
 
 

第８回 伊達７町合併協議会 
 

 

日時 平成１６年５月１３日（木） 

午後２時３０分から 

場所 保原町町民センター 

 

次   第 

１．開  会 

２．会長あいさつ 

 ３．経過報告 

４．議  事 

（１） 議事録署名人の指名 
 

（２）報告事項 

報告第１３号 新市名称及び事務所の位置検討小委員会中間報告 
 

（３）協議事項 

協議第２６号 交通安全、防犯関係事業について  

協議第２７号 戸籍、住民基本台帳事務について  

協議第２８号 障害者福祉事業について 

協議第２９号 高齢者福祉事業について 

協議第３０号 児童福祉事業について 

協議第３１号 学校教育事業について 

協議第３２号 社会教育事業について 
 

（４）その他 
       第９回協議会の日程について 
         日 時 平成１６年６月３日（木）午後２時００分～ 
         場 所 霊山町中央公民館 

         協議予定事項 

          ・下水道事業 ・環境対策事業 ・保健衛生事業 ・保育事業 

・健康づくり事業 ・その他の福祉事業 ・商工、観光事業 

・勤労者、消費者事業 
 

 ６．閉  会 



経 過 報 告 

 

（１）第６回新市名称及び事務所の位置検討小委員会 

日時 ４月２７日（火） 午後２時００分～ 

場所 伊達地方衛生処理組合 会議室 １４名出席 

    内容 新市名称について ほか 

 

（２）第４回議員定数及び任期等検討小委員会 

日時 ４月２０日（火） 午後２時００分～ 

場所 観月台文化センター 大研修室 ２７名出席 

    内容 議会議員の定数及び任期等の取扱いについて 

 

（３）第８回正副会長会議 

    日時 ５月７日（金） 午後１時３０分～ 

    場所 福島市 エビスグランドホテル 会議室 

    内容 第８回伊達７町合併協議会の提出案件について ほか 

 

（４）第７回幹事会 

    日時 ４月２３日（金） 午後２時００分～ 

       及び４月２８日（水）午前９時～ 

    場所 伊達地方衛生処理組合 会議室 

    内容 第８回伊達７町合併協議会の提出案件について ほか 

 

（５）専門部会等の開催 

    ４月１５日～５月１２日まで、６専門部会延１３回開催 

    情報システムプロジェクト関係会議 ３回 

 
（６）総務省主催「平成１６年度合併協議会連絡会議」 

日時 ４月２３日（金） 午後２時００分～ 

場所 東京都港区 東京プリンスホテル 

出席者 遠藤五六副会長、今村正志事務局長 

内容 政府の取組状況及び合併の状況等の報告説明、意見交換等。 



報告第 １３ 号 
 

新市名称及び事務所の位置検討小委員会中間報告 

 
本委員会に付託された事項の協議経過及び協議結果を、下記のとおり中間報

告する。 
 

平成１６年５月１３日 
 
                 新市名称及び事務所の位置検討小委員会 
                       委 員 長 高 木 征 治 

 
記 

 
１． 小委員会の開催 
 

① 第４回新市名称及び事務所の位置検討小委員会 
     平成１６年３月５日(金)  伊達町福祉センター 

 出席委員 １４名 
② 第５回新市名称及び事務所の位置検討小委員会 

    （伊達７町役場庁舎の現況調査） 
     平成１６年３月３１日(水)  伊達地方衛生処理組合会議室 

 出席委員 １２名 
③ 第６回新市名称及び事務所の位置検討小委員会 

     平成１６年４月２７日(火)  伊達地方衛生処理組合会議室 
     出席委員 １４名 
 
２．協 議 経 過 
 

①  新市名称募集について、平成１６年３月１日より４月１５日にかけて

実施、応募総数 6,541 件（うち有効応募 6,183 件）が寄せられた、現在

新市名称の１次選定を進めており、２次選定を経て、新市名称５案程度

を協議会に報告する予定。 
新市名称募集の応募状況については、別紙のとおり。 

  ② 事務所の位置については、３月３１日に伊達７町役場の現況調査を行

うなど、現在協議をすすめている。 



別 紙 
新 市 名 称 応 募 状 況  

 
① 応募期間 
   平成１６年３月１日から４月１５日まで ４６日間 
   （郵送は４月１５日消印有効） 
 
② 応募件数 

    応募総数６，５４１件   
（うち有効応募数６，１８３件、応募要項に適合しないもの ３５８件） 

 
③ 応募名称種類 

    名称表記別１，８８５種類  読み（ふりがな）別２，０８７種類 
 
④ 応募実人数 

    ４，４３７人 （一人あたり約１．４件の応募） 
 
⑤ 応募状況 （有効応募のうち２０件以上の応募があったもの） 



 
No 名  称 ふりがな 件数 

1 だて市 だてし 823 

2 あぶくま市 あぶくまし 418 

3 阿武隈市 あぶくまし 174 

4 北福島市 きたふくしまし 98 

5 東福島市 ひがしふくしまし 94 

6 桃花市 とうかし 86 

7 桃里市 とうりし 85 

8 新伊達市 しんだてし 74 

県北市 けんぽくし 66 
9 

伊達みらい市 だてみらいし 66 

11 信達市 しんたつし 57 

12 桃源市 とうげんし 51 

13 保原市 ほばらし 43 

14 七福市 しちふくし 38 

15 北斗市 ほくとし 37 

16 岩代伊達市 いわしろだてし 33 

奥州伊達市 おうしゅうだてし 30 
17 

伊達七市 だてななし 30 

新達市 しんたつし 28 

伊達郷市 だてごうし 28 

桃郷市 とうごうし 28 
19 

桃の里市 もものさとし 28 

23 平和市 へいわし 27 

新だて市 しんだてし 26 
24 

福伊達市 ふくだてし 26 

26 七町市 ななまちし 25 

27 みちのく伊達市 みちのくだてし 23 

28 伊達郡市 だてごおりし 22 

桃源郷市 とうげんきょうし 21 

広瀬市 ひろせし 21 29 

霊山市 りょうぜんし 21 

桃華市 とうかし 20 
32 

政宗市 まさむねし 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥ 分類別（一部重複） 
“だて”を含む名称          １４８種 １，０９１件 
“伊達”を含む名称          ３４０種 １，０１０件 
“桃”を含む名称           ２３７種   ８１１件 



“あぶくま”又は“阿武隈”を含む名称  ２６種   ６５９件 
“福島”又は“ふくしま”を含む名称   ２５種   ２５９件 
“七”又は“なな”を含む名称     ３０２種   ５９７件 

 
⑦ 応募要項に適合しないものの内訳 
 

内   訳 件数 

・既存市名「伊達市」と重複 117 

・既存市名と重複（「伊達市」以外） 26 

・新市の名称として不適当なもの 108 

・応募事項の記載漏れ 36 

・応募資格のない者による応募 32 

・二重の応募 33 

・募集期間後の応募 6 

合計 358 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧ 町別応募状況 
 

地区別 件数 構成比 

桑折町 677 10.3%

伊達町 822 12.6%

国見町 722 11.0%

梁川町 1,483 22.7%

保原町 1,938 29.6%

霊山町 496 7.6%

月舘町 274 4.2%

伊達７町以外 73 1.1%

不 明 56 0.9%

合計 6,541 100.0%

 
 
⑨ 応募方法別状況 
 



応募方法別 件数 構成比 

郵送（応募ハガキ） 1,437 22.0%

郵送（官製ハガキ） 350 5.3%

応募箱 2,864 43.8%

FAX 306 4.7%

E メール 371 5.7%

学校 1,213 18.5%

合計 6,541 100.0%

 



協議第２６号 
 

   交通安全・防犯関係事業について 

 
 交通安全・防犯関係事業について、次のとおり提案する。 
 
   平成１６年５月１３日提出 
 
 
                   伊達７町合併協議会 
                    会 長  池 田 善 治 
 
協定項目２４―８ 交通安全・防犯関係事業 

(1)交通教育専門員の業務内容・時間・報酬等については、合併時に統一し、 

 装備品については現有備品を存続する。 

(2)交通対策協議会は、合併時に再編する。 

(3)交通安全啓発事業については、合併時に統一する。 

(4)交通遺児激励金制度については、合併時に統一する。 

(5)生活安全推進事業については、合併時に統一する。 
 
 
 



男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

2 0 2 1 0 1 2 0 2 3 0 3 5 0 5 2 0 2 1 0 1 16 0 16

年 額

月 額

日 額

時 給

勤務１回

年末賞与

年額換算

支 給 日

１　日 3 Ｈ／回 8 Ｈ以内 6 Ｈ以内 3 Ｈ／回 3 Ｈ／回 1.5 Ｈ／回 8 Ｈ以内

5 日以内 5 日以内 5 日以内 5 日以内 33 Ｈ以内

33 Ｈ以内 30 Ｈ以内

１　月 21 日以内 21 日以内 20 日以内 21 日以内

１　年 180 回以内

交通安全・防犯関係事業 交通教育専門員

294,000

協 定 項 目

調 整 の 方 針

関 係 項 目

交通教育専門員の業務内容・時間・報酬等については、合併時に統一し、装備品については現有備品を存続する。

計

勤務日・
勤務時間

保 原 町 霊 山 町項 目 桑 折 町 国 見 町伊 達 町

１週間

梁 川 町 月 舘 町

計

～Ｈ１６.３.３１

294,000

年３回

３年

444,000457,000

国 見 町 月 舘 町霊 山 町梁 川 町

Ｃ

伊 達 町 保 原 町

３年

492,000

25,000

37,000 41,000

毎月１０日

36,000

項 目

型

報 酬

毎月３日

2,100

桑 折 町

人 数

～Ｈ１６.３.３１

３年

44,000

528,000

～Ｈ１７.３.３１

483,000

毎月１０日

330,000

２年

毎月１０日

27,500

（参考）交通教育専門員設置条例

～Ｈ１６.３.３１

３年

毎月１０日

　～Ｈ１６.３.３１
　～Ｈ１８.４.１
　～Ｈ１８.９.１

毎月１０日

３年 ３年

任 期



関 係 項 目

桑 折 町 伊 達 町 国 見 町 梁 川 町 保 原 町 霊 山 町 月 舘 町

会 長 町長 町長 町長 町長 町長 町長 町長

副 会 長
町議会議長
安協会長

町議会議長
安協部会長

町議会議長
町議会議長
安協部会長
梁川交番所長

町議会議長
安協部会長
保原警察署長

町議会議長
安協部会長
町交通安全母の会長

町議会議長
安協部会長

委 員 計 ４４ ３２ ３５ １０４ ５５ ７５ ５１

一 般 会 計 ○ ○ ○ ○ ○ ○

負 担 金 等 ８２，０００

そ の 他
交対協役員に対し報償金
２，２００円／回を出してい
る。

補助金

毎月１日、１５日
毎月１・１５日、
第２・４日曜日
（町職員､安協､母の会）

毎月１日、１５日
（母の会）

毎月１､１０､１５､２０日
（安協、母の会）

・毎月１、１５日
　（町交対協事務局）

・毎週水曜日（指導隊）
月４回（交通指導隊）

毎月１、１５日
（安協、母の会）

国見・桑折で交互に開催
伊達五町輪番で実施

(Ｈ１５保原､Ｈ１６梁川)
桑折町に同じ 伊達町に同じ 伊達町に同じ 伊達町に同じ 伊達町に同じ

各　　町　１００,０００
地区安協　　５０,０００
地区安管　　３０,０００
安管桑折・国見事業主
            ３０,０００

各町　平均割４５,０００
　　　＋参加割＋人口割）
地区安協　 ４５,０００
地区安管　 ４５,０００
地区事業主　４５,０００

桑折町に同じ 伊達町に同じ 伊達町に同じ 伊達町に同じ 伊達町に同じ

町交通事故防止ｺﾝｸｰﾙを毎年
実施し、優秀地区（第１位､
２位）を表彰している

該当事業なし
（県事業のみ実施）

毎年５月５日に町内に住所を
有する交通遺児を扶養する者
に対して支給、支給基準は県
に準ずる。

毎年５月５日に町内に住所を
有する交通遺児を扶養する者
に対して支給、支給基準は県
に準ずる。

毎年５月５日に町内に住所を
有する交通遺児を扶養する者
に対して支給、支給基準は県
に準ずる。

毎年５月５日に町内に住所を
有する交通遺児を扶養する者
に対して支給、支給基準は県
に準ずる。

毎年５月５日に町内に住所を
有する交通遺児を扶養する者
に対して支給、支給基準は県
に準ずる。

該当事業なし
（県事業のみ実施）

１１，０００ １５，０００ １０，０００ １０，０００ １０，０００

１ １ ０ ４ ５ ０ ０

社会福祉協議会より
５,０００円分の図書券

地域安全の集い 伊達五町地域安全大会 地域安全の集い 伊達五町地域安全大会 伊達五町地域安全大会 伊達五町地域安全大会 伊達五町地域安全大会

桑折・国見持ち回りで開催 五町持ち回りで開催 桑折町に同じ 伊達町に同じ 伊達町に同じ 伊達町に同じ 伊達町に同じ

桑折警察署 保原警察署 〃 〃 〃 〃 〃

項 目

そ の 他

交通安全町民大会

交

通

安

全

啓

発

事

業

広 報

交通安全・防犯関係事業

交通対策協議会は、合併時に再編する。
交通安全啓発事業については、合併時に統一する。
交通遺児激励金制度については、合併時に統一する。
生活安全推進事業については、合併時に統一する。

協 定 項 目

調 整 の 方 針

交通対策協議会、交通安全啓発事業、交通遺児激励金、生活安全推進事業

交

通

遺

児

激

励

金

交

通

対

策

協

議

会

予

算

措

置

役

員

構

成

生
活
安
全
推
進
事
業 事 務 局

開 催 場 所

大 会 名

制 度 の 概 要

金 額

Ｈ 15 現 在
対 象 者 数

（県事業分含む）

そ の 他



協定項目２４－８ 先進事例 
■田村市 

■東温市 

１．交通教育専門員は、引き続き新市において設置する。 
２．交通安全啓発事業は、当面現行のとおりとし、新市において調整する。 
３．交通安全施設の設置、維持管理等は引き続き新市において実施する。 
４．交通安全用具の支給は、当面現行のとおりとし、新市において統一する。 
５．交通遺児激励金は、滝根町及び船引町の例による。 

