
記 者 会 見 

 

日時：平成28年６月３日（金）14時 

                   場所：伊達市役所２階 委員会室１ 

 

１ 平成28年第４回伊達市議会定例会について 

（１）招 集 日   平成28年６月９日（木） 

（２）提出案件   13件（報告４件、人事２件、条例制定１件、条例の一部改正

３件、補正予算２件、その他１件） 

 

① 提出議案の概要 資料１-１            （総務部総務課） 

 

② 梁川地域小学校の統合 資料１－２       （教育部教育総務課） 

 

③ 平成28年度６月補正予算の概要 資料１-３     （財務部財政課） 

 

 

２ 伊達市合併10周年記念事業 ラジオ公開番組の実施 資料２  

      （市長直轄秘書広報課） 

 

 

３ ＩＡＥＡ国際会議の参加報告 資料３ 

                         （市長直轄秘書広報課） 
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平成28年第４回伊達市議会定例会提出議案の概要 

提出案件13件【報告４件 人事２件 条例制定１件 条例の一部改正 

３件 補正予算２件 その他１件】 

 

１．報告（４件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

報告第４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） 

福島地方土地開発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 

市長直轄 

総合政策課 

報告第５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） 

一般社団法人伊達市農林業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 

産業部 

農政課 

報告第６号 

平成 27 年度伊達市一般会計継続費繰越計算書の報

告について 

（主な内容） 

 地方自治法施行令第 145 条第１項の規定により、平

成 27 年度伊達市一般会計予算の継続費に係る歳出予

算の経費を平成 28 年度へ繰り越したので議会に報告

するもの 

（繰り越す事業） 

 小学校施設整備事業 

（根拠法令） 

地方自治法施行令第 145条第１項 

財務部 

財政課 

資料１－１ 
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報告第７号 

平成 27 年度伊達市一般会計繰越明許費繰越計算書

の報告について 

（主な内容） 

 地方自治法施行令第 146 条第１項の規定により、平

成 27 年度伊達市一般会計予算の繰越明許費に係る歳

出予算の経費を平成 28年度へ繰り越したので、同条第

２項の規定により議会に報告するもの 

（繰り越す主な事業） 

 地方創生加速化交付金事業、介護基盤等整備事業、

ふくしま森林再生事業、保原総合公園拡張整備事業、

農林業施設災害復旧事業、道路橋梁災害復旧事業、除

染対策事業（市道側溝除染事業）、こども体力低下対

策事業他 

（根拠法令） 

地方自治法施行令第 146条第２項 

財務部 

財政課 

２．人事（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第56号 

伊達市大字掛田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） 

伊達市大字掛田財産区管理会委員の任期満了に伴

い、管理会委員の選任にあたり、議会の同意を求める

もの 

（選任候補者）７名 

（根拠法令） 

伊達市財産区管理会条例第３条第１項 

産業部 

農林整備課 

議案第57号 

伊達市大石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） 

伊達市大石財産区管理会委員の任期満了に伴い、管

理会委員の選任にあたり、議会の同意を求めるもの 

（選任候補者）７名 

（根拠法令） 

伊達市財産区管理会条例第３条第１項 

産業部 

農林整備課 
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３．条例制定（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第58号 

伊達市地方活力向上地域における固定資産税の不均

一課税に関する条例の制定について 

（制定趣旨） 

 地域再生法に規定する地域再生計画として「福島県

地方活力向上地域特定業務施設整備プロジェクト」が

認定されたことから、地域再生計画に定められた地方

活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関し

必要な事項を定めるもの 

（主な内容） 

 地域再生計画に定められた地方活力向上地域におけ

る本社機能等の移転及び域内企業の本社機能等の拡充

に伴う固定資産税について、課税されることとなった

年度から３箇年度分に限り不均一課税とするもの 

適用税率は以下のとおり 

・移転型事業 

（初年度 0％、第 2年度 0.35％、第 3年度 0.70％） 

・拡充型事業 

（初年度 0％、第 2年度 0.467％、第 3年度 0.933％） 

（根拠法令） 

地方自治法第 96条第１項 

財務部 

税務課 
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４．条例の一部改正（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第59号 

