
0291121記者会見協議（２回目） 

 

記 者 会 見 

 

日 時：平成29年11月22日（水）14時 

場 所：伊達市役所２階 委員会室３ 

 

１ 平成29年第４回伊達市議会定例会の提出議案 

 （１）提出案件 24件 

   専決処分の承認１件、人事１件、条例の一部改正７件、補正予算６件、

その他７件、専決処分の報告２件 

① 提出議案の概要       資料１-１  （総務部総務課） 

② 12月補正予算の概要     資料１-２  （財務部財政課） 

 （２）招集日 平成29年11月30日（木） 

 

２ こちらから届ける育児情報「だて子育てアプリ」 

         資料２   （こども部こども支援課） 

 

３ 伊達市立志式講演会 ～自己の生き方を考える機会に～ 

                   資料３   （こども部こども支援課） 

 

４ 12月のイベント                 資料４  

 

５ 【事業説明】ＪＲ伊達駅前広場整備事業  資料５（別冊） 

（建設部都市整備課） 
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平成29年第４回伊達市議会定例会提出議案の概要 

提出案件 24件  専決処分の承認 １件 

人事            １件 

条例の一部改正 ７件 

補正予算    ６件 

その他     ７件 

専決処分の報告 ２件 

 

１．専決処分の承認（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第92号 

専決処分の承認を求めることについて（平成 29年度伊達市一般会計補正予算（第３号）） 

■主な内容 

第 48回衆議院議員総選挙執行経費について専決処分により補正を行ったもの 

（専決処分日 平成 29年９月 28日） 

■補正総額  28,953千円 

 

２．人事（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第93号 

人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて 

■提案理由 

人権擁護委員の任期満了に伴い、法務大臣に候補者を推薦するもの 

■推薦候補者 

福地 アイ子（ふくち あいこ） 再任 

 

３．条例の一部改正（７件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第94号 

伊達市職員定数条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う農地等利用の最適化に関する事務

の重点化及び農地法による農地の権利移動等の事務委任に伴い、条例の一部を改

正するもの 

■主な内容 

(1) 市長の事務部局の職員定数を 390人から 388人に変更 

(2) 農業委員会の事務部局の職員定数を５人から７人に変更 

(3) 職員定数から除外するものとして育児休業の承認を受けている職員を追加 

資料１-１ 
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議案第95号 

伊達市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により、条例の一部を改正す

るもの。また、人事院規則の改正に伴う育児休業の再取得等を行うことができる

特別の事情の追加等、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1) 非常勤職員について、特に必要と認められる場合は２歳に達する日まで育児

休業することができることを追加 

(2) 再度の育児休業、育児休業の期間の再延長及び終了後１年を経過せずに育児短

時間勤務をすることができる特別の事情として、「保育所等における保育の利用

を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を追加 

(3) 養子縁組里親の法定化による条文の一部改正 

議案第96号 

伊達市税特別措置条例の一部を改正する条例 

■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

の一部改正により、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の一部が改正されたた

め、条例の一部を改正するもの 

また、農村地域工業等導入促進法の一部改正に伴い、関連する固定資産税の課

税免除に係る条文等を削除するもの 

■主な内容 

(1) 「企業立地促進法」が一部改正され「地域未来投資促進法」となることから

関連する規定の整備を行う。 

(2) 固定資産税の課税免除の対象となる計画の同意期限を１年延長し、平成 31

年３月 31日までとする。 

(3) 「農村地域工業等導入促進法」の一部改正により、関連する固定資産税の課

税免除に係る条文等を削除する。 

(4) 「伊達市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例」を

税特別措置条例の附則で改正する。 

議案第97号 

伊達市県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

本条例第４条「分担金の特例」については、県条例（福島県営土地改良事業分

担金徴収条例）を適用するため、条例第４条の削除等条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

第４条を削り、第５条を第４条とし、第６条から第 10 条までを１条ずつ繰り

上げる 
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議案第98号 

伊達市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 10条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例 