１．交通関係事業 

 ①新市において、交通安全対策会議を設置し、交通安全計画を策定する。 

 ②各種団体については、新市において組織を統合した上で、継続して支援を行う。 

 ③各種事業については、新市においても継続して実施する。 

２．防犯関係事業 

 ①各種団体については、新市において組織を統合した上で、継続して支援を行う。 

 ②各種事業については、新市においても継続して実施する。 

■大崎市 
１．交通安全計画については、新市において速やかに策定する。 
２．生活安全条例については、新市において速やかに制定する。 
３．交通指導隊については、次のとおり調整する。 
 ①１市６町の交通指導隊については合併時に統合するものとし、隊員については、 
新市に引き継ぐものとする。 

 ②１市６町の区域をもって、それぞれ古川分隊、松山分隊、三本木分隊、鹿島台分隊、 
岩出山分隊、鳴子分隊及び田尻分隊とする。 

 ③新市の交通指導隊の階級は、隊長、分隊長（副隊長）、副分隊長、班長及び隊員と 
する。 

 ④任用及び服務その他の身分の取扱いについては、合併時までに統一する。 
４．防犯実働隊については、次のとおり調整する。 
 ①１市６町の防犯実働隊については、合併時に再編・統合するものとし、隊員に 
ついては、新市に引き継ぐものとする。 
② １市６町の区域をもって、それぞれ古川分隊、松山分隊、三本木分隊、鹿島台分隊、 
岩出山分隊、鳴子分隊及び田尻分隊とする。 
③ 新市の防犯実働隊の階級は、隊長、分隊長（副隊長）、副分隊長、班長及び隊員と 
する。 
④ 任用及び服務その他の身分の取扱いについては、合併時に統一する。 

５．防犯協会については、合併時に統合できるよう１市６町の関係団体と調整に努める。 
６．交通安全施設については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 

■那須塩原市 
１．交通安全 

交通安全啓発事業については、新市において統一する。ただし警察署の所管に違い 

があるため、一部の事業は現行のとおり存続するものとする。 
①交通安全運動については、新市において再編する。 
②児童通学班用腕章の支給については、黒磯市の例により統合する。 
③交通指導員については、現行のとおり存続する。 
④栃木県交通災害共済関係事務については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 
⑤交通安全計画については、新市において新たに策定する。 

２．防犯関係 
新市において、新たな防犯暴力対策事業計画を策定し、推進する。 

 



協議第２７号 
 

   戸籍・住民基本台帳事務について 

 
 戸籍・住民基本台帳事務について、次のとおり提案する。 
 
   平成１６年５月１３日提出 
 
 
                    伊達７町合併協議会 
                     会 長  池 田 善 治 
 
協定項目２４―９ 戸籍・住民基本台帳事務 

(1)窓口業務については、住民サービスの低下を招かないよう調整し、実施する 
 ものとする。 
(2)戸籍及び住民票等関係の手数料については、合併時に統一する。 

 



調 整 の 方 針

関 係 項 目戸籍・住民基本台帳業務

（該当なし）

【その他】
　窓口延長は、総務課、税務
課、会計課も対応。

【その他】
　自動交付機は、町民カードの
交付を受けた翌日から利用可能｡
　交付機の利用手数料について
は、通常の窓口利用時の手数料
と同額。

【その他】
　窓口延長時は､税務課も対応。

※実施期間中の実績
（平成１５年）
・税証明　　６件
・窓口証明（戸籍、住民、印鑑）

　　　　　　　　 ７３件
・届出（戸籍、住民）１５件
・その他　　１６件

【勤務体系等】
・住民係　１名

※該当勤務者は、２時間の時差
出勤で対応。

（該当なし） 【申請できる者】
本人又は同一世帯に属する人。
※印鑑登録証明書の申請者は
印鑑登録者本人のみ可。

【事務手順】
①電話またはFAXにて受付けた
者により、交付申請書および
諸証明交付申請書に申込内容
を記載する。
②申請書の内容を審査し、申請
者へ確認の電話をする。確認の
連絡がとれなかった場合、申込
みはなかったものとする。
③証明書の交付の際は、日直者
が申請者および本人である旨の
確認をし、手数料と引き換えに
証明書及び領収書を交付する。
ただし、印鑑登録証明書を交付
する際は、併せて印鑑登録証の
確認をする。

【勤務体系等】
・住民係　２名

※勤務者には、超過勤務手当で
対応。

（該当なし）

（該当なし） ・戸籍、住民基本台帳関係
　証明書等の交付
・印鑑登録及び証明書の交付
・戸籍届出の受理
・その他の窓口事務

①住民生活課扱い
　住民票写し
　印鑑登録証明書
②税務課扱い
　課税証明書
　町民税非課税証明書
　納税証明書(除､法人町民税)
　軽自動車納税証明書
　（継続審査用）
　町民税所得証明書

（該当なし） ・戸籍、住民基本台帳関係
　証明書等の交付
・印鑑登録及び証明書の交付
・戸籍届出の受理
・その他の窓口事務

①住民生活課扱い
　住民票・同除票、住民票記載
　事項証明書、印鑑登録証明書
　及び外国人登録原票記載事項
　証明書
②税務課扱い
　納税証明書（法人分を除く）
　所得証明書、課税証明書及び
　非課税証明書

（該当なし）

（該当なし） 【実施日および実施時間】
毎週金曜日　１９：１５まで

各種証明書休日交付事務・窓口延長業務・電子計算組織の管理運用（自動交付機）

窓口業務については、住民サービスの低下を招かないよう調整し、実施するものとする。

業　務 （該当なし） 窓口延長業務 自動交付機設置 （該当なし） 窓口延長業務（期間限定） 休日交付業務（事前受付）

協 定 項 目

（該当なし）

概　要

　窓口の開庁時間を延長して、
通常の執務時間に来庁できない
住民への各種証明書の交付及び
戸籍届の受理に対応する。

伊 達 町

（該当なし）

月 舘 町

（該当なし）

梁 川 町

（該当なし） ３月～４月の窓口の繁忙期に、
試験的に開庁時間を延長して、
窓口事務を実施している。

実施内容・
対象業務

国 見 町桑 折 町

【委託業者】
　(株)福島県中央計算センター

そ の 他
勤務体系・
事務手順等

　機器設置による時間外、土日
祝日等における各種証明書交付
を行い、住民サービスの向上に
努める。利用するには町民カー
ドの交付を受ける必要がある｡
　交付機の設置場所は､役場及び
観月台文化センターの２ヶ所。

（該当なし）

【稼働時間】
・役場　８：３０～１８：００
・観月台文化センター
　　　　８：３０～２１：００
※但し土日祝日は２箇所ともに
　　　　８：３０～１７：００
【休業日】
・役場　１２／２９～１／３
・観月台文化センター
　上記および毎月第１月曜日

霊 山 町保 原 町

平日の執務時間内に役場に来る
ことができない町民のために、
予約申込みによる各種証明書の
休日交付をすることにより、町
民の利便性の向上を図ることを
目的とする。

実施日・
実施時間

【実施期間および実施時間】
　３月中旬頃から４月中旬頃の
毎週火・木曜日１９：００まで

　※過去の実施期間
　　Ｈ１４.３.１９～４.３０
　　Ｈ１５.３.１１～４.１７

【予約受付】
　休日前日の１６：００まで
　電話又はファックスによる
【交付時間】
　休日の８：３０～１６：００

（該当なし）



　備　　　　　考

1通 450円 1通 450円 1通 450円

1通 450円 1通 450円 1通 450円 1通 450円

1通 750円 1通 750円 1通 750円

1通 1通 750円 1通 750円 1通 750円 1通 750円

1通 350円 1通 350円 1通 350円 1通 350円 1通 350円 1通 350円 1通 350円

1通 450円 1通 450円 1通 450円 1通 450円 1通 450円 1通 450円 1通 450円

1通 350円 1通 350円 1通 350円 1通 350円 1通 350円 1通 350円 1通 350円

1通 1,400円 1通 1,400円 1通 1,400円 1通 1,400円 1通 1,400円 1通 1,400円 1通 1,400円

1通 350円 1通 350円 1通 350円 1通 350円 1通 350円 1通 350円 1通 350円

1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円

1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円

300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円

1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円

1通 300円 300円 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円

1世帯 300円 抽出1件 300円 1世帯 300円 1人 300円 1件 300円 1件 300円 1件 300円

1冊 3,500円 1冊 2,500円 1地区 5,000円 30件以上 9,000円

1件 無料 1件 無料 1件 無料 1件 無料 1件 無料 1件 無料 1件 無料

1件 300円 1件 300円 1件 300円 1件 300円 1件 300円 1件 300円 1件 300円

1件 500円 1件 500円 1件 500円 1件 500円 1件 500円 1件 500円 1件 500円

1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円

300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円

1件 300円 1件 300円 1件 300円 1件 300円 1件 300円 1件 300円 1件 300円

1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円

1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円

1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円

1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 350円 1通 300円 1通 350円 1通 300円 梁川、霊山が350円

1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円 1通 300円

1件 300円 自動交付機で使用する

印
鑑

そ
の
他

保 原 町 霊 山 町　証　　明　　書　　等 桑 折 町 伊 達 町 国 見 町 梁 川 町

除籍記載事項証明書

関 係 項 目 手数料（証明書の交付・閲覧・許認可等）

戸
　
籍
　
関
　
係

住
民
票
関
係

月 舘 町

戸籍全・一部事項証明

（戸籍謄・抄本）

除籍全・一部事項証明

除籍、原戸籍謄・抄本

戸籍記載事項証明書

届出の受理証明書

届出の受理証明書（上質紙）

戸籍届書記載事項証明書

身分証明書

住民票の写し（除票も同じ）

(5人ごと加算分)

住民票記載事項証明書

戸籍附表の写し

住民票（閲覧）

印鑑登録

印鑑証明書

(5人ごと加算分)

外国人登録原票記載事項証明書

年金現況証明（公的年金等）

年金現況証明（上記以外）

住民基本台帳カード

住民票広域交付

閲覧方法および件数のとらえ方の
違いにより、手数料に差がある。

協 定 項 目

調 整 の 方 針

戸籍、住民基本台帳業務

戸籍及び住民票等関係の手数料については、合併時に統一する。

不在住不在籍証明書

埋火葬許可証（写し）

行政証明

町民カード交付（再交付時のみ徴収）



協定項目２４－９ 先進事例 
■登米市（宮城県） 

窓口業務については、全地域において住民サービスの低下を招かないよう調整し、 

実施するものとする。 

■田村市（福島県） 
１．戸籍事務は、新市において戸籍事務の電子情報指定市町村の指定を受け、早期に 

電算化を図る。 
２．戸籍、住民基本台帳、印鑑登録及び諸証明事務等は、住民サービスの低下を招か 

ないよう十分に配慮するとともに、負担の公平性を図るため、合併時に手数料を 
統一する。 

３．窓口業務の時間延長については、合併時に統一し毎週木曜日に午後７時まで各行 
政局で行う。 

４．休日窓口業務の対応については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、船引行 
政局では他の行政局管内の住民に対しても戸籍を除く証明事務を行う。 

５．自動車臨時運行許可業務については、合併時に船引町の例により各行政局で行う。 
 

■柴田市（宮城県） 
１．住民基本台帳関係事務は、合併時に住民基本台帳システムと事務仕様を統合する。 
２．印鑑登録事務は、合併時に印鑑登録システムと事務仕様を統合する。但し、既存 

の印鑑登録証については、新市へ移行後も当分の間、現行のとおりとし、随時更新 
するものとする。 

３．外国人登録事務は、現行のとおり新市に引き継ぐ。 
４．戸籍記載・交付事務は、現行のとおり新市に引き継ぐ。 
５．時間外の窓口業務については、合併時に再編する。 
６．臨時運行許可事務については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

 
■南アルプス市（山梨県） 

■大仙市（秋田県） 

サービス水準の低下とならないよう、窓口業務の取扱い時間の延長を継続し、合併後 

は、カード制の統一実施と従来からの窓口対応の併用方式とする。 

１．窓口業務については、住民サービスの低下を招かないよう調整に努める。 
２．平日、昼休み及び夜間における窓口業務は現行どおり行う。 
３．閉庁日の対応は合併時日直制に統一する。 

■こだま市（群馬県） 
１．証明書等の発行事務については、システム等の充実・統合を図り、住民サービス 

の向上に努めるよう合併時までに調整する。 
２．窓口業務の日曜開庁及び時間延長については、合併時までに調整する。 

 
 



協議第２８号 
 

   障害者福祉事業について 

 
 障害者福祉事業について、次のとおり提案する。 
 
   平成１６年５月１３日提出 
 
 
                    伊達７町合併協議会 
                     会 長  池 田 善 治 
 
協定項目２４―１２ 障害者福祉事業 

(1)身体障害者、知的障害者、障害児の支援費制度は、現行のとおり新市に引き

継ぐ。 
(2)知的障害者及び精神障害者の共同作業所については、障害者の社会復帰を促

進するため、引き続き運営補助金を交付する。 
(3)福祉タクシー料金助成事業は、経済的負担の軽減を図るため、交付対象者等

新市の基準を定め、合併時に統一する。 
(4)重度心身障害者医療費助成事業は、補助の基準にのっとり新市に引き継ぐ。

なお、町単独の対象者については合併時に調整する。 
(5)精神障害者支援事業は、保原町の制度を基本として、引き続き新市において

実施する。 
  
 



協定項目 関連項目

調整の方針

支援費制度

共同作業所

障害者福祉事業 障害者の支援

・障害者支援費制度は、身体、知的障害者、障害児の自立支援のため、国の基準にのっとり引き続き実施する。
・知的障害者及び精神障害者の共同作業所は、梁川町、保原町に設置してあり、現行のまま新市に引き継ぐ。

【目的】
　障害者の自己決定を尊重し、利用者
本位のサービス提供を基本に、事業者
等との対等な関係に基づき、障害者自
らがサービスを選択し、契約により
サービスを利用する制度

【概要】
　身体障害者施設訓練等支援　身体障
害者居宅生活支援
　知的障害者施設訓練等支援　知的障
害者居宅生活支援
　児童居宅支援
【経費負担】
　国　　2/4
　県　　1/4
　町　　1/4