伊達市税特別措置条例等の一部を改正する条例につ

いて 

（改正趣旨） 

 企業立地の促進等による地域における産業集積の形

成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を

定める省令等の一部改正に伴い、固定資産税課税免除

の適用期限を延長するため、税特別措置条例等の一部

を改正するもの 

（主な内容） 

(1)集積区域における課税免除の期限を１年延長し、

平成29年３月31日までとする 

(2)東日本大震災復興特別区域法に規定する復興産

業集積区域における課税免除の期限を５年延長し、

平成33年３月31日までとする 

（根拠法令） 

地方自治法第 96条第１項 

財務部 

税務課 

議案第60号 

伊達市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついて 

（改正趣旨） 

地方税法の一部を改正する法律、地方税法施行令の

一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改

正する省令に伴い、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

(1)国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額

を 54万円（現行 52万円）に、後期高齢者支援金等

課税額に係る課税限度額を 19万円（現行 17万円）

に引き上げる 

(2)５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算

定において被保険者の数に乗ずべき金額を 26万５

千円（現行 26万円）に、２割軽減の対象となる世

帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に

乗ずべき金額を 48万円（現行 47万円）に引き上げ

る 

（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 
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議案第61号 

伊達市立学校設置条例の一部を改正する条例につい

て 

（改正趣旨） 

児童及び学級数が減少している複式学級のある梁川

地域の小規模小学校について、平成29年４月１日より

梁川小学校に統合するため、条例の一部を改正するも

の 

（主な内容） 

別表(名称及び位置)中、白根、山舟生、富野、五十

沢、大枝小学校を削除する 

（根拠法令） 

地方自治法第 96条第１項 

教育部 

学校教育課 
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５．補正予算（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第62号 

平成28年度伊達市一般会計補正予算（第１号） 

（主な内容） 

歳入 国庫支出金 40,779千円、県支出金 44,546千

円、繰入金 39,826千円、寄附金 45千円 

歳出 放射能対策事業 39,182千円、その他事業 

86,014千円 

補正総額 125,196千円 

（根拠法令） 

地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第63号 

平成28年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算

（第１号） 

歳入は、国・県支出金、その他交付金等の歳入見込

額、繰越金見込額計上による国民健康保険税の必要額

の補正 

歳出は、システム改修に伴う委託料の増額により総

務費の増額、保険給付費、支援金、納付金及び拠出金

等の概算額確定による増減額並びに返還金増額計上の

補正 

（主な内容） 

歳入  国民健康保険税△333,579千円、国庫支出金△

71,877千円、療養給付費等交付金27,181千

円、前期高齢者交付金△278千円、県支出金

5,400千円、共同事業交付金26,153千円、繰

越金446,442千円 

歳出 総務費2,996千円、保険給付費△9,959千円、

後期高齢者支援金等597千円、前期高齢者納

付金153千円、介護納付金△469千円、共同事

業拠出金40,985千円、返還金65,139千円 

補正総額 99,442千円 

（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 
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６．その他（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第64号 

工事請負契約の締結について 

（提案の理由） 

上保原小学校耐震補強・大規模改修建築主体工事請

負契約の締結について、議会の議決を求めるもの 

（主な内容） 

１ 契約の名称  上保原小学校耐震補強・大規模 

改修建築主体工事 

２ 契約の金額    291,600,000円 

３ 契約の方法    指名競争入札 

４ 契約の相手方 株式会社松浦建工所 

（根拠法令） 

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２条 

教育部 

教育総務課 

 



【平成 28年６月３日定例会見】 
 

梁川地域小学校の統合 

 