■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

が改正され、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する

法律が施行されたことに伴い、条例の一部を改正するもの 

併せて、平成 29年４月１日付けで「県北基本計画」が国に同意されたことに伴

い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1) 条例名の改正 

(2) 引用する法律の題名及び引用する箇所の改正 

(3) 第３条の表の「乙種区域」範囲の追加 

議案第99号 

伊達市農村地域工業等導入審議会条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

農村地域工業等導入促進法の一部改正により、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1) 条例名の改正 

(2) 引用する法律の題名の改正 

(3) 審議会の名称の改正 

(4) 審議会委員の名称の改正（附則による改正。「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。） 

議案第100号 

伊達市こども遊び場設置条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

 伊達屋内運動場の整備に伴い、施設の名称及び位置を定めるため、条例の一部

を改正するもの 

■主な内容 

 第２条に、伊達屋内運動場の名称及び位置を追加 

名称  伊達屋内運動場 

位置  伊達市細谷 45番地１ 

 

４．補正予算（６件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案101号 

平成 29年度伊達市一般会計補正予算（第４号）   

■主な内容 

  資料 1-2 に概要を掲載 

■補正総額 198,287千円 



【平成 29年 11月 22日定例会見】 

 

  

議案102号 

平成 29年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

■主な内容  人件費補正による総務費の増額補正 

■補正総額   962千円 

議案103号 

平成 29年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

■主な内容  人件費補正による総務費の減額補正 

■補正総額  △714千円 

議案第104号 

平成 29年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

■主な内容  人件費補正による総務費の増額補正 

■補正総額  1,101千円 

議案第105号 

平成 29年度伊達市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

■主な内容  公共下水道管理費の人件費増額などによる補正 

■補正総額  20,351千円 

議案106号 

平成 29年度伊達市水道事業会計補正予算（第３号） 

■主な内容  人事異動等に伴う人件費の減額補正 

■補正総額  △3,059千円（収益的収支） 

 

５．その他（７件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第107号 

字の名称の変更 

■提案の理由 

字の名称を変更するため、議会の議決を求めるもの 

■主な内容 

 変更内容  新字名 伊達市伏黒字上
かみ

宮本
みやもと

 

      旧字名 伊達市伏黒字上
かみ

悪
あく

戸
ど

 

議案第108号 

～ 

議案第112号 

指定管理者の指定 

■提案の理由 

 市有施設の指定管理者を指定するため、議会の議決を求めるもの 

■主な内容 

 指定の期間：平成 30年４月１日～平成 33年３月 31日 

 １ 掛田まちかなかサロン 

 ２ 保原総合公園（歴史文化資料館・旧亀岡家住宅を除く） 

 ３ 伊達市社会体育施設（伊達体育館ほか 15施設） 

 ４ まちの駅やながわ 

 ５ 道の駅「伊達の郷りょうぜん」  
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議案第113号 

財産の取得 

■提案の理由 

 （仮称）伊達市保原学校給食センター調理用品類等購入について、議会の議決

を求めるもの 

■主な内容 

取得の内容 （仮称）伊達市保原学校給食センター調理用品類一式 

取得金額 98,496,000円 

契約の方法 指名競争入札 

契約の相手方 

福島市郷野目字宝来町１７番地の３ 

株式会社中西製作所 福島営業所 

       所長 赤津 克志 

  

 

６．専決処分の報告（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

報告第16号 

～ 

報告第17号 

専決処分の報告 

■主な内容 

 職員の自動車事故による損害賠償の額の決定及び和解することについて専決処

分したので、これを報告するもの 

 

・専決処分日 平成 29年９月 13日 

  （平成 29年１月 24日発生事故、損害賠償額  23,318円） 

 

・専決処分日 平成 29年 10月３日 

  （平成 29年７月 12日発生事故、損害賠償額 136,805円） 

 

 



【平成 29年 11月 22日定例会見】 

 

 

平成29年度12月補正予算の概要 

 

１ 歳入歳出予算の補正額 

   補正前の額                    32,962,142千円 

   補正額                         198,287千円  

   補正後の額                    33,160,429千円 

     