【利用者負担金】
　本人、扶養義務者の収入状況に応じ
て算定。事業所が徴収し
　支援費基準額との差額を代理受領す
る。

桑折町

【目的】
　障害者の自己決定を尊重し、利用者
本位のサービスの提供を基本に、事業
者等との対等な関係に基づき、障害者
自らがサービスを選択し、契約により
サービスを利用することにより、障害
があっても地域の中で自分らしく生活
していくことを目的とする。

【概要】
　支援費支給決定事務
　
【経費負担】
　国　　2/4
　県　　1/4
　町　　1/4

【利用者負担金】
　本人、扶養義務者の収入状況に応じ
て事業者等へ支払う。

身体障害者居宅生活支援費
知的障害者居宅生活支援費
児童居宅生活支援費

身体障害者施設訓練等支援費
知的障害者施設訓練等支援費

［概要］
身体・知的障害者居宅介護
施設訓練
上記利用者へ支援費を支給
［対象者］
霊山町内に住所を有する身体・知的障
害者
施設入所・通所をしている身体・知的
障害者
［財源内訳］
国　１／２
県　１／４
町　１／４

【目的】
　障害者の立場に立った利用の仕組み
　障害者の自己決定を尊重し、利用者
自らがサービ
　スを選択し、事業者と契約により
サービスを利用
　する制度

【概要】
　対象となる障害者
　身体障害者、知的障害者、障害児
　対象となるサービス
　施設訓練等支援、居宅生活支援
　

保原町 月舘町

【目的】
　身体障害者（児）、知的障害者
（児）の自己決定を尊重し、利用者本
人のサービスを提供する。

【概要】
　障害者自らがサービスを選択し、事
業者と契約してサービスを利用する制
度。
　町は事業者へ支援費を支給。

【サービス】
　身体障害者（ホームヘルプサービ
ス、デイサービス、ショートステイ、
施設入所等）
　知的障害者（ホームヘルプサービ
ス、デイサービス、ショートステイ、
グループホーム、施設入所等）
　障害児（ホームヘルプサービス、デ
イサービス、ショートステイ）
　
【経費負担】
　国　　2/4
　県　　1/4
　町　　1/4

【利用者負担金】
　本人、扶養義務者の収入状況に応じ
て負担する。負担金は契約業者に支払
う。

伊達町 梁川町国見町

【目的】
　障害者団体等の補助事業者が障害者
小規模作業所運営事業を行う場合、そ
の障害者団体等に運営費補助すること
により障害者の社会復帰の促進を図
る。

【事業実施団体等】
　梁川町手をつなぐ親の会

【作業所】
　工房ひろせ

霊山町

【目的】
　身体障害者を対象とする施設訓練等
支援と居宅生活等支援のサービスに係
る費用について、本人負担額等を控除
した費用を支給し、身体障害者の生活
の安定と福祉の向上に資する。

【事業内容】
　対象者からの申請に基づき支給量等
を決定し、サービスの利用に応じて費
用を支給する。サービス提供事業所か
らの請求により（代理請求）、事業所
に支援費を支払う。

【目的】
　障害者(児）の立場に立った障害者
福祉サービスを利用できるように、障
害者自らがサービスを選択し、事業者
を契約してサービスを利用する制度
【概要】
　身体障害者居宅介護
　身体障害者デイサービス
　身体障害者短期入所
　身体障害者更生施設
　身体障害者療護施設
　身体障害者授産施設
　知的障害者居宅介護
　知的障害者デイサービス
　知的障害者地域生活援助
　知的障害者更生施設
　知的障害者通勤寮
【利用者負担】
　本人、扶養義務者の収入状況に応じ
て費用徴収する。

［目的］
精神病は主として青春期に発生し、入
院治療を重ねるうちに薬等の力からで
症状は改善される。しかしその副作用
により言語が不明となったり、根気よ
く作業をすることが困難な障害者と
なってしまう。　そのために一般社会
では彼らを受け入れる職場はなく、退
院しても孤独で閉鎖的な人間になって
しまう放置すると入院を繰り返し不治
の病となってしまう簡単な仕事を与
え、楽しい雰囲気の職場をつくり、情
緒を安定させることで、社会復帰を図
る。

【補助金の額】
　入所者数により上乗せ分あり。
　15年度当初予算　　3,000,000円

「名称」精神障害者小規模作業所運営
事業
「目的」簡単な仕事を与え、楽しい雰
囲気の職場をつくり、情緒を安定させ
ることで、社会復帰を図る。
「内容」自主作業　ブローチ作り、牛
乳パック工作他
「金額」6,000,000円（県 3,000,000
円、町 3,000,000円）

「たけのこの家」
「金額」6,000,000円（県 3,000,000
円、町 3,000,000円）



協定項目 関連項目

調整の方針

福祉タクシー
料金助成事業

重度心身障害
者医療費助成
事業

【目的】
心身障害者の医療費の一部を助成する
ことにより、心身障害者の保健の向上
に寄与し、福祉の増進を図る。

【対象者】
・身体障害者手帳1､2級及び3級(3級に
ついては市町町民税所得割非課税世
帯）の身体障害者手帳所持者
・療育手帳Ａ判定及び特別児童扶養手
当1級該当者
※身体障害手帳3級所持者について
は、町単独

【財源内訳】
　県　　1/2
　町　　1/2

【助成額】
保険診療による支払額の自己負担額分
※身体障害者手帳3級所持者について
は、入院時の医療費のみ助成

【目的】
　重度の心身障害者（児）がタクシー
を利用した場合、その料金の一部を助
成し、経済的負担の軽減と福祉の進展
のため
【事務手順】
　受給資格認定申請受け付け
　調査後認定し、利用資格認定証・タ
クシー利用券を申請者に交付する。
【対象者】
　身体障害者手帳　１・２級
　療育手帳　　　　　　　A
【助成額】
タクシー利用券
１枚1,000円券×１０枚（年）

桑折町

【目的】
心身障害者の医療費の一部を助成する
ことにより、心身障害者の保健の向上
に寄与し、福祉の増進を図る。

【対象者】（所得制限あり）
・身体障害者手帳1､2級及び3級(3級に
ついては内部障害）の身体障害者手帳
所持者
・療育手帳Ａ及びBかつ身体障害者手
帳所持
・精神保健福祉手帳１級
・精神保健福祉手帳２・３級の場合身
体障害者福祉手帳又は療育手帳もあわ
せて所持
・療育手帳Bのみ（町単）
【財源内訳】
　県　　1/2
　町　　1/2
　　　※療育手帳Bのみ及び所得制限
超過者は町単
【助成額】
保険診療による支払額の自己負担額分
（通院・入院・薬剤）

【目的】
　重度の心身障害障害者が疾病等によ
り通院、入退院する場合、又は法に基
づく援護を必要とする場合等で、タク
シーを利用したとき、そのタクシー料
金の一部を助成し、経済的負担の軽減
を図る。
【交付対象者】
　身体障害者手帳1,2級若しくは第1種
身体障害者及び療育手帳Ａ所持者
【助成方法】
　タクシー利用1回につき、500円以内
の額とする。
　※年間12回、三協ハイヤーに限る。

梁川町国見町

【目的】
　重度身体障害者の経済的負担の軽減
を図り福祉の増進を目的
【交付対象者】
　身体障害者手帳1,2級
【助成方法】
　６００円のタクシー券年間１０枚を
交付
　ただし、株福島中央タクシーに限る

伊達町 月舘町保原町 霊山町

助成券の交付に係る事務のみ実施
予算は町社協

【目的】
重度身体障害者と知的障害者の生活圏
の拡大と社会参加を促進する一助とし
て、タクシー料金及び往診料の一部を
助成する。
【交付対象者】
身体障害者手帳1,2級及び療育手帳Ａ
判定所持者
【助成方法】
タクシー利用料金1回及び、医師の往
診料１回につき５００円を上限に助成
する。
※年間１２回、町内のタクシーに限
る。
【内訳】
タクシー等利用補助 855,000円
利用券及び資格認定証印刷 11,000円

障害者福祉事業 障害者助成事業

・福祉タクシー料金助成事業は、交付対象者、助成方法に差異があるので、新市の基準を定め合併時に統一する。
・重度心身障害者医療費助成事業は、補助の基準にのっとり、引き続き新市において実施する。なお、町単独分については、合併時に調整する。

【目的】
心身障害者の医療費の一部を助成する
ことにより、心身障害者の保健の向上
に寄与し、福祉の増進を図る。

【対象者】
・身体障害者手帳1､2級及び3級所持者
・療育手帳所持者
・精神障害者保健福祉手帳1級所持者
・精神障害者保健福祉手帳2級又は3級
所持者で、かつ身障手帳所持者
※身体障害手帳3級(内部障害以外)及
び療育手帳B所持者及び所得制限超過
者については、町単独。

【財源内訳】
　県　　1/2
　町　　1/2

【助成額】
保険診療による支払額の自己負担額分

【目的】
心身障害者の医療費の一部を助成する
ことにより、心身障害者の保健の向上
に寄与し、福祉の増進を図る。

【対象者】
・身体障害者手帳1､2級及び3級(3級に
ついては心臓等の内部障害）の者
・療育手帳Ａ判定の者及び療育手帳B
判定かつ身体障害者手帳所持者
・精神保健福祉手帳1級の者
・精神保健福祉手帳所持者であって、
かつ身体障害者手帳所持者
・精神保健福祉手帳所持者であって、
かつ療育手帳所持者

【財源内訳】
　県　　1/2
　町　　1/2

【助成額】
保険診療による支払額の自己負担額分

《重度心身障害者医療費助成事業》

【目的】
心身障害者の医療費の自己負担を助成
することにより、心身障害者の保健の
向上に寄与し、福祉の増進を図る。

【対象者】
・身体障害者手帳1､2級及び3級(内部
障害該当者）の身体障害者手帳所持者
・療育手帳Ａ該当者及び療育手帳B該
当者で身体障害者手帳所持者
・精神障害者保健福祉手帳１級所持者
及び保健福祉手帳所持者で身体障害者
手帳又は療育手帳を所持する者

【財源内訳】
　県　　1/2
　町　　1/2

【助成額】
保険診療による自己負担全額及び入院
時食事療養費自己負担額

【目的】
心身障害者の医療費の一部を助成する
ことにより、心身障害者の保健の向上
に寄与し、福祉の増進を図る。

【対象者】
・身体障害者手帳1､2級及び3級(3級に
ついては内部障害）の身体障害者手帳
所持者
・療育手帳Ａ判定及び特別児童扶養手
当1級該当者
　

【財源内訳】
　県　　1/2
　町　　1/2

【助成額】
保険診療による支払額の自己負担額分

【目的】
心身障害者の医療費の一部を助成する
ことによって、心身障害者の保健の向
上に寄与し、福祉の増進を図る。

【対象者】
身体障害者手帳１・２級および3級の
内部障害者、療育手帳Ａ級または精神
保健福祉手帳１級所持者。
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健
福祉手帳の内２種類以上所持している
もの。

【財源内訳】
　県　　　1/2
　町      1/2
 
【助成額】
保険診療による支払額の自己負担額分

［目的］
重度身体障害者と知的障害者の生活圏
の拡大と社会参加を促進する一助とし
て、タクシー料金の一部を助成する。
［交付対象者］
身体障害者手帳１，２級及び療育手帳
A判定所持者
［助成方法］
タクシー利用１回につき、５００円を
助成する。
※1回につき5枚まで交付、年間１０枚
まで交付できる。

【目的】
　重度心身障害者医療費受給者を対象
とする。
障害者の更生相談、入退院・通院時の
タクシー利用
料の助成。
【交付対象者】
　重度心身障害者医療費受給者
【助成方法】
タクシー利用1回につき、500円を助成
する。
※年間１０回、月舘町内のタクシーに
限る。



協定項目 関連項目

調整の方針

社会復帰支
援事業

「名称」
　精神障害者社会復帰相談指導事業

「実施主体」
　県北保健福祉事務所

「目的」
　通所困難な精神障害者に、市町村
やボランティアなど地域のマンパ
ワーを生かして、障害者の程度に応
じた生活訓練の場を身近な地域に設
定する。

「方法」
　地域参加型グループワーク推進事
業の形態で実施。
  1.時期  15年～2ヵ年計画　　月1
回実施
　2.場所　町改善センター

「対象者」
　1.県北保健福祉事務所において、
精神保健の相談をしている者
  2.主治医からこの相談事業に参加
することについて推薦のあった者

　

［事業目的］
精神障害者デイケア事業
精神障害者の仲間づくり・生活支
援。

［概要］
対象者　保原町に住所があり、精神
疾患で通院中の方（主治医の紹介状
が必要）。グループ活動が可能な
方。
木曜日の午前中（月3回）、保健セン
ターにてプログラムを実施。
当事業では、福島松ヶ丘病院　山本
俊昭医師に嘱託医として依頼してい
る。

［内容］
会の名前　木曜いってみっ会
実施内容
（１）レクリエーションを中心にし
た交流
（２）生活学習（調理実習等）
（３）心理士によるＳＳＴ
参加費　無料（材料費がかかること
もあり。百円程度）
定員　15名
ケース検討　年2回、保健師による家
庭訪問を実施し、ケース検討会を設
ける。メンバーは、医師・心理士・
保健師等
平成14年度参加者数　8名

霊山町 月舘町伊達町

【目的】
　在宅の精神障害者の社会復帰の促
進及び再発の防止を目的とする。
【内容】
　町の施設を会場に定期的に開催
し、社会生活技能訓練、調理、ス
ポーツ、手芸等を実施している。
【参加者】
　4名
【実施主体】
　県

国見町

【事業名称】
　精神障害者社会復帰相談指導事業
【目的】
　保健福祉事務所、市町村、関係機
関が協働して日常生活の指導及び訓
練事業を実施し、在宅の精神障害者
の社会復帰・社会参加の促進及び社
会自立への動機付けを図る。
【事業概要】
　県北保健福祉事務所主催で実施し
ている。
　実施場所は観月台文化センター
で、月1回開催。
　生活技能訓練・ゲーム・スポーツ
等を実施。
【対象者】
　県北保健福祉事務所管内の精神障
害者。
　主に国見町在住の方を中心として
いる。
【協力者】
　委託医として公立藤田総合病院
精神科医師に依頼をし、年に2回の講
演と、年1回のケース検討会への参加
をお願いしている。
　桜ヶ丘病院ケースワーカーに、年3
回の講演を依頼している。
　町内ボランティアの協力をえてい
る。

