
議案第21号説明資料

(1) 主要な建設改良事業

・

・

・
・ 北黄金浄水場・長和管理棟伝送装置更新工事
・

・ 配水管整備に係る測量業務委託

(2) 財源内訳

※財源として「公営企業債」を活用する。
※その他は、移設に係る負担金収入

253,159 50,000 5,500 197,659

⑩道道伊達紋別停車場線地道（交安）工事
に伴う配水管等移設工事 　Ｎ＝ 50か所

計 企業債 その他 一般財源

④西通り線配水管布設替工事 　Ｌ＝320ｍ
⑤中央通り線配水管布設替工事 　Ｌ＝170ｍ
⑥末永４号線外配水管布設替工事 　　Ｌ＝ 70ｍ
⑦鹿島小路線配水管布設替工事 　Ｌ＝ 80ｍ
⑧光陵通り線配水管布設替工事 　Ｌ＝220ｍ
⑨善光寺通り線配水管布設替工事 　Ｌ＝270ｍ

　計量法等に基づき2,151個を更新
施設整備事業

49,632
北黄金浄水場耐震基本設計業務委託

配水管整備事業

151,030

配水管及び導水管布設替・新設工事
①錦４号線外配水管新設工事 Ｌ＝ 90ｍ
②北黄金水系導水管布設替工事（気仙川） 　　Ｌ＝ 90ｍ
③北黄金水系導水管布設替工事（黄金通り線）　Ｌ＝100ｍ

（単位：千円）
１　水道事業

事業名 事業費 事　業　内　容

地上式量水器整
備事業

52,497

新設量水器
　208個を新設
更新量水器
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(3) 事業位置図

④西通り線配水管布設替工事

①錦４号線外配水管新設工事

⑥末永４号線外配水管布設替工事

市本庁舎

国道37号

上水道事業位置図 - １

⑩道道伊達紋別停車場線地道（交安）工事
に伴う配水管等移設工事

館山公園

光陵中学校

⑧光陵通り線配水管布設替工事

伊達紋別駅

伊達小学校

伊達西小学校

館山配水池

⑤中央通り線配水管布設替工事

⑦鹿島小路線配水管布設替工事
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②北黄金水系導水管布設替工事（気仙川）

上水道事業位置図 - ２

気仙川

③北黄金水系導水管布設替工事（黄金通り線）

北黄金浄水場
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.

⑨善光寺通り線配水管布設替工事

善光寺

国道37号

有珠湾

上水道事業位置図 - ３
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議案第22号説明資料

　(1) 主要な建設改良事業

・

・

・ ①優徳浄水場緩速ろ過流量調節器更新工事
・ ②優徳中継ポンプ所圧力ポンプ更新工事

(2) 財源内訳

(3) 事業位置図

地上式量水器整
備事業

1,873

新設量水器
　１個を新設
更新量水器

（単位：千円）
１　簡易水道事業

事業名 事業費 事　業　内　容

　計量法等に基づき61個を更新
施設整備事業 9,867

計 一般財源
11,740 11,740

優徳浄水場

②優徳中継ポンプ所圧力ポンプ更新工事

①優徳浄水場緩速ろ過流量調節器更新工事

簡易水道事業位置図

優徳中継ポンプ所
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議案第23号説明資料

　(1) 主要な建設改良事業

・ 業務委託（補助）
　①伊達市下水道ストックマネジメント計画に伴う管渠更新設計

・ 管渠移設補償工事（単独）
　②二級河川気門別川拡幅工事に伴う下水道管等移設補償工事

・ 管渠新設工事（補助）
　③気門別川第６排水区管渠新設工事

・ 業務委託（補助）
　④伊達市下水道ストックマネジメント計画に伴う更新工事
　　(伊達終末処理場水処理棟機械電気設備、建築設備）
　　(伊達終末処理場建築設備）

(2) 財源内訳

※財源として国の「社会資本整備総合交付金」及び「下水道整備事業債」を活用する。
※その他は、受益者負担金、工事負担金（他事業補償金）及び下水道事業分担金

計 国 企業債 その他 一般財源
255,800 108,280 83,200 22,092 42,228

（単位：千円）

処理場整備
事業

177,600

１　公共下水道事業

事業名 事業費 事　業　内　容

63,200
汚水管渠
整備事業

雨水管渠
整備事業

15,000

きょ
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(3) 事業位置図

伊達終末処理場長寿命化計画に伴う更新工事実施設計
（水処理施設）

公共下水道事業位置図

①伊達市下水道ストックマネジメント計画に伴う管渠更新設計

②二級河川気門別川拡幅工事に伴う
下水道管等移設補償工事

④伊達市下水道ストックマネジメント計画に伴う更新工事
（伊達終末処理場水処理棟機械電気設備、建築設備）
（伊達終末処理場建築設備）

③気門別川第６排水区管渠新設工事
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議案第24号説明資料 

   伊達市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の概要 

 