２ 補正の主な事業内容 

（１）支え合い交通構築事業                  23,600千円 

   ・住民同士の交通需要、ボランティアに関する需要を結びつけるための 

システムを開発するための費用 

 

（２）障がい福祉サービス事業（訓練等給付）         41,867千円 

   ・就労移行支援、就労継続支援Ｂ型サービスの増額 

 

（３）出産祝金支給事業                    2,000千円 

   ・第3子以降出生数の増加に伴い不足する費用 

 

（４）道路維持管理事業                    6,355千円 

   ・台風21号で被害を受けた市道の修繕費用 

 

（５）霊山高原構想推進事業                  5,000千円 

   ・子どもの物語ミュージアムに展示する備品・設備等の設計費用 

 

（６）森林整備加速化・林業再生基金事業            15,650千円 

   ・木材取扱事業者に対する補助（県事業採択による） 

 

 

 

 

資料１－２ 

問合せ先 

財務部財政課 

電話 575-1189 
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こちらから届ける育児情報「だて子育てアプリ」 
 

 平成29年12月から、子育てに関する情報を「こちらから届ける」をコンセプトに、

プッシュ機能を活用した積極的な情報発信をするため、子育て支援アプリケーショ

ン「だて子育てアプリ」の配信を開始します。 

 

１ 公開時期  平成29年12月 

 

２ 対  象  主に０歳から小学生までの子を持つ方 

 

３ 利用方法  AppStore又は GooglePlayからインストール（無料） 

 

４ 内 容   

 （１）だて子育てアプリとは 

  ・コンセプトは「調べてもらう」から「こちらから届ける」へ 

・プッシュ通知により「必要な情報が、必要な時に、自動で配信」される 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）なぜ「アプリ」なのか 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 
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（３）アプリのメリット 

  ・子どもの年齢などを登録することで自分が欲しい情報が届く 

    例）子どもの年齢に合った悩みに子育てコラムが届く 

  ・スマホ１つで、いつでもどこでも伊達市の子育て情報がチェックできる 

    例）外出先でも、最寄りの遊び場や子育て支援施設がすぐにわかる 

 

（４）主なメニュー 

 

子育て情報 

（目的・年齢別） 

従来の「にこにこ」に掲載されている各コンテンツ（母子

保健、行政支援など）を１つにまとめたもの 

子育て施設マップ 同上の「地域別」メニューにＧＰＳ連携機能、一覧表示機

能等を追加 

イベント情報 子育てに係るイベントをカテゴリごとに検索可。プッシュ

通知で開催情報を自動配信 

子育てコラム 利用者に寄り添った情報を発信するもの。プッシュ通知で

子どもの年齢に合わせた悩みのケア方法などを自動配信 

 

 

問い合わせ先 
こども部 こども支援課 
電話 577-3128 
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伊達市立志式講演会 

～自己の生き方を考える機会に～ 
 

 立志式を迎えた市内の中学２年生を対象に、チベットの厳しい自然の中で貧しい

遊牧民として育ったが、他人の何倍もの努力を重ね大学に進んだバイマ―ヤンジン

さんの講演を聞くことで、生徒一人一人が広い視野を持ち、自己の生き方を考える

機会となることを目的に開催します。 

 

１ 日 時  11月27日（月） 14時30分～15時45分 

 

２ 場 所  伊達市立桃陵中学校体育館 

 

３ 対 象  市内中学２年生（543人） 

 

４ 内 容  講 師 バイマーヤンジン さん 

       テーマ 「天に一番近い大地チベットからのお話」 

            ～ 私はなぜ学ぶのか ～ 

 

５ 主 催  伊達市青少年育成市民会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

こども部 こども支援課 
電話 577-3128 

 

【講師紹介】 バイマ―ヤンジン氏 （チベット出身 声楽家） 

  