障害者福祉事業 精神障害者支援事業

・精神障害者居宅生活支援事業は、保原町の制度を基本として、合併時に再編する。
・精神障害者社会復帰支援事業は、合併時に保原町の制度に統合する。

［事業目的］
精神障害者の社会復帰・社会参加の
促進
根拠法令　精神保健福祉法
［概要］
（１）居宅生活支援事業
対象者　精神保健福祉手帳所持者、
又は精神障害のため年金を受けてい
るものであり、日常生活に支障があ
る者。
内　容　ホームヘルパーによる家事
援助、身体介護、相談助言
申　請　本人又は家族
利用料　保原町ホームヘルパー派遣
手数料条例による
形　態　　委託
（２）短期入所事業
対象者　在宅の精神障害者
内　容　　介護者の疾病等により、
精神障害者本人を精神障害者生活訓
練施設等させ短期入所サービスを提
供する。
申　請　　本人又は家族
利用料　　社会的理由　7,070円　私
的理由　　8,620円
形　態　　委託
（３）地域生活援助事業
対象者　日常生活に援助が必要で、
一定の自活能力があり、共同生活が
可能で日常生活を維持できる収入が
ある精神障害者
内　容　　共同生活を営む精神障害
者に対し、世話人による食事の世話
等の生活援助を行い、自立生活を助
長する。
形　態　　委託・契約

【目的】
　精神障害者に対する居宅介護等事
業を実施する社会福祉法人等の運営
主体に対し、その運営費用を補助す
ることにより、事業の円滑な運営、
促進を図り、精神障害者の福祉の増
進に資する。

【その他】
　15.4.1現在、利用者なし

【目的】
　精神病患者の経済的、精神的負担
を緩和し、在宅での療養生活を安心
して送れるように支援する。

【目的】
　精神障害者が居宅において日常生
活ができるようホームヘルパーを派
遣する。

【事業概要】
　家事援助、身体介護、相談助言な
ど

【負担割合】
　本人、家族の課税状況により自己
負担金あり
　国        1/2
　県        1/4
　町        1/4

桑折町 梁川町 保原町

居宅生活支
援事業

精神障害者が居宅において日常生活
を営むことができるよう、精神障害
者の家庭等にホームヘルパーを派遣
して、食事及び身体の清潔の保持等
の便宜を供与し、精神障害者の福祉
の増進を図ることを目的とする。

【名称】
　国見町精神障害者居宅介護等事業
補助金
　国見町精神障害者地域生活援助事
業補助金

【目的】
　補助金を交付することにより国見
町における精神障害者の福祉の向上
を図ることを目的とする。

【内容等】
　精神障害者の居宅介護等事業及び
地域生活援助事業を行った社会福祉
法人等に補助金を交付する。

【金額】
居宅介護等事業
　国見町ホームヘルパー派遣等に関
する条例施行規則第2条に定める別表
第1の滞在型の介護報酬額に利用回数
を乗じて利用者負担額を減じた額と
する。

地域生活援助事業
　福島県精神障害者居宅生活支援事
業補助金交付要綱の別表C欄に規定す
る県補助基準額に相当する額とす
る。



協定項目２８ 障害者福祉事業 先進事例 
 
■登米市 

 １．障害者福祉計画については、「登米圏域障害者プラン」を新市に引き継ぎ、新た

な計画については、平成１７年度に策定し平成１８年度から実施する。 
 ２．心身障害者小規模作業所及び事業運営については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 
 ３．精神障害者小規模作業所については、現行のとおり新市に引き継ぎ、事業運営に

ついては合併時に統一する。 
 ４．透析患者交通費助成、福祉タクシー利用券交付事業については、合併時に統一し

て実施する。 
 ５．身体障害者訪問入浴サービス事業については、合併時に統一して実施する。 

 
 
■笛吹市 

 １．障害者福祉計画については、社会経済状況の変化等を踏まえ、今後の福祉施策の

方向性を総合的に勘案しながら、新市において新たに策定する。 
２．国又は県等が定める制度については、現行の実施方法を基準に、新市において調

整して実施する。 
３．重度心身障害者福祉タクシーについては、現行のまま新市に引き継ぐ。内部障害

者については、石和町の例による。助成金額については、590 円の 48 枚綴りとす

る。 
４．重度心身障害者医療費助成については、現行のまま新市に引き継ぐ。 
５．心身障害児者一時養護サービスについては、利用制限時間を年 240 時間に統一

し、新市に引き継ぐ。 
６．心身障害者小規模作業所事業については、現状のサービスを低下させないように

現行のまま新市に引き継ぐ。 
７．障害者社会参加促進については、八代町、春日居町の例により、新市で調整する。 
８．身体障害者福祉会については、現行のまま新市に引継ぎ、組織充実のための支援

を行う。 
９．支援費制度については、継続して新市に引き継ぐ。 

 



協議第２９号 
 

   高齢者福祉事業について 

 
 高齢者福祉事業について、次のとおり提案する。 
 
   平成１６年５月１３日提出 
 
 
                    伊達７町合併協議会 
                     会 長  池 田 善 治 
 

協定項目２４―１３ 高齢者福祉事業 

(1)在宅介護支援センターは、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後２年を目途

に再編する。 
(2)介護見舞金等支給事業は、補助対象事業については存続し、町単独事業は合

併時に廃止する。 
(3)ひとり暮らし高齢者福祉手当等支給事業は、新市において調整する。 
(4)敬老会は、実施主体の違いがあるので、合併後２年を目途に再編する。 
(5)敬老祝金は、百歳時を２０万円とし、８０歳時５千円、８８歳時１万円、 
９９歳以降毎年２万円を支給する。ただし、８８歳未満で現に支給している

者については、経過期間を設けて各町の均衡を図るものとする。 
(6)老人クラブ活動補助は、合併時に再編し、県補助金と新市の単独補助を合算

して単位老人クラブへ補助金を交付する。 
(7)老人クラブ連合会補助は、合併年度にそれぞれの町の老人クラブ連合会の統

合を目指し連合会事務局の統一を行い、単独事業の調整を図り補助金を交付

する。 
  
 



協定項目 関連項目

調整の方針

在宅介護支援
センター

ひとり暮らし
高齢者福祉手
当等支給事業

【目的】
本町に住所を有する６５歳以上の
ひとり暮らし高齢者に対し、老人
福祉を増進するため支給する。
【支給対象者】
６５歳以上のひとり暮らし高齢者
【支給額】
20,000円

【事業内容】
　地域型支援センター　2ヵ所
【委託先】
（福）桑折町社会福祉協議会
【委託料】
　7,689,千円

桑折町

在宅高齢者日常生活用品支給事業
　町内ひとりぐらし高齢者
　米10kg
　約200人

梁川町国見町

【事業内容】
　基幹型支援センター　1ヵ所
【委託先】
　伊達町社会福祉協議会で実施
【委託料】
　平成１５年度　4,698千円

伊達町

【事業内容】
　地域型支援センター　1ヵ所
【委託先】
　公立藤田総合病院
【委託料】
　平成15年度　2,726千円

月舘町保原町 霊山町

【事業内容】
　地域型支援センター　　　1ケ
所
【委託先】
　委託先　プライムケア桃花林
【委託料】
　平成15年度９，２００千円

介護見舞金等
支給事業(町
単独）

【名称】家族介護慰労金支給事業

【事業の目的】
　介護の必要度が重度の低所得高
齢者に対して、在宅で介護してい
る家族を慰労する。

【内容】
　町内に居住する重度（要介護
4・5)と認定された在宅高齢者で
あって、過去1年間介護保険の
サービスを受けなかった者を介護
している家族に対し、介護を行っ
ていることの慰労を目的として年
額50,000円を支給。

【対象者】
　要介護度が4又は5の町民税課税
世帯の高齢者で、過去1年間介護
保険サービスを受けていない高齢
者を介護している家族。ただし、
年間1週間程度の短期入所サービ
スの利用を除く。

【目的】
居宅において、基準日現在6ヵ月
以上、要介護度4又は5でねたきり
の状態にある老人の介護者に対
し、ねたきり老人介護者慰労金を
支給することにより、介護者の労
をねぎらい、もって老人福祉の向
上を図ることを目的とする。
【対象者】
・月舘町に１年以上居住し、なお
かつ住民基本台帳による登録をし
ている者であって、満65歳以上の
介護度4又は5の寝たきり状態が引
続き基準日前6ヵ月以上である
者。（老人福祉施設に入所してい
る者、及び病院、医院へ入院して
いるものを除く）
・その他、町長が認めた者。（寝
たきり度Bランク又は痴呆性老人
日常生活自立度Ⅲランク以上の一
つに該当する等）
【支給基準日】
12月1日
【支給金額】
20,000円
【平成15年度予算額】
600,000円

在宅介護

・７町にある在宅介護支援センターは、現行のまま新市に引き継ぐものとし、合併後２年を目途に再編する。
・介護見舞金等支給事業は、支給対象を補助の対象に該当する者とし、町単独事業分は合併時に廃止する。
・ひとり暮らし高齢者福祉手当等支給事業は、新市において調整する。

国見町　《介護見舞金》
【目的】　要支援又は要介護の認定を受け居宅で介護を受けている者
に介護見舞金を支給し居宅介護の支援を目的とする。
【内容】　居宅の要支援及び要介護者に支給
【支給額】介護見舞金(年額、認定期間が１年に満たない場合は月割
りとなる。)
　　要支援　　 10,000円
　　要介護1,2　20,000円
　　要介護3　　30,000円
　　要介護4　　40,000円
　　要介護5　　50,000円
　　支給基準日は、9月30日及び3月31日とし、年2回に分けて支給す
る。
【予算額】平成１５年度当初　7,981千円

《介護者慰労金》
【対象者】　要介護4､5あるいは寝たきりの高齢者を1年以上在宅で介
護する介護者に支給(所得制限等なし)
【支給額】　　100,000円
【予算額】　平成15年度当初5,300千円(うち補助対象見込み200千円)
　

桑折町寝たきり高齢者介護給付券
支給事業
　おおむね60歳以上の高齢者（介
護度4、5 ）及び身体障害者で引
き続き６ヵ月以上で常時介護を要
するもの（老人福祉施設入所者を
除く）
　3,000円券　12枚

【目的】
　継続して６か月以上入在宅にお
いて寝たきりの状態にある者を常
時介護している介護者を励ますた
め支給する。

【支給対象者】
　６か月以上在宅で寝たきり状態
の者を介護している者

【基準日】
　１２月１日

【支給額】
　30,000円

高齢者福祉事業

国見町　《訪問入浴介護利用者負担助成事業》
【趣旨】指定訪問入浴介護事業所による指定訪問入浴介護を利用した
場合、その利用者負担を要綱の定めるところにより助成する。
【助成対象】介護保険の要介護認定において、要支援要介護と判定さ
れた被保険者でかつ非課税世帯の場合介護サービス計画による指定訪
問入浴介護を利用した場合の、月1回分の利用者負担分。
【助成額】月1回　1,250円ただし、利用者負担が上記額を下回る場合
はその額。
※国見町社会福祉協議会の訪問入浴を利用している者については、受
領委任書を提出してもらい、国見町社会福祉協議会と「訪問入浴介護
利用者負担助成金支給に係る受領委任払い契約」を締結する。
　対象者平成15年12月末現在　15人

【事業内容】
  基幹型支援センター　　1カ所
　地域型支援センター　　3カ所
【委託先】
　霊山町社会福祉協議会
【委託料】
　平成14年度　　14,216千円

【事業内容】
地域型支援センター　１ヵ所
【委託先】
月舘町社会福祉協議会
【平成15年度予算額】
7,170千円

【事業内容】
　地域型支援センター　1ヵ所
【委託先】
　法人名：社会福祉法人　信達福
祉会
　施設名：特別養護老人ホーム
梁川ホーム



協定項目 関連項目

調整の方針

敬老事業

百歳祝金支
給事業

敬老祝金支
給事業

【事業概要】
　実施日（平成15年度）
　　平成15年9月13日（土）
　内容
　　桑折町民体育館で午前10時よ
り式典とアトラクション。また、
金婚夫婦表彰（福島県老人クラブ
連合会・福島民報社）を併せて行
う。
　記念品
　　70歳以上の方へ町より全員に
贈呈
 【対象者】
　町内在住者で70歳以上
　　平成15年度　2,628名
【開催方式】
　町直営

桑折町

【事業概要】
　実施日
　町内5地区(藤田、小坂、森江
野、大木戸、大枝)ごとに実施
　平成15年度は9月13日～16日の
4日間で5地区開催
　実施内容
　式典及び婦人会、保育所園児等
によるアトラクション
　記念品
　対象者全員
　名入れタオル・紅白饅頭
　数え８０歳　バスタオル
　８８歳　長寿写真（顔写真）
　各地区最高齢者
　タオルケット
　各地区当日出席最高齢者
　花束
【対象者】
　町内在住者で7２歳以上
　平成１５年度　１，８２８名
【実施方式】
　町直営

梁川町国見町

【事業概要】
　実施日（平成14年度）
　　平成14年9月25日（水）
　内容
　　伊達町ふるさと会館で午前９
時３０分より式典とアトラクショ
ン
　記念品
　　町より数え米寿に記念品贈
呈。福島民報社より金婚夫婦を表
彰
【対象者】
　町内在住者で70歳以上
　　平成14年度　521名出席
【実施方式】
　町直営

伊達町 月舘町霊山町

【事業概要】
　実施日（平成14年度）
　　4月29日、9月15日
　内容
　　町内8地区の研修ｾﾝﾀｰ等で午
前10時より式典とアトラクション
【対象者】
　町内在住者で70歳以上
【開催方式】
　町内各種団体への報償費支給

【事業概要】
　実施日　平成１5年9月15日～9
月28日
　内容　　各地区婦人会を中心
に、食事やアトラクションなどで
老人の方々を慰労する。
【報償金】
　基本割　　5地区×50,000円
　人数割　　　　1,300,000円
　（各地区婦人会に支払う)
【対象者】
　保原地区　　　75歳以上
　4地区　　　　　70歳以上
【開催方式】
　各地区婦人会への報償費支給

保原町

【事業概要】
　実施日　主に敬老の日前後、春
の開催地区あり
　内容　各地区婦人会を中心に、
食事やアトラクションなどで老人
の方々を慰労する。
【補助金】
　500,000円
【対象者】
　地区婦人会の判断
【開催方式】
　連合婦人会への補助金支給

