
 
 

平成25年第４回伊達市議会定例会提出議案概要 
 

提出案件57件【専決処分の報告２件 報告２件 条例改正７件  補正予算18件 決算25件 

  その他３件】 

 

１．専決処分の報告（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当課 

報告第８号 

専決処分の報告について 

（主な内容） 

専決処分日     平成25年７月９日  

 損害賠償の額   260,400円 

 事故発生日時   平成25年４月24日 午前11時45分頃 

 事故発生場所   伊達市梁川町山舟生字鹿野新田33番地２付近 

 事故の概要    老朽化したカーブミラーが強風により倒れ、走行 

中の相手方車両を直撃し、損傷を与えた 

（根拠法令） 

地方自治法第 180 条第２項 

総務部 

総務課 

 

報告第９号 

専決処分の報告について 

（主な内容） 

専決処分日     平成 25 年８月６日 

  損害賠償の額   366,129円 

 事故発生日時   平成25年７月１日 午後０時09分頃 

 事故発生場所   福島県伊達市保原町字七丁目交差点 

   事故の概要    市職員の運転する公用車が、保原町字七丁目の交

差点で青信号発進した際に、前方に飛び出してき

た鳩を避けようと、急な右ハンドル操作を行った

ため、右折車レーンに停車していた相手方車両の

左側面部に衝突し、損害を与えた 

（根拠法令） 

地方自治法第 180 条第２項 

財務部 

財政課 

 

 

２．報告（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当課 

報告第10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について 

（主な内容） 

一般社団法人つきだて振興公社の経営状況を説明する書類を提出するも

の 

（根拠法令） 

地方自治法第243条の３第２項 

月舘総合 

支所 

資料１ 



 
 

報告第11号 

 

平成24年度伊達市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

（主な内容） 

【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  （12.60％） 

連結実質赤字比率 赤字なし  （17.60％） 

実質公債費比率  9.8％    （25.0％） 

将来負担比率   58.3％   （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 

（根拠法令） 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項、第22条第１項 

財務部 

財政課 

 

３．条例改正（７件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第79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） 

伊達市健幸なまちづくり協議会及び伊達市梁川城跡調査指導委員会の設

置に伴い条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

（１）「伊達市健幸なまちづくり協議会委員」を加えるもの 

（２）「宮脇遺跡調査指導委員」を「文化財調査指導委員」に改めるもの 

（根拠法令） 

 地方自治法第 96 条第１項 

総務部 

総務課 

議案第80号 

伊達市諸収入金に対する督促、延滞金徴収条例の一部を改正する条例につ

いて 

（改正趣旨） 

 地方税の延滞金に関する規定が改正されたことに伴い、市諸収入金の延

滞金についても、地方税と同様とすることが適当とされているため、条例

の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

延滞金の利率を引き下げるもの 

 ※延滞金：14.6％→9.3％ 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

財務部 

財政課 



 
 

議案第81号 

伊達市介護保険条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 地方税の延滞金に関する規定が改正されたことに伴い、介護保険料の延

滞金についても、地方税と同様とすることが適当とされているため、条例

の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

延滞金の利率を引き下げるもの 

 ※延滞金：14.6％→9.3％ 

（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82号 

伊達市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

地方税の延滞金に関する規定が改正されたことに伴い、後期高齢者医療

保険料の延滞金についても、地方税と同様とすることが適当とされている

ため、条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

延滞金の利率を引き下げるもの 

 ※延滞金：14.6％→9.3％ 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

健康福祉部

国保年金課

議案第83号 

伊達市営住宅等条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 地方税の延滞金に関する規定が改正されたことに伴い、市営住宅使用料

の延滞金についても、地方税と同様とすることが適当とされているため、

条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

延滞金の利率を引き下げるもの 

 ※延滞金：14.6％→9.3％ 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

建設部 

管理課 

議案第84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） 

 地方税の延滞金に関する規定が改正されたことに伴い、道路占用料の延

滞金についても、地方税と同様とすることが適当とされているため、条例

の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

延滞金の利率を引き下げるもの 

 ※延滞金：14.5％→9.25％ 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

建設部 

管理課 



 
 

議案第85号 

伊達市下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 地方税の延滞金に関する規定が改正されたことに伴い、受益者負担金の

延滞金についても、地方税と同様とすることが適当とされているため、条

例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

当分の間、延滞金の割合について、特例基準割合に年 7.25 パーセントを

加算した割合（納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、

特例基準割合に年 1パーセントを加算した割合）とするもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

上下水道部

下水道課 

 

４．補正予算（18件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第86号 

 

平成25年度伊達市一般会計補正予算（第３号） 

歳出 放射能対策事業331,876千円、その他事業1,803,523千円 

歳入 分担金及び負担金263千円、国庫支出金569,935千円、県支出金 

18,695千円、寄付金1,863千円、繰入金△388,559千円、繰越金 

1,969,205千円、諸収入12,697千円、市債△48,700千円 

補正総額 2,135,399千円 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第87号 

平成25年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

歳出 総務費△237千円、前期高齢者納付金394千円、共同事業拠出金 

3,393千円、保健事業費23千円、返還金15,123千円 

歳入 国庫支出金△2,676千円、前期高齢者交付金△1,899千円、県支出 

金△4,652千円、共同事業交付金26,699千円、繰入金△237千円 

 繰越金1,461千円 

補正総額 18,696千円 

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88号 

平成25年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号) 