厳しいチベットの大自然に育まれた力強い歌唱力とそのみずみずしい感性で厳し

い競争に勝ち残り、中国国立四川音楽大学に入学する。 

 1994年に来日し、日本でただ 1人のチベット人歌手として、全国各地での講演会

やコンサート活動を展開、チベット音楽や文化、家族の在り方などを紹介し多くの

人々の感動と共感を呼んだ。のちにテレビやラジオで度々紹介される。 

 また、教育を受ける機会が少ないチベットの子どもたちのため、チベットの学校

建設活動に取り組み、多くの小中学校が開校、大きな成果をあげる。 

現在は、日本とチベットの子ども同士の交流はもちろん、東日本大震災の被災地で

の支援活動や支援のためのコンサートも積極的に行っている。 

資料３ 
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12月のイベント 
 

１ 第２回クリスマスブーツギャラリー 

 子どもたちにオンリーワンのブーツを作る楽しみや自分がデザインしたブーツ

を大勢の人に見てもらう喜びを味わってもらいたいという想いから開催します。 

 なお、クリスマスブーツは、本市の友好交流都市「滋賀県草津市」が発祥とされ

ています。 

 （１）作品の展示及びコンテスト 

   ① 展示期間  12月１日（金）～12月21日（木） 

   ② 会 場   伊達市役所本庁舎 １階シルクホール 

   ③ コンテスト 来場者の投票と審査員の評価により入選作品を選出 

   ④ 出張展示  ・12月１日（金）～12月10日（日） 

           （伊達）まちづくり伊達 

           （保原）木村書店、たじまや、四季彩、テラシマスタンプ 

               いづみや、大橋パン店、東邦銀行保原支店 

               福島信用金庫保原支店、保原郵便局 

           （梁川）阿武隈急行梁川駅 

           （霊山）掛田まちなかサロンヨッテミ 

           （月舘）白木屋商店（まちの駅） 

           ・12月２日（土） 陣屋通りイルミネーション点灯式 

チンチン電車内への展示 

1回目：15時～16時30分、2回目：19時30分～21時 

 （２）表彰式 

   ① 日 時   12月23日（土）10時～ 

   ② 会 場   伊達市役所本庁舎 １階シルクホール 

   ③ 内 容   ・最優秀賞１名、優秀賞１名ほか入選作品を表彰 

           ・展示作品にお菓子を詰めて返却 

           ・ハーレーダビッドソンに乗ったサンタクロースが来場 

 （３）その他 

   草津市からお菓子が詰まったクリスマスブーツ300個が届けられ、12月23日

（土）に市役所本庁舎の１階シルクホール、市内３カ所の屋内遊び場（スマイ

ルパークほばら、パレオパークやながわ、泉原ちびっこ広場）に来場したお子

さんへプレゼントされます。 

  問い合わせ先 市民生活部 市民協働課 電話575-1177 

資料４ 
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２ 各地域のイルミネーション点灯 

 （１）保原地域陣屋通りイルミネーション 

   ① 実施期間   平成29年12月２日（土）～平成30年１月31日（水） 

   ② 会 場    保原町宮下地内「陣屋通り」、チンチン電車広場 

   ③ 点灯式典   平成29年12月２日（土） 17時 

   ④ 関連イベント ・「ハートにお願いごと」プロジェクト 

             保原小学校の全児童が、将来の夢などを書いたハート

型の装飾品をミニツインクリスマスツリーに飾り付け

し、地域密着参加型のイベントとして賑わいを創出する。 

   ⑤ 主 催    陣屋通りイルミネーション実行委員会（保原町商工会内） 

 

（２）保原駅前イルミネーション 

   ① 実施期間   平成29年12月８日（金）～平成30年１月31日（水） 

   ② 会 場    阿武隈急行保原駅前広場 

   ③ 点灯式典   平成29年12月８日（金） 17時30分 

   ④ 主 催    保原町工業団地懇話会 

 