【事業概要】
　実施日：9月15日
　場所：月舘町体育館
　内容：午前10時より式典とアト
ラクション
【対象者】
　町内在住の71歳以上（平成14年
度1014名）
【平成15年度予算額】
　256,000円（補助金として町連
合婦人会へ交付）
【開催方式】
　町婦人会への補助金

【目的】
　長生きされた高齢者に対し、金
品を贈り長寿をお祝いする。
【内容】
　80歳のみ
　2,500円相当の記念品
　88歳のみ
　5,000円相当の記念品
　90歳以上
　10,000円の祝金

85歳～89歳 　6,000円　184人
90歳～　　　10,000円　112人

【目的】
高齢者に対して長寿を祝福するた
め敬老祝金を支給し、もってその
福祉の増進に寄与することを目的
とする。
【対象者】
町内に住所を有し、かつ9月15日
現在で80歳以上の者に対して支給
する。
【祝金の額】
5,000円
【支給の時期】
9月上旬
【平成15年度予算額】
1,755千円
＊平成16年度85歳以上へ条例改正
予定

  敬老祝金
80歳以上の方全員に6,000円の敬
老祝金を支給　902名
　賀寿祝金
77歳の方に5,000円の賀寿祝金を
支給と賞状の贈呈 169名
88歳の方に8,000円の賀寿祝金を
支給と賞状の贈呈　 45名
４地区最高齢の方に10,000円の賀
寿祝金を支給と賞状の贈呈４名

【目的】
　高齢者を敬愛し、長寿を祝うと
ともに、その福祉を増進するため
祝金を支給し、敬老思想の普及と
生きがいを図る。

【支給対象者】
　伊達町に住所を有するもので、
９月１５日現在において、８０歳
以上の者。

【支給額】
　12,000円

【事業内容】
９月１５日現在で８５歳以上の高
齢者に対し敬老祝金を贈呈
１人10,000円
99歳上の高齢者に対しては20万円
を誕生日に贈呈
【経過措置】
平成１５年度は対象者の年齢を８
１歳以上
平成１６年度８２歳以上
平成１７年度８３歳以上
平成１８年度８４歳以上
平成１９年度より本則
【対象者】
平成１５年度対象者８１歳以上５
８０名程度、９９歳以上５人

【概要】
　9月1日の基準日に満80歳以上の
高齢者に、長寿を祝い5,000円を
支給する。
　満100歳以上の高齢者には、
50,000円を支給する。
 また、満88歳の高齢者には併せ
て座布団を支給している。

高齢者福祉事業 敬老祝い事業

・７町とも敬老会を開催しているが、実施主体の違いがあるので、合併後２年を目途に再編する。
・百歳時の祝金支給については、各町異なる金額の均衡を図り、新市においては２０万円を支給する。
・敬老祝金については、８０才時に５千円、８８歳時に１万円、９９歳から（百歳を除く）毎年２万円とする。ただし、すでに経過措置を実施している町もあり、新市において経過期間を設けて各町の均衡を図る。

【支給対象者】
　桑折町に住所を有し、かつ100
歳の者に誕生日に支給する。
【支給額】
　20万円

【支給対象者】
　伊達町に住所を有する者で満
100歳の誕生日を迎えた者。
【支給額】
　5万円

【支給対象者】
　国見町に住所を有する者で満９
９歳の誕生日に、白寿のお祝いを
する。その後毎年誕生日にお祝い
をする。
【支給額】
　２０万円

【支給対象者】
　梁川町に住所を有する者で満
100歳の誕生日を迎えたもの。
【支給額】
　20万円

【支給対象者】
　保原町に住所を有する者で百歳
の誕生日に支給する。
【支給金額】
　10万円

［事業概要］
特別祝金
町より100歳に達した者に30万円
を支給。
［対象者］
100歳に達した者

【対象者】
月舘町に3ヵ月以上住所を有し、
現に居住する満百歳を迎えた長寿
者とする。
【祝金の額】
　20万円



協定項目 関連項目

調整の方針

老人クラブ
活動等補助

【老人クラブ連合会活動促進に対
する補助】
町老人クラブ連合会の活動に対し
補助金を交付する。町老人クラブ
連合会は、単位老人クラブの連絡
調整を図り、高齢者自身の福祉増
進、健康管理、地域社会の福祉の
増進及び社会奉仕に努め、相互の
親睦等を行っている。

【町連合会への補助額】
一般事業分　308,000円

【連合会の事務局】
社会福祉協議会

高齢者福祉事業 老人クラブ

・単位老人クラブに対する補助は７町とも実施しているが、合併時に再編して、県補助金と新市の単独補助を合算して交付する。
・老人クラブ連合会補助については、各町の事業内容、事務局の設置方が異なるので、現行のまま引き継ぐこととし、合併後に組織の統合とあわせて検討する。

【老人クラブ連合会活動促進に対
する補助】
　町老人クラブ連合会の活動に対
し補助金を交付する。
　町老人クラブ連合会は、単位老
人クラブの連絡調整を図り、高齢
者自身の福祉増進、健康管理、地
域社会の福祉の増進及び社会奉仕
に努め、相互の親睦と交流を深め
る機会を付与している。
　15.4.1現在老人クラブ連合会数
1連合会

【町連合会への補助金】
一般分155,000+＠60円×2,400人＝
299,000円
特別事業分　810,000円
健康づくり事業分　なし

　総額15年度予算額　2,937,000円

【連合会の事務局】
連合会独自に設置

【老人クラブ連合会活動促進に対
する補助】
　町老人クラブ連合会の活動に対
し補助金を交付する。
　町老人クラブ連合会は、単位老
人クラブの連絡調整を図り、高齢
者自身の福祉増進、健康管理、地
域社会の福祉の増進及び社会奉仕
に努め、相互の親睦と交流を深め
る機会を付与している。
　15.4.1現在老人クラブ連合会数
1連合会

【町連合会への補助金】
一般分　　　　304,000円
特別事業分　　420,000円
　花いっぱい　　298,000円
　料理教室　　　122,000円
健康づくり事業分　150,000円
　講演会　　　　　72,000円
　グランドゴルフ　78,000円

【連合会の事務局】
老人クラブ独自に設置

【町老人クラブ連合会活動】
　老人クラブ連合会の活動に対し補助
金を交付する。
　町老人クラブ連合会は、単位老人ク
ラブの連絡調整を図り、老人自身の福
祉増進、健康管理、地域社会の福祉の
増進及び社会奉仕に努め、交互の親睦
等を行っている
【老人クラブ連合会に対する補助】
一般分合計　736,620円
　①300,000（定額）
　②＠90円×1518人＝136,620（会員
数割）
　①+②：436,620円
特別事業分合計648,000円
　①他世代交流促進事業
　　・三世代交流事業
　　　123,000円
　　・金婚夫婦祝う会
 　　　215,000円
　②会員以外の者の加入促進事業
　　・シルバー作品展
　　　　152,000円
　③地域的モデル活動促進事業
　　・友愛訪問　158,000円
健康づくり事業分合計　285,000円
　①健康づくりリーダー養成講習会
46,000円
　②健康講演会　74,000円
　③ニュースポーツの普及促進事業
　　・グランドゴルフ普及講習会
62,000円
　　・ニュースポーツの普及講習会
103,000円
【連合会の事務局】
社会福祉協議会

【単位老人クラブに対する補助】
　60歳以上で構成する単位老人ク
ラブの活動に対し、1,159,000円補
助金を交付する。

【補助額】
　＠4,500円×13クラブ×12月＝
702,000円
　

【単位老人クラブに対する補助】
60歳以上で構成する単位老人クラ
ブの活動に対し補助金を交付す
る。補助金額は均等割、会員割に
より算出する。
【単位老人クラブ数】
７クラブ
【会員数】
828名
【平成15年度予算額】
378千円

※予算の範囲で補助
　均等割　15,000円/年
　会員割　350円程度/人

月舘町

老人クラブ
連合会補助

【老人クラブ連合会活動促進に対
する補助】
　町老人クラブ連合会の活動に対
し補助金を交付する。
　町老人クラブ連合会は、単位老
人クラブの連絡調整を図り、高齢
者自身の福祉増進、健康管理、地
域社会の福祉の増進及び社会奉仕
に努め、相互の親睦等を行ってい
る。また、老人クラブ連合会から
単位老人クラブ（20クラブ）への
補助金を支出。均等割20,000円
会員数割200円

【町連合会への補助金】
一般事業分　　　2,500,000円
特別事業分　　　　　　　0円
健康づくり事業分　300,000円

＊一般事業分から老人クラブ独自
に単位老人クラブへ補助
　全シート参照

【連合会の事務局】
老人クラブ独自に設置

【町老人クラブ連合会活動】
　町老人クラブ連合会の活動に対
し補助金を交付する。
　町老人クラブ連合会は、単位老
人クラブの連絡調整を図り、老人
自身の福祉増進、健康管理、地域
社会の福祉の増進及び社会奉仕に
努め、相互の親睦等を行ってい
る。
【町連合会への補助金】
一般事業　346,000円
特別事業　396,000円
健康づくり事業分　0円
【連合会の事務局】
老人クラブ独自に設置
【町単独事業】
　高齢者スポーツ大会（２年に１
度開催）
・事業目的
　伊達町老人クラブ連合会が大会
を開催することで、老人クラブ活
動を活性化し、参加者の日頃の健
康増進につながることを目的とす
る。
・事業内容
　町老人クラブ連合会が中心とな
りミニ運動会を開催。（５種目）
町でこの事業に対して補助金を交
付。
　平成１４年度開催(高齢者スポー
ツ大会補助金250,000円)

【老人クラブ連合会活動促進に対
する補助】
　町老人クラブ連合会の活動に対
し補助金を交付する。
　町老人クラブ連合会は、単位老
人クラブの連絡調整を図り、高齢
者自身の福祉増進、健康管理、地
域社会の福祉の増進及び社会奉仕
に努め、相互の親睦等を行ってい
る。

【老人クラブ連合会に対する補
助】
一般事業分
　155,000円＋{＠60円×1,439人}
＝241,340円
特別事業分　722,000円
　広報・加入促進事業
295,000円
　高齢者研修会(町単独)
427,000円
健康づくり事業分 214,000円
　スポーツ普及促進事業
174,000円
　健康と医療に関する講演会
40,000円

【連合会の事務局】
町社会福祉協議会

霊山町

【単位老人クラブに対する補助】
　60歳以上で構成する単位老人ク
ラブの活動に対し補助金を交付す
る。
　15.4.1現在単位老人クラブ数
23クラブ

【補助額】
＠3,000円×23クラブ×12月＝
828,000円

保原町

【単位老人クラブに対する補助】
　60歳以上で構成する単位老人ク
ラブの活動に対し684,000円補助金
を交付する。

【補助額】
　　3,000円×１9クラブ×12月＝
684,000円

梁川町国見町

【単位老人クラブに対する補助】
60歳以上で構成する単位老人クラ
ブの活動に対し1,365,000円の補助
金を交付。

【補助額】
54,600円×25クラブ＝1,365,000円

【単位老人クラブに対する補助】
　60歳以上で構成する単位老人ク
ラブの活動に対し1,167,000円の補
助金を交付する。

【補助額】
　57,000円×20クラブ＝1,140,000
円
　27,000円×１クラブ＝27,000円

伊達町桑折町

【単位老人クラブに対する補助】
　町は老人クラブ連合会の活動に
対してのみ補助金を交付する。
　老人クラブ連合会から単位老人
クラブ（20クラブ）への補助金を
支出。

【補助額】
均等割＠4,000円×12月
会員数割100円
会員増強補助金　加入者一人当た
り1,000円

＊老人クラブ連合会から単位クラ
ブへの補助算出基準



協議第２９号 高齢者福祉事業 先進事例 
 
■登米市 

 １．老人保健福祉計画については、平成 17 年度に見直し平成 18 年度から実施する。

２．配食サービス事業については、利用料金及び利用回数の限度を合併時に統一する。 
 ３．外出支援サービスについては、対象者や利用者負担を合併時に統一する。 
 ４．軽度生活援助事業については、対象者や利用料金を合併時に統一する。 
 ５．介護用品支給事業・老人日常生活用具給付等事業については、対象者や支給内容

を合併時に統一し実施する。 
 ６．敬老祝金については支給年齢を統一し実施するものとし、特別敬老祝金及び敬老

記念品については合併時廃止する。敬老行事については行政区等の単位で開催した

場合、対象者の人数により実施者へ補助を行うものとする。 
 ７．在宅介護支援センターについては、新市において基幹型在宅介護支援センターを

１ヶ所、地域型在宅介護支援センターを９ヶ所以上として運営するものとする。 

 
 
■笛吹市 

 １．介護慰労金支給事業については、年額 60,000 円に統一して実施する。 
２．在宅介護支援センターについては、合併時に統一し実施する。 
３．敬老祝金については、次のとおり統一し実施する。 

75 歳以上 87 歳までは 5,000 円、88 歳以上 99 歳までは 10,000 円、100 歳以上

は 100,000 円とする。なお、新市移行後、高齢化状況を踏まえ検討する。 
４．長寿祝金については、境川村の例による。金額については、合併時に調整する。 
５．国又は県等が定める制度については、現行の実施方法を基準に、新市において調

整して実施する。 
６．敬老会事業については、合併年度は現行のとおり実施し、翌年度以降は統一した

助成方式により実施する。 

 



協議第３０号 
 

   児童福祉事業について 

 
 児童福祉事業について、次のとおり提案する。 
 
   平成１６年５月１３日提出 
 
 
                    伊達７町合併協議会 
                     会 長  池 田 善 治 
 

協定項目２４―１４ 児童福祉事業 

(1)児童館事業は、現行のとおり新市に引き継ぐ。 
(2)放課後児童クラブは、合併後速やかに事業内容を統一し、利用料については

預かり保育との均衡を図り適正な額を定める。 
(3)次世代育成支援地域行動計画については、各町の計画を新市に引き継ぎ、合

併後速やかに策定する。 
 
 