 歳出 総務費△3,487千円、後期高齢者医療広域連合給付金△692千円、 

諸支出金1,000千円 

歳入 後期高齢者医療保険料△1,823千円、繰入金△3,487千円、諸収入 

1,752千円、繰越金379千円 

補正総額 △3,179千円 

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89号 

平成25年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 歳出 総務費△4,793千円、保険給付費2,021千円、基金積立金96,500千 

円、地域支援事業費57千円、諸支出金127,466千円 

 歳入  国庫支出金2,021千円、繰入金△4,793千円、繰越金224,023千円  

 補正総額 221,251千円 

 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90号 

 

平成25年度伊達市公共下水道事業特別会計補正予算(第２号) 

 歳出 下水道管理費△3,914千円、下水道建設費△3,257千円 

 歳入 繰入金△26,957千円、繰越金19,786千円 

 補正総額 △7,171千円 

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91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補正予算(第１

号) 

 歳出 総務費4,936千円 

 歳入 繰越金4,936千円 

 補正総額 4,936千円 

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92号 

平成25年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

 歳出 事業費450千円 

歳入 繰入金△503千円、繰越金953千円 

 補正総額 450千円 

 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93号 

議案第94号 

議案第95号 

議案第96号 

議案第97号 

議案第98号 

議案第99号 

議案第100号 

議案第101号 

議案第102号 

 

 

 

平成25年度伊達市梁川財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成25年度伊達市白根財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成25年度伊達市山舟生財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成25年度伊達市富野財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成25年度伊達市富成財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成25年度伊達市柱沢財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成25年度伊達市上保原財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成25年度伊達市金原田財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成25年度伊達市小国財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成25年度伊達市大石財産区特別会計補正予算（第１号） 

各財産区特別会計予算の前年度繰越金額が確定したため、繰越金等の補

正をするもの 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

産業部 

農林整備課



 
 

議案第103号 

平成25年度伊達市水道事業会計補正予算(第２号) 

 ○収益的収支 

 支出 営業費用3,027千円 

 補正総額 3,027千円 

○資本的収支 

 収入 企業債25,000千円、負担金2,400千円、補助金25,000千円、 

出資金25,000千円 

 補正総額 77,400千円 

 支出 建設改良費107,178千円 

 補正総額 107,178千円 

根拠法令：地方公営企業法第24条 

上下水道部

総務課 

 

５．決算（25件） 

平成24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 

（根拠法令）地方自治法第233条第３項 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第104号 平成24年度伊達市一般会計歳入歳出決算認定について 
財務部 

財政課 

議案第105号 平成24年度伊達市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 
健康福祉部

国保年金課

議案第106号 平成24年度伊達市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 
健康福祉部

国保年金課

議案第107号 平成24年度伊達市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 
健康福祉部

高齢福祉課

議案第108号 平成24年度伊達市梁川簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 
上下水道部

水道総務課

議案第109号 平成24年度伊達市月舘簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 
上下水道部

水道総務課

議案第110号 平成24年度伊達市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 
上下水道部

下水道課 

議案第111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歳入歳出決算認

定について 

上下水道部

下水道課 

議案第112号 平成24年度伊達市工業団地特別会計歳入歳出決算認定について 
産業部 

商工観光課

議案第113号 平成24年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について 
市長直轄 

総合政策課



 
 

議案第114号 

議案第115号 

議案第116号 

議案第117号 

議案第118号 

議案第119号 

議案第120号 

議案第121号 

議案第122号 

議案第123号 

議案第124号 

議案第125号 

議案第126号 

議案第127号 

平成24年度伊達市梁川財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成24年度伊達市堰本財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成24年度伊達市白根財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成24年度伊達市山舟生財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成24年度伊達市富野財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成24年度伊達市五十沢財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成24年度伊達市富成財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成24年度伊達市柱沢財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成24年度伊達市上保原財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成24年度伊達市金原田財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成24年度伊達市掛田財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成24年度伊達市小国財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成24年度伊達市大字掛田財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成24年度伊達市大石財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

産業部 

農林整備課

議案第128号 

平成24年度伊達市水道事業会計決算認定及び剰余金処分について 

（主な内容） 

平成24年度伊達市水道事業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 

また、未処分利益剰余金176,066,161円のうち、176,000千円を減債積立

金へ積立するもの 

（法令根拠） 

地方公営企業法第30条第４項、地方公営企業法第32条第２項 

上下水道部

水道総務課

 

６．その他（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第129号 

伊達市道路線の廃止について 

（１）市道町裏線（51003）の先、国道 349 号までの道路新設改良事業に伴

い、終点が変更となるため廃止するもの 

路線番号 51003 路線名 町裏線（まちうらせん） 

（法令根拠） 

道路法第 10 条第３項 

建設部 

管理課 

議案第130号 

伊達市道路線の認定について 

（１）市道町裏線（51003）の先、国道 349 号までの道路新設改良事業に伴

い、終点が変更となるため廃止した路線を別路線として認定するもの 

路線番号 51028 路線名 月舘町裏線（つきだてまちうらせん） 

（法令根拠） 

道路法第８条第２項 

建設部 

管理課 



 
 

議案第131号 

財産の処分について 

（提案の理由） 

 福島県が施行する河川工事（東根川遊水地）に伴い市有財産譲渡のため

平成25年７月25日付けで土地売買契約の仮契約を締結したので、議会の議

決を求めるもの 

（主な内容） 

・所在地：伊達市保原町中瀬字道下一号32番１ 

・地 籍：16,894㎡ 

・金 額：30,409,200円 

（法令根拠） 

伊達市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条 

建設部 

土木課 

 

８月28日 記者会見資料 

総務部総務課 

電話 575-1111 