 （３）梁川地域広瀬公園イルミネーション 

   ① 実施期間   平成29年12月10日（日）～平成30年１月31日（水） 

   ② 会 場    阿武隈急行梁川駅前 広瀬町公園 

   ③ 点灯式典   平成29年12月10日（日） 16時30分 

   ④ 主 催    駅前商店街ビック’Ｓヒロセ 

           （共催 広瀬町青葉町育成会、桜町育成会） 

   ⑤ その他     駅前商店街ビック’Ｓヒロセ加盟店舗でもイルミネーシ

ョンを行う 

 

（４）やながわ希望の森公園前駅 駅前広場イルミネーション 

  ①実施期間   平成 29年 11月 26日（日）～平成 30年１月 31日（水） 

  ②会 場    阿武隈急行やながわ希望の森公園前駅 駅前広場 

  ③主 催    上町イルミネーション実行委員会（上町町内会） 

 



ＪＲ伊達駅前広場整備事業について 

平成29年11月 

伊達市建設部都市整備課 

資料５ 



 ＪＲ伊達駅は伊達市の西部に位置しており、伊達市の玄関口として、地域の重
要な交通結節点として位置付けられている。 
  

 駅周辺は工業地域及び住居系地域が広がっており、付近には聖光学院高校
もあることから、通勤・通学などの一般車両の利用により、朝夕時間帯において
駅周辺が非常に混雑した状況となっている。 
  

 ＪＲ伊達駅からの交通アクセスについて、現在はタクシーのみであり、タクシー
の乗降スペースも無いため、一般車両と共に煩雑に駐停車している。 
  

 また、歩車道分離もされていないことから、歩行者にとっては危険な状況であ
り、休憩するスペースもないため、人が溜まれる空間がない。 
  

 他にも、駐輪場に自転車が煩雑に停まっているため景観を損ねており、伊達
市の玄関口であるものの、来訪者のための案内板等がない。 

背景 



【事業の目的】 

 駅前および駅周辺を、個性にあふれ、市民や来訪者から好感の持たれるよう
な景観や環境づくりに向けて整備することにより、混雑解消のみならず街の賑わ
いや活力創出につなげることを目的に整備を行う。 

【事業施行年度】 

 平成２９年度～平成３１年度 

【全体事業費】 

 ４８７，０２０千円 

【上位計画での位置付け】（伊達市都市計画マスタープラン（平成28年3月）より） 

 ≪市として≫ 
  ●将来像・・・・・・・・・・健幸と個性が創る活力と希望あふれる故郷伊達市 
  ●基本的な考え方・・・多核ネットワーク型都市構造の形成 

 ≪伊達地域として≫ 

  道路・交通まちづくり方針により、ＪＲ伊達駅を交通結節点とした公共交通の  

  利便性向上と円滑な市街地幹線道路交通網の構築を図る。 

事業の目的・施行年度・事業費・位置付け 



 ・タクシー乗降場やプールがない。 

 ・バスは運行されていない。 

 ・一般車の乗降場や駐車場がない。 

 ・歩道が整備されていない。 

 ・桑折駅方面の線路側にJRの有料駐車場がある。 

 ・駅構内に直売所があり、多くの消費者が自家用車 

   を利用する。 

ＪＲ伊達駅前の現況①（概況） 

駅構内直売所：駅なかプラザ 伊達駅舎出入口 

高架下の駐輪場 

市道伊達駅前線 

伊達駅前広場 

市道伊達駅前線 

至 東福島駅 
至 桑折駅 

月極駐車場 伊達駅舎 

駐輪場 
月極駐車場 

駐輪場 



ＪＲ伊達駅前の現況②（交通・環境） 

【交通空間】 
①バス：運行していない。 
②タクシー：改札口前の南側にタクシー乗場があり、数台程度停車しているがタクシープール等はない。 
③一般車：乗降場や駐車場等が無く、自由に駐停車している状態である。駅利用者の送迎用、駅中物産店買い物用と推定される。 
  （駅舎入口前、駅南側新幹線橋桁の下など、１０台超の駐車が常態化） 
④自転車：橋下の北側に駐輪場があるが、駐輪場の外側でも自転車が停まっている。 
【環境空間】 
①歩行者：車道と歩道が分離されていなく、車と歩行者が同じ空間を使う。 
②その他：案内板やモニュメント等はなく、植栽は改札口の北側、南側にある。 