協定項目 関連項目

調整の方針

児童館事業 【概要】
児童センターとして、児童の情操と体
力増進を目的に事業の展開を図る。
【施設概要】
所在地　伊達町字沓形43-1
延面積　232.41m2
集会室2、遊戯室1、静養室1、事務室
1、図書室1、湯沸室1、WC1
【事業概要】
開館時間　午前10時から午後6時30分
休 館 日　日曜日、国民の休日、年末
年始
利用対象　おおむね3歳から中学校3年
生まで
事業・行事
ａ．高齢者と児童のふれあい
ｂ．こどもまつり、しめなわ作り、も
ちつき大会、お話し会、工作教室、
ドッジボール大会、七夕かざり、クリ
スマス会、おやつ作り等
ｃ．ハイキング等
【運営】
社会福祉法人　伊達町社会福祉協議会
(委託)
補助金　補助基本額　国1/3、県1/3

【事業の目的と概要】
　両親が職業を持ち家庭での保育が困
難な児童及び家庭の事情で保育が困難
と認められる児童について放課後、放
課後児童保育を実施する。
【名称・開設場所・定員】
　①こおり子どもクラブ　桑折町字桑
島三2番地7　40名
　②むつあい子どもクラブ　桑折町大
字成田字堰上46番地3　20名
　③はんだ子どもクラブ　桑折町大字
南半田字上田町5番地　30名
【運営】
　(収入)
　①保育料：世帯区分、保育時間に応
じ月額0円～最高5,000円
　②国庫補助金：１児童クラブあたり
788千円（基準額 1,183千円×2/3）
　　　※国庫補助金は、児童クラブの
規模・形態等で異なる
　　　※町一般会計へ繰り入れ
　（支出）
　おやつ代等の実費徴収分以外は、町
一般会計より支出

【目的】
　児童に健全な遊びを与えて、その健
康を増進し、情操を豊かにすることを
目的としている。
【施設概要】
○所在地
　桑折町字桑島三2－7、11
○建物
　鉄骨平屋建　264.99㎡
　事務室、集会室、遊戯室、静養室、
分館
○職員
　館長、児童厚生員2名、代替児童厚
生員4名
【事業内容】
○開設時間
平日　午前9時30分～午後6時30分
土曜日 午前7時30分～午後6時30分
長期休業  午前7時30分～午後6時30分
○休館日
日、祝祭日、年末年始、お盆3日

放課後児童
クラブ

【事業の目的と概要】
  保護者が労働等により昼間家庭にい
ない小学校低学年児童の健全な育成に
資するため、児童福祉法（昭和22年法
律第164号）第34条の7の規定に基づ
き、放課後児童クラブ（以下「児童ク
ラブ」という。）を設置する。

【開設場所、名称及び定員】
　伊達町字沓形43番地1　伊達町児童
館子どもクラブ　60人
　伊達町大字伏黒字土井ノ内42番地
伏黒子どもクラブ　20人

【運営】
　社会福祉法人　伊達町社会福祉協議
会（委託）

①保育料　無料

放課後児童保育料
①生活保護法の規定による保護を受け
ている世帯
　 午後5時30まで0円、午後6時30まで
0円
②前年度町民税非課税世帯
 　午後5時30まで1,000円、午後6時30
まで2,000円
③前年度の町民税課税世帯
　 午後5時30まで1500円、午後6時30
まで3,500円
④前年度の町民税所得割課税世帯
 　午後5時30まで2,000円、午後6時30
まで5,000円

【事業の目的と概要】
  保護者が労働等により昼間家庭にい
ない小学校低学年児童の健全な育成に
資するため、児童福祉法（昭和22年法
律第164号）第34条の7の規定に基づ
き、放課後児童クラブ（以下「児童ク
ラブ」という。）を設置する。
【開設場所】
　国見町大字藤田字観月台　１５番地
【名称】
　国見町観月台子どもクラブ
【定員】
　２0人
【運営】
　ケアワーカー
①保護者負担金
・０円

【事業の目的と概要】
  保護者が労働等により昼間家庭にい
ない小学校低学年児童の健全な育成に
資するため、児童福祉法（昭和22年法
律第164号）第34条の7の規定に基づ
き、放課後児童クラブを設置する。
【開設場所】
　梁川町字元陣内1-2　梁川町児童館
内
　民間の団体等が運営する放課後児童
クラブに対する運営費補助についての
所管は教育委員会
【名称】
　梁川町児童館放課後児童クラブ
【定員】
　なし
【運営】
　梁川町社会福祉協議会（委託）
　堰本放課後児童クラブ（教育委員会
より補助）

【事業の目的と概要】
  保護者が労働等により昼間家庭にい
ない小学校低学年児童の健全な育成に
資するため、児童福祉法（昭和22年法
律第164号）第34条の7の規定に基づ
き、放課後児童クラブ（以下「児童ク
ラブ」という。）を設置する。

【開設場所】
　保原町大泉字大舘７８（保原小学校
内）
　保原町上保原字無苦代内１１（上保
原小学校内）
【名称】
　わくわく保原クラブ
　わくわく上保原クラブ
【運営】
　各クラブの保護者会

【目的】
　霊山町立の小学校に在籍する小学校
低学年児童の
健全育成を推進するために、放課後児
童保育に関する必要な事項を定める事
を目的とする。
【開設場所】
　霊山町大字掛田字高ノ上２
　　　町立掛田小学校空き教室利用
【名称】
　掛田放課後児童クラブ
【対象児童】
　①両親が職業を持ち、家庭での保育
が困難な児童
　②家庭の事情で、家庭での保育が困
難な児童
　③その他健全育成上指導を要する児
童
【事業の実施方法】
　町は、活動に要する設備備品等を整
備し、児童指導員を配置する。また、
保護者、主任児童委員、ボランティア
等の協力を得て、適切な運営に努め
る。
　①費用
　・保育料は、無料。
　・おやつ代、教材費、損害保険料に
ついては、保護者と協議し決定する。

【保護者負担金】
・１７時まで利用の場合－月額2,500
円（長期休業期間・・・5,000円）
・１８時まで利用の場合－月額3,000
円（長期休業期間・・・5,500円）
・生活保護世帯の場合は無料。町税非
課税世帯の場合は半額。

月舘町

①保護者負担金
・児童1人につき月額
　前年度の町民税所得割課税世帯＝
6,000円
　前年度の町民税所得割非課税世帯＝
4,500円
　前年度の町民税非課税世帯＝3,000
円
　生活保護世帯＝0円
・短期保育を利用する場合は、児童1
人については、1日500円とする。

霊山町

【目的】
　幼児・児童・生徒及び親子活動など
の拠点施設として、子どもたちの社会
的・文化的な資質向上と健全育成を図
る。
【施設概要】
.霊山こどもの村児童館
所在地　霊山町大字石田字宝司沢9-1
延面積　611.59㎡（児童館部分）
遊戯室、集会室、展示ロビー、倉庫な
ど
構　造　鉄筋コンクリート
【事業概要】
開館時間　午前9時～午後4：30
休館日　　水曜日、12月１６日～３月
１５日まで休館（原則）
利用対象　幼児及び児童（中学３年生
まで）
【委　託】
社団法人　霊山こどもの村へ事業委託

小学校の空き教室に併設

【事業の目的と概要】
  保護者が労働等により昼間家庭にい
ない小学校低学年児童の健全な育成に
資するため、児童福祉法（昭和22年法
律第164号）第34条の7の規定に基づ
き、小学校放課後児童保育（以下「放
課後児童保育」という。）を設置す
る。
【開設場所】
　月舘町立月舘小学校
【名称】
　つきだて児童クラブ
【定員】
　30人
【運営】
　町

【概要】
梁川町児童館として、児童の情操と体
力増進を目的に事業の展開を図る。
（梁川町社会福祉協議会へ運営委託）
【施設概要】
所在地　梁川町字元陣内1-2
延面積　333.2m2
遊戯室、図書室、相談室
【事業概要】
開館時間　午前8時30分から午後5時
休 館 日　日曜日、休日、年末年始
利用対象　小学校1年生から3年生まで
事業・行事
ａ．遊具による遊びの指導
ｂ．お話し、紙芝居、幻灯、音楽等に
よる指導
ｃ．運動及び遠足等による指導

小学校の空き教室に併設

保原町

【概要】
国見町観月台文化センター２階に児童
館機能を有する児童室を設置し、児童
の健康を増進し情操を豊かにすること
を目的とする。
【施設概要】
所在地　国見町大字藤田字観月台１５
番地
国見町観月台文化センター２階児童室
８４m2
【事業概要】
開館時間　午前９時から午後９時半
休 館 日　毎月第１月曜日、年末年始
事業・行事
ａ．観月台子供クラブ
対象者　放課後児童（小学１年～３
年）
内　容　通常の預かり保育の他、学習
指導やレクリエーション等の各種事業
を実施
ｂ．その他
放課後児童のいない午前中あるいは夏
休み、冬休み等の学校休業日は一般の
乳幼児、児童、子育てサークル等が利
用している。

梁川町国見町伊達町桑折町

児童福祉事業 児童の保育

・児童館事業は、現行のとおり新市に引き継ぐ。
・放課後児童クラブは、合併後速やかに事業内容を統一し、利用料については預かり保育との均衡を図る。



事務事業現況調書

保健・福祉　児童福祉
事務事業番号 事務事業名

1 特別児童扶養手当

課題 調整方針

担 当 課 等

担 当 者 名

例規（根拠となる条
例・規則・要綱等）

会 計 の 種 別

款 ・ 項 ・ 目 ０３民生費 ０２児童福祉費
０１児童福祉総
務費

3　民生費 2　児童福祉費
1　児童福祉総務
費

３民生費 ２児童福祉費
１児童福祉総務
費

3民生費 ２児童福祉費
１児童福祉総務
費

3　民生費 ２　児童福祉費
１児童福祉総務
費

細 目 ・ 細 々 目
０１児童福祉総
務費

11需用費

関 係 団 体 等

使用料･手数料･補助金等

事 業 の 別

電 算 シ ス テ ム 名

電 算 シ ス テ ム の
委 託 業 者 名

電 算 シ ス テ ム の
委 託 金 額

【1事務事業の内容】
1

国の要綱に基づく事業であって、各町
とも内容は同一である。
合併後も進達事務のみ。
課題はない。

存続【事業目的】
  身体、知的又は精神に障害のある児童を監護して
いる者に対して、特別児童扶養手当を支給すること
により、障害児の福祉の増進を図る。

【概要】
○受給資格
  20歳未満で政令で定める障害の状態にある児童を
監護している親、若しくは親に代わってその児童を
養育している方で、所得額が所得制限限度額以下の
者。
○支給期日
  4月、8月、12月に前月までの分を県から支給す
る。（随時払あり）
○支給額
  1級  円（一人当たり月額）
  2級　円（     〃       ）
○該当者
  受給者   １２人

【経費負担】
  事務取扱交付金  ３１６，００４円（平成1４年
度）

【事業目的】
身体、知的又は精神に障害のある児童を監護してい
る者に対して、特別児童扶養手当を支給することに
より、障害児の福祉の増進を図る。
【概要】
・受給資格
20歳未満で政令で定める障害の状態にある児童を監
護している親、若しくは親に代わってその児童を養
育している方で、所得額が所得制限限度額以下の
者。
・支給期日
4月、8月、12月に前月までの分を県から支給する。
（随時払あり）
・支給額
1級　51,100円（一人当たり月額）
2級　34,030円（     〃       ）
・該当者
受給者5人
【経費負担】
事務取扱交付金　8,832円（平成14年度）

月舘町

保健福祉課

斎藤　洋子

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

一般会計

補助金等

県補助事業 国庫補助事業

一般会計

国庫補助事業

一般会計

保原町

健康福祉課

西戸　一枝

霊山町

健康福祉課

橘　留美子

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

【事業目的】
  身体、知的又は精神に障害のある児童を監護して
いる者に対して、特別児童扶養手当を支給すること
により、障害児の福祉の増進を図る。

【概要】
○受給資格
  20歳未満で政令で定める障害の状態にある児童を
監護している親、若しくは親に代わってその児童を
養育している方で、所得額が所得制限限度額以下の
者。
○支給期日
  4月、8月、12月に前月までの分を県から支給す
る。（随時払あり）
○支給額
  1級  51,100円（一人当たり月額）
  2級　34,030円（     〃       ）
○該当者
  受給者   31人

【経費負担】
  事務委託金   45,000円

【事業目的】
  身体、知的又は精神に障害のある児童を監護して
いる者に対して、特別児童扶養手当を支給すること
により、障害児の福祉の増進を図る。

【概要】
○受給資格
  20歳未満で政令で定める障害の状態にある児童を
監護している親、若しくは親に代わってその児童を
養育している方で、所得額が所得制限限度額以下の
者。
○支給期日
  4月、8月、1１月（８月～１１月）に前月までの
分を県から支給する。（随時払あり）
○支給額
  1級  ５１，１００円（一人当たり月額）
  2級　３４，０３０円（     〃       ）

【事業目的】
  身体、知的又は精神に障害のある児童を監護して
いる者に対して、特別児童扶養手当を支給すること
により、障害児の福祉の増進を図る。

【概要】
○受給資格
  20歳未満で政令で定める障害の状態にある児童を
監護している親、若しくは親に代わってその児童を
養育している方で、所得額が所得制限限度額以下の
者。
○支給期日
  4月、8月、11月に前月までの分を県から支給す
る。（随時払あり。１１月支払時は１１月分まで支
給する。）
○支給額
  1級  51，100円（一人当たり月額）
  2級　34，030円（     〃       ）
○該当者
  受給者   8人

【経費負担】
  事務取扱交付金   11,776円（平成14年度実
績。）

梁川町

保健福祉課

氏家　利美

その他

補助金等

国庫補助事業

一般会計

その他

国見町

保健福祉課

大竹　由樹

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

【事業目的】
  身体、知的又は精神に障害のある児童を監護して
いる者に対して、特別児童扶養手当を支給すること
により、障害児の福祉の増進を図る。

【概要】
○受給資格
  20歳未満で政令で定める障害の状態にある児童を
監護している親、若しくは親に代わってその児童を
養育している方で、所得額が所得制限限度額以下の
者。
○支給期日
  4月、8月、12月に前月までの分を県から支給す
る。（随時払あり）
○支給額
  1級  51,550円（一人当たり月額）
  2級　34,330円（     〃       ）
○該当者
  受給者   8人