１ 改正の趣旨 

  「国民健康保険法施行令」の一部改正に伴い、所要の条例改正を行うものである。 

 

２ 改正の内容 

  国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を引き上げる。 

 

３ 新旧対照表 

 改     正     後 改     正     前 

 

（課税額） 

第２条 略 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く｡)及びその世

帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに

被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が65

万円を超える場合においては、基礎課税額は、65万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を

除く｡)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並び

に被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が

20万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、20万円とする。 

４ 略 

 

 （保険税の減額） 

第23条 次の各号の一に掲げる保険税の納税義務者に対して課する保険税の額は､

第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円）、同条第３項本文の後期高

齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が20万円を超える場合には、20万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課

税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が17万円を

超える場合には、17万円）の合算額とする。 

(1)～(3) 略 

 

 （課税額） 

第２条 略 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く｡)及びその世

帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに

被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が63

万円を超える場合においては、基礎課税額は、63万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を

除く｡)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並び

に被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が

19万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、19万円とする。 

４ 略 

 

 （保険税の減額） 

第23条 次の各号の一に掲げる保険税の納税義務者に対して課する保険税の額は、

第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が63万円を超える場合には、63万円）、同条第３項本文の後期高

齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が19万円を超える場合には、19万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課

税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が17万円を

超える場合には、17万円）の合算額とする。 

 (1)～(3) 略 
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議案第25号説明資料

　熱源として木質バイオマス等を活用することでカーボンニュートラルを実践するとともに、デ

ジタル技術を活用した環境制御型農業の実証及び将来の地域農業を担うコア人材の育成を図るた

め、令和３年度末で閉校する稀府小学校敷地に中規模園芸施設（農業用連棟ハウス）を整備する

経費を計上する。

　なお、財源として、国の令和３年度補正予算により前倒しでの事業実施が認められたことから、

国の「地方創生拠点整備交付金」及び「一般補助施設整備等事業債」を活用することとし、令和

４年度に予算を全額繰り越して事業を実施する。

　農業の担い手の経営発展を図るため、農作物の付加価値や経営面積の拡大のために導入する農

業用機械の取得経費から融資額を除いた自己負担部分に対し、最大２分の１の金額を助成する。

　なお、財源として、国の令和３年度補正予算により前倒しでの事業実施が認められた北海道の
「強い農業づくり事業補助金」を活用することとし、令和４年度に予算を全額繰り越して事業を

実施する。

（単位：千円）

１　地域資源活用型農業推進事業（繰越明許費設定含む｡)

(1) 事業の概要

(2) 事業の内容

事業費 事業の内容

419,021

・プロポーザル技術提案審査委員謝礼等 75

・中規模園芸施設整備工事費 398,970

　（内訳）

　　園芸施設建設工事 (168,345)

　　機械設備工事 (146,164)

　　暖房設備工事 (67,488)

　　旧体育館改修工事 (16,973)

・敷地内通路改良舗装工事 19,976

(3) 財源内訳

計 国 地方債 一般財源

419,021 199,485 199,300 20,236

２　担い手確保・経営強化支援事業交付金（繰越明許費設定含む｡)

(1) 事業の概要

(2) 事業の内容

事業費 事業の内容

44,975 ・長和地区（２戸） 44,975

(3) 財源内訳

計 北海道

44,975 44,975
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子育て世帯に対して、現金５万円を給付する「子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）支

給事業」について、支給日が４月１日以後となる場合、令和４年度に繰り越して事業を実施する

よう国から指示があったことから、予算の一部を令和４年度に繰り越す。

(2) 事業の内容

・給付額　給付金50,000円×100人

・事務費（役務費）

※上段の（　）書きは、職員給与費を含む。

※上段の（　）書きは、職員給与費を含む。

子育て世帯に対して、５万円相当の給付を行う「子育て世帯への臨時特別給付支給事業」につ

いて、支給日が４月１日以後となる場合、令和４年度に繰り越して事業を実施するよう国から指

示があったことから、予算の一部を令和４年度に繰り越す。

　なお、当該事業は子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）支給事業と併せて現金により一

括支給する。

(2) 事業の内容

・給付額　給付金50,000円×100人

※上段の（　）書きは、職員給与費を含む。

※上段の（　）書きは、職員給与費を含む。

３　子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）支給事業（繰越明許費設定）

(1) 事業の概要

事業費 事業の内容

(5,359) 5,000

5,244 244

(3) 財源内訳

計 一般財源

(5,359) (5,359)

5,244 5,244

４　子育て世帯への臨時特別給付金支給事業（繰越明許費設定）

(1) 事業の概要

事業費 事業の内容

(5,086) 5,000

5,000

(3) 財源内訳

計 一般財源

(5,086) (5,086)

5,000 5,000
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