伊達市教育委員会では、著しい児童減少に対応し教育機会の均等と教育水準

の維持向上を図り、教育的効果を向上させる目的で「伊達市立小中学校適正規

模・適正配置基本計画」を策定しました。 

この計画に基づき、小学校統合について保護者及び地域の同意を得るため説

明会を行ってきましたが、梁川地域小学校８校の内、統合対象である５校につ

いて同意が得られたので平成 29年度の統合を進めることといたします。 

 

１ 統合の目的 

 集団教育活動を行う中で、多様な考え方に触れる機会が得られ、社会性やコ

ミュニケーション能力を育成するとともに、互いに切磋琢磨を図る中で教育効

果を上げることを目指しています。 

 

２ 適正配置の基本的な考え方と統合対象校 

  基本的な考え方（小学校）：１学年１学級以上とし、全体で５学級以下にな 

      る場合は統合を進める。 

  梁川地域の対象校    ：五十沢小学校、富野小学校、山舟生小学校、 

白根小学校、大枝小学校 

 (児童数) 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 28年５月 10日現在） 

３ 統合時期及び統合先 

  時 期：平成 29年４月１日 

統合校：梁川小学校 

 

 

平成 28年度 平成 29年度 

児童数 クラス 児童数 クラス 

五十沢 小学校 23人 ３学級   

富 野 小学校 23人 ３学級   

山舟生 小学校 12人 ３学級   

白 根 小学校 20人 ３学級   

大 枝 小学校 16人 ３学級   

梁 川 小学校 402人 15学級 489人 18学級 

資料１－２ 
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４ 経 過 

時  期 内  容 

平成 27年 10月 26日 梁川地域小中学校、及びＰＴＡに対し計画説明 

平成 27年 10月～ 

平成 28年４ 月 

対象校や地域自治組織に対して個別説明会の開催 

ＰＴＡ              15回 

地域自治組織           10回 

平成 28年５月 16日まで ＰＴＡ、地域自治組織の同意確認 

 

５ 今後の統廃合準備 

（１）統廃合準備委員会の設置（教委、学校、ＰＴＡ等で組織）   

  （２）児童へのケア対策 

① 梁川小学校と交流事業（行事、授業、給食等）の実施  

② 不安解消のため事前指導と梁川小学校への十分な引継ぎ   

③ スクールカウンセラーによる相談体制の活用 

④ スクールバスによる送迎 

       平成 28年度中にバスの乗降と経路確認のため試行運転を実施  

（３）地域とのかかわり 

① 児童と地域との関係が希薄にならないよう配慮します。 

② 地域の行事などの教育資源を教育活動に活用し地域との連携を検討 

（４）統合後の施設有効活用 

     市と対象地区住民による（仮）跡地活用にかかる検討委員会等を設置 

し、地区振興のプラットホームとして施設が位置づけられるよう検討し 

ていきます。 

 問合せ先 

教育部 教育総務課 

電話 577-3245 

   

 

【梁川小学校の特徴】 

・昨年３月に新築移転し、周辺は梁川認定こども園、やながわ放課後児童

クラブ館が設置され、梁川スクールコミュニティーゾーンの中核施設とな

っている。 

・梁川小学校には市民が利用できる市民ホームベースや 440 人収容できる

講堂など、地域住民に積極的に開放されている。 

・隣接するやながわ放課後児童クラブ館と梁川認定こども園との連携によ

り、乳幼児や児童が年齢を越えて「群れ遊ぶ集団教育」が展開できる環境

となっている。 
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平成28年度６月補正予算の概要 

 

 一般会計補正予算（第１号）については、放射能対策やその他各種事業など緊急

かつやむを得ない事業について予算補正を行います。 

 

１ 歳入歳出予算の補正 

   補正前の額                    33,338,000千円 

   補正額                       125,196千円 

   補正後の額                    33,463,196千円 

     

 

２ 補正の主な事業内容 

（１）放射能対策事業               39,182千円 

   ①除染対策事業               33,000千円 

    ・ 中間貯蔵施設への本格搬出実施に要する費用の増額。（県補助） 

   ②観光物産復興支援事業          6,182千円  

   ・風評被害払拭のため、企業マルシェなど「伊達な出向く事業」の拡充や、 

伊達なアニメツーリズム事業の実施。（県補助）   

 