【経費負担】
  事務取扱交付金   12,072円（平成13年度）。算
出根拠は、取扱件数×単価1,509円

伊達町

保健福祉課

小野　静江、梅津　善幸

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

一般会計

補助金等

県補助事業

桑折町

福祉介護課

佐藤秀樹

特別児童扶養手当法

県への進達事務
【目的】
身体、知的又は精神に障害のある児童を監護してい
る者に対して、特別児童扶養手当を支給することに
より、障害児の福祉の増進を図る。
【内容】
○受給資格
　２０歳未満で政令で定める障害の状態にある児童
を監護している方で、所得額が所得制限限度額以下
の者
○支給日
　4月、8月、11月の各11日に前月までの分(11月は
11月分も)を県から支給する。(随時払あり)
○支給額
　1級　51,100円(1人当たり月額)
　2級　34,030円(1人当たり月額)
○該当者
　受給者　15人
【経費負担】
事務取扱交付金　25,024円
【事務手順】
町の事務
・認定請求書等の受付、県への提出
・各変更届の受付、県への報告
・現況届の受付、県への提出
・各通知等、受給者への送付

一般会計

その他

シート名：E-2-2-1-000



事務事業現況調書

保健・福祉　児童福祉
事務事業番号 事務事業名

1 特別児童扶養手当

課題 調整方針

担 当 課 等

担 当 者 名

例規（根拠となる条
例・規則・要綱等）

会 計 の 種 別

款 ・ 項 ・ 目 ０３民生費 ０２児童福祉費
０１児童福祉総
務費

3　民生費 2　児童福祉費
1　児童福祉総務
費

３民生費 ２児童福祉費
１児童福祉総務
費

3民生費 ２児童福祉費
１児童福祉総務
費

3　民生費 ２　児童福祉費
１児童福祉総務
費

細 目 ・ 細 々 目
０１児童福祉総
務費

11需用費

関 係 団 体 等

使用料･手数料･補助金等

事 業 の 別

電 算 シ ス テ ム 名

電 算 シ ス テ ム の
委 託 業 者 名

電 算 シ ス テ ム の
委 託 金 額

【1関連項目】
1

桑折町

福祉介護課

佐藤秀樹

特別児童扶養手当法

一般会計

その他 県補助事業

【経費負担】
  事務取扱交付金   12,072円（平成13年度）。算
出根拠は、取扱件数×単価1,509円

伊達町

保健福祉課

小野　静江、梅津　善幸

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

一般会計

補助金等

国見町

保健福祉課

大竹　由樹

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

その他

補助金等

国庫補助事業

一般会計

その他

梁川町

保健福祉課

氏家　利美

（名称）　「特別児童扶養手当事務取扱交付金（市
町村分）」

（目的・内容）国は、政令の定めるところにより、
市町村に事務の一部を委託し、その事務処理に必要
な費用を交付する。

（金額）受給者１人当たり「1,472」円を交付す
る。

保原町

健康福祉課

西戸　一枝

霊山町

健康福祉課

橘　留美子

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

一般会計 一般会計

補助金等

県補助事業 国庫補助事業

一般会計

月舘町

保健福祉課

斎藤　洋子

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

【特別児童扶養手当】
　事務取扱交付金
　　　１７，６６４円　　１２名分
   (平成１５年度）

国庫補助事業

シート名：E-2-2-1-000関連



事務事業現況調書

保健・福祉　児童福祉
事務事業番号 事務事業名

2 児童手当

課題 調整方針

担 当 課 等

担 当 者 名

例規（根拠となる条
例・規則・要綱等）

会 計 の 種 別

款 ・ 項 ・ 目 ０３民生費 ０２児童福祉費 ０２児童措置費 3 2 2 ３．民生費 ２．児童福祉費 ４．児童措置費 03民生費 02児童福祉費 02児童措置費 3民生費 ２児童福祉費 ３児童措置費 3 2児童福祉費 4児童措置費 3　民生費 2　児童福祉費 2　児童措置費

細 目 ・ 細 々 目
０１児童手当措
置費

２０．扶助費
001児童手当支
給事業費

1　児童措置費

関 係 団 体 等

使用料･手数料･補助金等

事 業 の 別

電 算 シ ス テ ム 名

電 算 シ ス テ ム の
委 託 業 者 名

電 算 シ ス テ ム の
委 託 金 額

【2事務事業の内容】
1

国の制度であり、事務手続きに課題は
ないが、電算システム及び委託業者が
ばらばらで統一が必要

存続
ただし電算システムの統一が必要（電
算分科会においての協議）

【2事務事業の内容】
2

【概要】
　児童を養育している方に手当を支給することによ
り家庭における生活安定に寄与するとともに、次代
の社会を担う児童の健全育成及び資質の向上に資す
ることを目的とする。

【しくみ】
◎支給対象
　　児童手当等は、6歳到達後最初の3月31日までの
あいだにある児童（義務教育就学前の児童を養育し
ている方に支給。
◎支給額
　　第１子　5,000円（月額）
　　第２子　5,000円（月額）
　　第３子10,000円（月額）
◎支払時期
　　原則として、毎年2月、6月、10月に支給【それ
ぞれの月の前月分まで）
◎所得制限
　　有り（一定の控除があり、限度額は年によって
変更されることがある）
◎手当の種類（児童手当法上の区分）
　《3歳未満の児童》
①児童手当
②特例給付（法附則第6条給付）ー
　 厚生年金の加入している方
《3歳以上就学前の児童》
①就学前特例給付（法附則第7条給付）ー
　 ３歳未満の児童手当に相当
②就学前特例給付（法附則第8条給付）－
　 3歳未満の特例給付に相当

【概要】
児童を養育している方に手当を支給することにより
家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代
の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資
することを目的とする。
【しくみ】
◎支給対象
児童手当等は、6歳到達後最初の3月31日までの間に
ある児童（義務教育就学前の児童を養育している方
に支給）
◎支給額
第1子　5,000円（月額）
第2子　5,000円（月額）
第3子以降　10,000円（月額）
◎支払時期
原則として、毎年2月、6月、10月に支給（それぞれ
の月の前月分まで）
◎所得制限
有り（一定の控除があり、限度額は年によって変更
されることがある）
◎手当の種類（児童手当法上の区分）
《3歳未満の児童》
①児童手当
②特例給付（法附則第6条給付）－
厚生年金に加入している方
《3歳以上就学前の児童》
①就学前特例給付（法附則第7条給付）－
3歳未満の児童手当（非被用者）に相当
②就学前特例給付（法附則第8条給付）－
3歳未満の児童手当（被用者）、特例給付に相当
【平成15年度予算額】
14,944千円

月舘町

保健福祉課

安藤　勝宏

児童手当法･
月舘町児童手当支給規則

一般会計

補助金等

国庫補助事業、県補助事業

3　補助経常

国庫補助事業、県補助事業

一般会計

国庫補助事業、県補助事業

一般会計

保原町

健康福祉課

塩崎　誉志子

霊山町

健康福祉課

齋藤　智子

霊山町児童手当支給規則･
霊山町児童手当事務取扱要綱

1,153,173円

【概要】
　児童を養育している方に手当を支給することによ
り家庭における生活の安定に寄与するとともに、次
代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に
資することを目的とする。

【しくみ】
◎支給対象
　児童手当等は、6歳到達後最初の3月31日までの間
にある児童（義務教育就学前の児童）を養育してい
る方に支給。
◎支給額
　第1子　5,000円（月額）
　第2子　5,000円（月額）
　第3子 10,000円（月額）
◎支払時期
　原則として、毎年2月、6月、10月に支給（それぞ
れの月の前月分まで）
◎所得制限
　有り（一定の控除があり、限度額は年によって変
更されることがある）
◎手当の種類（児童手当法上の区分）
《3歳未満の児童》
①児童手当
②特例給付（法附則第6条給付）－
　厚生年金に加入している方
《3歳以上就学前の児童》
①就学前特例給付（法附則第7条給付）－
　3歳未満の児童手当に相当
②就学前特例給付（法附則第8条給付）－
　3歳未満の特例給付に相当

児童手当システム

ＦＣＣ

【概要】
　児童を養育している方に手当を支給することによ
り家庭における生活の安定に寄与するとともに、次
代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に
資することを目的とする。

【しくみ】
◎支給対象
　児童手当等は、6歳到達後最初の3月31日までの間
にある児童（義務教育就学前の児童を養育している
方に支給。
◎支給額
　第1子　5,000円 （月額）
　第2子　5,000円（月額）
　第3子 10,000円（月額）
◎支払時期
　原則として、毎年2月、6月、10月に支給（それぞ
れの月の前月分まで）
◎所得制限
　有り（一定の控除があり、限度額は年によって変
更されることがある）
◎手当の種類（児童手当法上の区分）
《3歳未満の児童》
①児童手当
②特例給付（法附則第6条給付）－
　厚生年金に加入している方
《3歳以上就学前の児童》
①就学前特例給付（法附則第7条給付）－
　3歳未満の児童手当に相当
②就学前特例給付（法附則第8条給付）－
　3歳未満の特例給付に相当

【概要】
　児童を養育している方に手当を支給することによ
り家庭における生活の安定に寄与するとともに、次
代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に
資することを目的とする。

【しくみ】
◎支給対象
　児童手当等は、6歳到達後最初の3月31日までの間
にある児童（義務教育就学前の児童を養育している
方に支給。）
◎支給額
　第1子　  5,000円（月額）
　第2子　　5,000円（月額）
　第3子  10,000円（月額）
◎支払時期
　原則として、毎年2月、6月、10月に支給（それぞ
れの月の前月分まで）
◎所得制限
　有り（一定の控除があり、限度額は年によって変
更されることがある）
◎手当の種類（児童手当法上の区分）
《3歳未満の児童》
①児童手当
②特例給付（法附則第6条給付）－
　厚生年金等に加入している方
《3歳以上就学前の児童》
①就学前特例給付（法附則第7条給付）－
　3歳未満の児童手当に相当
②就学前特例給付（法附則第8条給付）－
　3歳未満の特例給付に相当

梁川町

保健福祉課

氏家　利美

梁川町児童手当支給規則･
梁川町児童手当事務取扱要領

一般会計

補助金等

国庫補助事業

一般会計

国庫補助事業、県補助事業

１５．児童手当 03補助経常

国見町

保健福祉課

大竹　由樹

児童手当法･
国見町児童手当事務取扱要領･
国見町児童手当支給規則

【概要】
　児童を養育している方に手当を支給することによ
り家庭における生活の安定に寄与するとともに、次
代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に
資することを目的とする。

【しくみ】
◎支給対象
　児童手当等は、6歳到達後最初の3月31日までの間
にある児童（義務教育就学前の児童を養育している
方に支給。
◎支給額
　第1子　5,000（月額）
　第2子　5,000（月額）
　第3子 10,000（月額）
◎支払時期
　原則として、毎年2月、6月、10月に支給（それぞ
れの月の前月分まで）
◎所得制限
　有り（一定の控除があり、限度額は年によって変
更されることがある）
◎手当の種類（児童手当法上の区分）
《3歳未満の児童》
①児童手当
②特例給付（法附則第6条給付）－
　厚生年金に加入している方
《3歳以上就学前の児童》
①就学前特例給付（法附則第7条給付）－
　3歳未満の児童手当に相当
②就学前特例給付（法附則第8条給付）－
　3歳未満の特例給付に相当

伊達町

保健福祉課

小野　静江、梅津善幸

児童手当法･
伊達町児童手当事務取扱規程･
児童手当支給及び支払に関する規則

一般会計

国庫補助事業

株式会社電算

委託料89,000円、機器借上料61,000円

桑折町

福祉介護課

佐藤秀樹

児童手当法･
桑折町児童手当事務取扱要領･
桑折町児童手当支給規則

【目的】
　児童を監護している方に手当を支給することによ
り、家庭における生活の安定に寄与するとともに、
次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上
に資することを目的とする。
【内容】
○支給対象
　6歳到達後最初の3月31日までの間にある児童
【3歳以上は、就学前特例給付として支給)
　所得制限あり
○支給額
　第1子　月額5,000円
　第2子　月額5,000円
　第3子以降　月額10,000円
○支給日
　原則として、毎年2月、6月、10月の各5日(それぞ
れの月の前月分まで)随時払あり。
○手当の種類(児童手当法上の区分)
〈3歳未満〉
 ①児童手当
 ②特例給付(法附則第６条給付)
　厚生年金加入者で所得制限により児童手当を受
　けられない者
〈3歳以上就学前の児童〉
　①就学前特例給付(法附則第７条給付)
　3歳未満の児童手当に相当
　②就学前特例給付(法附則第８条給付)
　3歳未満の特例給付に相当
【財源内訳】
　・国庫負担金　30,021,832円(平成14年度)
　・県負担金　　 　5,164,082円(平成14年度)
　・事務費交付金　 844,695円(平成14年度)
【支払件数】
　平成15年6月支払件数
　児童手当　275件
　就学前　 　268件

一般会計

国庫補助事業

MCWEL(児童手当システム) 児童手当システム

㈱エフコム

【財源内訳】
・国庫負担金
  26,661,165円(14年度交付額）

・県負担金
  4,341,915円（　　　〃　　　　　　）
・事務費交付金　　1,202,521円(14年度精算交付申
請額→特別事情分(443,625円）含む）

【歳出－扶助費】
　・被用者児童手当        　　 11,500,000円
　（平成15年度見込み）　5,000円×1,570件、
10,000円×365件
　・非被用者児童手当      　　　4,000,000円
　（　　　〃　　　　）　　　　　5,000円×600
件、10,000円×100件
　・特例給付　　　　　　　　 　　　2,000,000円
　（　　　〃　　　　）　　　　　5,000円×280
件、10,000円×60件
　・被用者就学前特例給付   　14,550,000円
　（　　　〃　　　　）　　　　　5,000円×2,250
件、10,000円×330件
　・非被用者就学前特例給付  　4,450,000円
　（　　　〃　　　　）　　　　　5,000円×630
件、10,000円×130件

【支払件数】
  定期月　約368件(15年度6月支払時点）
11,395,000円

【財源内訳】
・国庫負担金
  25,061,000円(15年度概算交付申請額）

・県負担金
   4,389,500円（　　　　　　　〃　　　　　　）
・事務費交付金　　744,440円(14年度精算交付申請
額(特別事情分含む)）

【歳出－扶助費】
　・被用者児童手当               9,690,000円
　（平成15年度見込み）※146人×12月分
　・非被用者児童手当            2,970,000円
　（　　　〃　　　　）※39×12月分
　・特例給付　　　　　　　　          720,000
円
　（　　　〃　　　　）※10人×12月分
　・被用者就学前特例給付    15,570,000円
　（　　　〃　　　　）※228人×12月分
　・非被用者就学前特例給付  4,890,000円
　（　　　〃　　　　）※67人×12月分