    

 

   タクシー 

   一般車 

   自転車 

 

    

タクシー 

乗場 

  

一般車駐車 

月極駐車場 
月極駐車場 

一般車駐車 

一般車駐車 

駐輪場の外にも自転車を 

停めている。 

  

  



ＪＲ伊達駅前の問題点及び課題 

 

 

・歩車道分離がされていない。 

・歩行者が溜まるスペースがない。 

・休憩できる場所がない。 

 

 

 

・伊達市の玄関口であるが、伊達市  

 にアクセスする交通手段が足りない。 

（※現在の公共交通はタクシーのみ） 

・タクシーの乗降マスがない。 

・一般車が煩雑に停車している。 

・駅前広場内・出入口で車両が錯綜し

やすい。 

 

 

・自転車が駐輪場内に煩雑に停 

  まっていて、景観を損ねている。 

・伊達市の玄関口と位置付けられ 

  ているが、案内板等がない。 

 

・歩行者の安全を確保するため、 

  歩行空間が必要。 

・休憩や待合わせ等、人が溜ま 

  れる空間が必要。 

・タクシー以外の公共交通手段が必 

  要。（※バスなど） 

・タクシー等の乗降スペースが必要。 

・一般車の乗降場・駐車場が必要。 

 

・駐輪場の駐輪マスが必要。 

・案内板等の設置が必要。 

 

問 
題
点 

歩行者 車 両 その他 

課 
 
題 



コンセプト（整備方針） 

伊達市の玄関口として市民や来訪者が利用しやすく賑わいが創出できる駅前空間 

①交通結節点の機能強化 

 路線バス等がＪＲ伊達駅に乗り入れることにより、日常生活と広域移動の利便性の向上を図り、 

市内外へのアクセスを活性化させる。 

②一般車両の乗降スペース及び駐車スペース整備 

 一般車両の乗降・駐車スペースを明確に定めることにより、駅利用者の送迎や 

観光来訪者の利用満足度を向上させる。 

③安全な歩行空間 

 車道と歩道を分離することにより、車両の走行性の向上を図り、歩行者に対して 

安全で快適な空間を提供する。 

④賑わい創出・人が溜まれる空間 

 ベンチ等を設置し休憩できるスペースを確保することにより、送迎待機時の利活用や 

高齢者等の憩いの場など、人が滞留することで街の賑わいを創出する。 

⑤景観を配慮した空間 

 景観を重視した植栽、市内観光スポットを記載した案内板、伊達市の顔となるモニュメント等を 

設置することにより、来訪者が「伊達市にまた来たい」と思わせるような駅前空間を創出する。 



ＪＲ伊達駅前広場整備イメージ 



駅前広場の概要 

面  積 ：約950㎡ 
公共交通：コミュニティーバス、タクシー 
整備内容：①バス乗降場 
       ②タクシー待機所、乗降場 
       ③一般車両の乗降場 
       ④シェルター 
       ⑤モニュメント 
       ⑥休憩スペース ① 

② ③ 

④ 

⑤ ⑥ 



駐車場の概要 

駐車台数：約20台（駅利用者分） 
整備内容：①ゲート式 
       ②30分間無料 

① 

※駐車場ゲートイメージ 



駐輪場の概要 

駐輪台数：約270台 
整備内容：ラック式 

※駐輪場ラックイメージ 



市道伊達駅前線の概要 

・付加車線及び歩道を整備 
・新規車線を直進左折、既存車線を右折専用 
・周辺や駅前広場の景観に合わせた舗装 



事業スケジュール  （H29～H31） 

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

Ｈ29 

Ｈ30 

Ｈ31 

実施設計 

用地測量及び買収 

市道整備工事（暫定） 

基
本
協
定
締
結 

（詳細な時期は 
実施設計完了後 
確定予定） 

土木建築工事 

電気設備工事 

土木建築工事 

電気設備工事 
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