,908千円） 

 支出 1,744,531千円（前年度比  14,872千円） 

○資本的収支 

 収入  320,759千円（前年度比 164,589千円） 

 支出  851,113千円（前年度比 179,160千円） 

議案47号 

令和２年度伊達市下水道事業会計予算 

○収益的収支 

 収入 805,636千円   支出 830,997千円 

○資本的収支 

 収入 522,801千円   支出 806,629千円 

 

８．その他（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第48号 

公立藤田病院組合規約の変更 

■提案理由 

地方自治法第 286条の規定に基づき、公立藤田病院組合管理者から、公立藤

田病院組合規約の変更について協議があったことから、同法第 290条の規定に

より議会の議決を求めるもの 

■主な内容 

（１）組合の議会の議員の定数等の変更 

・定数を10人に改める 

・伊達市の議員について、伊達市梁川町の地域に有する議員の中から選挙
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する規定を削る 

・構成市町の定数を、国見町４人、桑折町３人、伊達市３人に改める。 

（２）組合構成市町負担金を、国見町100分の40、桑折町100分の30、伊達市100

分の30に改める 

（３）福島県知事の許可があった日から施行し、第14条の規定は令和２年４月

１日から適用する 

議案第49号 

権利の放棄について 

■提案理由 

 地方自治法第 96 条第１項の規定により、消滅時効が完成した債権を放棄す

ることについて議会の議決を求めるもの 

■主な内容 

（１）権利の内容 

   つきだて花工房食事等売上料に係る債権 

（２）放棄する金額 

   68,800円 

（３）権利放棄の理由 

   債権の消滅時効が完成し、時効の援用がないため 

議案第50号 

伊達市道路線の認定、廃止及び変更について 

■提案理由 

 市道路線の認定、廃止及び変更するため、道路法第８条第２項及び同法第

10条第３項の規定により、議会の議決を求めるもの 

■主な内容 

（１）認定する路線  ５路線 

（２）廃止する路線  １路線 

（３）変更する路線  ６路線 

 

９．専決処分の報告（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

報告第１号 

専決処分の報告 

■主な内容 

○市有施設の維持管理に起因する事故の損害賠償の額の決定及び和解 

 【専決処分日】 令和元年12月19日 

 【損害賠償額】 401,588円 

【事故発生日】 令和元年７月24日 

 