（２）その他                  86,014千円 

   ①住民情報システム管理事業         7,398千円 

   ・制度改正に伴うシステム改修（児童扶養手当多子加算 など） 

②ネットワークシステム管理事業           16,646千円 

      ・自治体セキュリティ強靭化対策事業の実施 

   ③健幸都市推進事業            26,982千円 

  ・健康ポイントプロジェクトの実施（国補助） 

④観光誘客促進事業             5,207千円 

・「政宗ダテニクル」上映会及びアニメイベントへの参加(県補助) 

⑤橋梁維持管理事業            29,200千円 

・橋梁点検業務箇所の追加（国補助） 

資料１－３ 

問合せ先 

財務部財政課 

電話 575-1189 
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伊達市合併10周年記念事業ラジオ公開番組の実施 
 

合併 10 周年記念事業の対外広報事業の一環として、伊達市の魅力を対外的
に発信することを目的に、ＮＨＫラジオ「サンドウィッチマンの天使のつくり
笑い」の公開番組をＮＨＫ福島放送局との共催により実施します。 
 

１ 日 時 ：平成 28年８月２日（火）午後７時 45分～午後 10時 
 
２ 会 場 ：伊達市ふるさと会館 ＭＤＤホール 
 
３ 番組概要：「笑いは世界を救う」をテーマにネタ披露、トーク、リスナー投 

稿など、あらゆる笑いに挑戦するラジオ番組 
 
４ 出 演 ： ＜司 会＞サンドウィッチマン 

＜ゲスト＞あばれる君、シソンヌ、ストロングスタイル 
 
５ 放送予定：平成 28年８月２日（火） 午後８時５分～９時 55分（生放送） 

     ラジオ第１（全国） 
 
６ 観覧者募集：入場無料ですが、事前のお申し込みが必要 

       （入場整理券 1枚で２人入場可能） 
【申し込み方法】 ＮＨＫ福島放送局ＨＰの「申込みフォーム」から 

ＰＣ・スマホ http://nhk.jp/fukushima 
携      帯  メニュー→ＴＶ→ＮＨＫ→ＮＨＫ地域 

放送局→福島→イベント 
【申し込み締め切り】 平成 28年７月 12日（火） 

 
７ 主 催 ：伊達市、ＮＨＫ福島放送局（開局 75周年記念事業） 

 
８ その他 ：サンドウィッチマンの伊達みきお氏は伊達氏（大條氏）の末裔 

であり、伊達市の歴史観光の発信には絶好の機会と期待している。 
  

 

資料 ２ 

問合せ先 

番組、観覧応募について ＮＨＫ福島放送局  電話 526-4660 
会場など        市長直轄秘書広報課 電話 575-1113 

http://nhk.jp/fukushima


【平成 28 年６月３日定例会見】 
 

ＩＡＥＡ国際会議の参加報告 

 

１．日 程  ２０１６年５月２３日～２７日 

 

２．場 所  マドリード（スペイン） 

 

３．会議名  ＩＡＥＡ廃炉・環境回復に関する会議 

 

４．セッション 「ライフサイクルにおける意思決定メカニズムとステークホルダ 

ーの参加」 

  テーマ   伊達市における環境回復活動の経験について 

         ・事故発生直後の対応 

         ・子どもへの対策の実施 

         ・生活圏の除染 

         ・被ばく管理について 

         ・個人積算線量計のデータ解析結果 

         ・放射能に対する市民の不安とその解消 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島第一原発事故に対する、自治体としての住民対応、除染や健康管理の経験、

その後の復興に至る政策決定の経緯、教訓、課題について、伊達市としての取組み

を発表しました。 

 

問合せ先 
市長直轄秘書広報課 
575-1113 

資料３ 
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