【支払件数】
  定期月　432件(15年度6月支払時点）

シート名：E-2-2-2-000



事務事業現況調書

保健・福祉　児童福祉
事務事業番号 事務事業名

2 児童手当

課題 調整方針

担 当 課 等

担 当 者 名

例規（根拠となる条
例・規則・要綱等）

会 計 の 種 別

款 ・ 項 ・ 目 ０３民生費 ０２児童福祉費 ０２児童措置費 3 2 2 ３．民生費 ２．児童福祉費 ４．児童措置費 03民生費 02児童福祉費 02児童措置費 3民生費 ２児童福祉費 ３児童措置費 3 2児童福祉費 4児童措置費 3　民生費 2　児童福祉費 2　児童措置費

細 目 ・ 細 々 目
０１児童手当措
置費

２０．扶助費
001児童手当支
給事業費

1　児童措置費

関 係 団 体 等

使用料･手数料･補助金等

事 業 の 別

電 算 シ ス テ ム 名

電 算 シ ス テ ム の
委 託 業 者 名

電 算 シ ス テ ム の
委 託 金 額

【2関連項目】
1

【2関連項目】
1

【財源内訳】
・国庫負担金
　21,552,000円（平成15年度概算交付申請額）

・県負担金
　3,574,000円（平成15年度概算交付申請額）
・事務費交付金　　295,704円（平成14年度精算交
付申請額）

【歳出ー扶助費】
①第1子及び第２子児童数
②第３子以降児童数
・被用者児童手当（平成15年度見込み）
　①　1,395名×　5,000円＝6,975,000
　②　　240名× 10,000円＝2,400,000
                              計　9,375,000
・非被用者児童手当（平成15年度見込み）
　①　　375名×　5,000円＝1,875,000
  ②　　110名×10,000円＝1,100,000
                             計　2,975,000
・特例給付（平成15年度見込み）
　①　　　90名×　5,000円＝　450,000
  ②　　　20名×10,000円＝　200,000
                              計　　650,000
・被用者就学前特例給付（平成15年度見込み）
　（被用者相当分）
　①　1,395名×　5,000円＝6,975,000
  ②　　300名×10,000円＝3,000,000
                             計　9,975,000
　（特例給付分）
　①　　150名×　5,000円＝　750,000
  ②　　　40名×10,000円＝　400,000
                              計　1,150,000
・非被用者就学前特例給付（平成15年度見込み）
　①　　540名×　5,000円＝2,700,000
　②　　190名×10,000円＝1,900,000
                             計　4,600,000

【支払件数】
　定期月　1,515件（平成15年度6月支払時点）

月舘町

保健福祉課

安藤　勝宏

児童手当法･
月舘町児童手当支給規則

一般会計

補助金等

国庫補助事業、県補助事業

3　補助経常

国庫補助事業、県補助事業

一般会計

国庫補助事業、県補助事業

一般会計

保原町

健康福祉課

塩崎　誉志子

霊山町

健康福祉課

齋藤　智子

霊山町児童手当支給規則･
霊山町児童手当事務取扱要綱

1,153,173円

児童手当システム

ＦＣＣ

（名称）児童手当交付金

（内容）児童手当法の第１９条第１項の規定によ
り、下記のとおり費用を負担する
　・被用者児童手当　　　事業主　7/10、国
2/10、県 0.5/10、町 0.5/10
  ・非被用者児童手当　　　国　4/6、県　1/6、町
1/6
  ・特　例　給　付　　　事業主　10/10
　・被用者就学前特例給付　　　国　4/6、県
1/6、町　1/6
　・非被用者就学前特例給付　　　国　4/6、県
1/6、町　1/6

梁川町

保健福祉課

氏家　利美

梁川町児童手当支給規則･
梁川町児童手当事務取扱要領

一般会計

補助金等

国庫補助事業

一般会計

国庫補助事業、県補助事業

１５．児童手当 03補助経常

国見町

保健福祉課

大竹　由樹

児童手当法･
国見町児童手当事務取扱要領･
国見町児童手当支給規則

伊達町

保健福祉課

小野　静江、梅津善幸

児童手当法･
伊達町児童手当事務取扱規程･
児童手当支給及び支払に関する規則

一般会計

国庫補助事業

株式会社電算

委託料89,000円、機器借上料61,000円

桑折町

福祉介護課

佐藤秀樹

児童手当法･
桑折町児童手当事務取扱要領･
桑折町児童手当支給規則

一般会計

国庫補助事業

MCWEL(児童手当システム) 児童手当システム

㈱エフコム

（名称）児童手当事務取扱交付金

（内容）児童手当法の第１９条第２項の規定によ
り、市町村に対し、児童手当の事務の処理に必要な
費用を負担する。
　

シート名：E-2-2-2-000関連



事務事業現況調書

保健・福祉　児童福祉
事務事業番号 事務事業名

3 子育て支援事業

課題 調整方針

担 当 課 等

担 当 者 名

例規（根拠となる条

例・規則・要綱等）

会 計 の 種 別

款 ・ 項 ・ 目 03民生費 02児童福祉費 06児童館費 ９教育費 ５社会教育費
１社会教育総務

費
４衛生費 １保健衛生費

４母子保健事業

費

細 目 ・ 細 々 目
01児童館管理運

営費

関 係 団 体 等

使用料･手数料･補助金等

事 業 の 別

電 算 シ ス テ ム 名

電 算 シ ス テ ム の

委 託 業 者 名

電 算 シ ス テ ム の

委 託 金 額

【3事務事業の内容】

1

・未実施…３町（国見、梁川、月舘）

・実施…４町（桑折、伊達、保原、霊

山）

・款、項、目

　保原…衛生費・母子保健事業

　伊達…教育費・社会教育総務費

　桑折…民生費・児童館費

・事業の別

　県補助事業…桑折

　単独市町村事業…伊達、保原

・活動内容

　児童館で実施…桑折、伊達

　公民館で実施…伊達

　地区で開催…伊達

・サークル活動支援…保原（情報交

換、広報）

○課題

・内容について調整

・子育て支援センターとの関わりもあ

り事業の調整が必要

存続

母親クラブの育成等各種子育て支援事

業の継続実施

シート削除

【3事務事業の内容】

2

【3事務事業の内容】

3

☆ふれあいルーム開放☆

【目的】

　子どもや子育て中の保護者の交流ができ、仲間づ

くりの場のため。

【内容】

　毎週木曜日　午前10時～午後5時

　児童民生員が月1～2回来て、遊びを一緒にしてい

る。

【周知方法】

　広報に日程を掲載。健診時、転入児が来所したと

きに紹介。

☆事故防止体制の整備☆

【目的】

　子どもの発達段階に応じた事故防止法や救急法を

普及啓発し、乳幼児の事故を未然に防ぐため。

【内容】

　①健診時に事故防止パンフレットの配布

　②育児サークルにて事故防止の講習会開催

　③育児サークル、育児アンケートなどからの情報

収集をし、担当課へ報告

　

☆広報活動☆

【目的】

　妊娠・出産・育児の情報が得られ、保護者が安心

して育児ができるようにするため。

　また、住民の育児に対する関心を高め、地域で子

育てを支えあえるようにするため。

【内容】

　①広報誌：毎月保健だよりに母子保健事業のお知

らせや育児情報を掲載している。

　②保原町ホームページ：ホームページに母子保健

事業のお知らせを掲載している。

　③育児伝言板：保健センター内に設置。

　④育児情報誌：育児サークルネット内で情報を出

し合い、作成中。

☆育児サークル支援☆

【目的】

　育児仲間づくりや交流、情報交換などをしながら

育児を楽しんでいくために支援している。また、育

児サークル活動がより活性化するため。

【内容】

　町育児サークル（７つ）の運営、企画の相談（必

要時）

　育児サークル内での学習会（保健師、栄養士、歯

科衛生士、図書委員など）

☆育児サークルネットワーク（育児サークルリー

ダー連絡会）☆

【目的】

　各サークル活動をさらに活性化するためにサーク

ル間の交流や情報交換をしていき、そのことをとお

して各サークル間のつながりを強め、子育てを仲間

とともに楽しんでいけるよなネットワークづくり。

また、さらに、地域での子育てについて考え、仲間

で支えあっていけるように進めていく。

【内容】

　メンバー：母子保健連絡協議会委員、各サークル

代表者

　開催日：2ヶ月に一回

　協議内容：サークル活動の情報交換、交流会やイ

ベントの企画、情報誌の検討など

その他

○桑折母親クラブ

【目的】

母親相互の連携並びに情報の交換を行ない、家庭児

童の福祉向上に資することを目的とする。

【内容】

①対象者

　桑折町の母親及び賛同者

②事務局及び活動場所

　桑折町児童館

③活動内容

　親子散歩、おはなし会、子育てマップ作成等

【財源内訳】

・会費　1人300円

・町より　20,000円(うち126,000円県補助)

○子育て支援センター

保育所の子育て支援センターに記入。

一般会計

補助金等

県補助事業

桑折町

福祉介護課

佐藤秀樹

【目的】

　保護者が子育てネットワーカーとともに家庭教育

についての認識を深め、子どもと親が共に子育てに

ついて実践に結びつけることにより健やかな子ども

の育成と地域連携を深める。

　保護者同士の交流を深めることにより、子育てや

家庭教育についての情報交換を推進する。

【主な事業】

　・子育てひろばの開催

　　　地区開催　　　　４クラス　　４０回

　　　　　　　　　　　東　公民館　　１０回

　　　　　　　　　　　児童館　　　　 ３０回

　　　合同開催　　　　　　　　　　　　５回

　　　　 １歳～４歳を対象

　　ネットワーカー　　１３名

　

　・子育て支援センター（平成１５年度より）

　　　 子育て教育に関する相談窓口として東公民

館に開設

　　　 時　 間　　９時～１７時

　　　 開設日    月曜日から金曜日

伊達町

社会教育課

岡崎　孝司

子育てひろば実施要項

一般会計

単独市町村事業

国見町 梁川町 保原町

健康福祉課

長沢　弘美

母子保健法･

保原町すこやか子育てプラン

霊山町

健康福祉課

橘　留美子

単独市町村事業

一般会計

【事業の目的と概要】

　未入園児のお子さんを対象に、子ども同士の関わ

りや親同士の交流を深め、子育ての手助けをする。

【内容】

　・実施日　月曜日：０歳児

             時間　１０：００～１１：００

　　　　　　　水曜日～金曜日　１歳以上

           　 時間　１０：００～１１：３０

　・保育料　無料

　・教材費　　　　　　円

　・保険料

月舘町

その他

シート名：E-2-2-3-000



事務事業現況調書

保健・福祉　児童福祉
事務事業番号 事務事業名

3 子育て支援事業

課題 調整方針

担 当 課 等

担 当 者 名

例規（根拠となる条
例・規則・要綱等）

会 計 の 種 別

款 ・ 項 ・ 目 03民生費 02児童福祉費 06児童館費 ９教育費 ５社会教育費
１社会教育総務
費

４衛生費 １保健衛生費
４母子保健事業
費

細 目 ・ 細 々 目
01児童館管理運
営費

関 係 団 体 等

使用料･手数料･補助金等

事 業 の 別

電 算 シ ス テ ム 名

電 算 シ ス テ ム の
委 託 業 者 名

電 算 シ ス テ ム の
委 託 金 額

【3関連項目】
1

桑折母親クラブ
【目的】
母親相互の連携並びに情報の交換を行ない、家庭児
童の福祉向上に資することを目的とする。
【内容】
①対象者
　桑折町の母親及び賛同者
②事務局及び活動場所
　桑折町児童館
③活動内容
　親子散歩、おはなし会、子育てマップ作成等
【財源内訳】
・会費　1人300円
・町より　20,000円(うち126,000円県補助)

桑折町

福祉介護課

佐藤秀樹

一般会計

補助金等

県補助事業 単独市町村事業

伊達町

社会教育課

岡崎　孝司

子育てひろば実施要項

一般会計

国見町 梁川町 保原町

健康福祉課

長沢　弘美

母子保健法･
保原町すこやか子育てプラン

霊山町

健康福祉課

橘　留美子

一般会計

その他

その他

月舘町

単独市町村事業

シート名：E-2-2-3-000関連



事務事業現況調書

保健・福祉　児童福祉
事務事業番号 事務事業名

4 児童館

課題 調整方針

担 当 課 等

担 当 者 名

例規（根拠となる条
例・規則・要綱等）

会 計 の 種 別

款 ・ 項 ・ 目 ０３民生費 02児童福祉費 06児童館費 3　民生費 2　児童福祉費
1　児童福祉総務
費

03民生費 02児童福祉費
01児童福祉総務
費

細 目 ・ 細 々 目
０１児童館管理
運営費

004児童館運営委
託事業費

関 係 団 体 等

使用料･手数料･補助金等

事 業 の 別

電 算 シ ス テ ム 名

電 算 シ ス テ ム の
委 託 業 者 名

電 算 シ ス テ ム の
委 託 金 額

【4事務事業の内容】
1

・児童館を設置していない　３町
　国見、保原、月舘
・設置町（４町）
　運営委託…伊達、霊山、梁川
　直営…桑折

○課題
　・運営委託、直営の調整
　・開館時間、休館日の調整

・合併までに伊達町・梁川町の例によ
り調整
・社団法人霊山こどもの村の事業委託
については検討を要する。

存続
合併時社協委託により事業を存続し、
五年以内に未設置地区の解消を図る

【目的】
　児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、
情操を豊かにすることを目的としている。
【施設概要】
○所在地
　桑折町字桑島三2－7、11
○建物
　鉄骨平屋建　264.99㎡
　事務室、集会室、遊戯室、静養室、分館
○職員
　館長、児童厚生員2名、代替児童厚生員4名
【事業内容】
○開設時間
　平日　　　　午前9時30分～午後6時30分
　土曜日　 　 午前7時30分～午後6時30分
　長期休業　  午前7時30分～午後6時30分
○休館日
　日、祝祭日、年末年始、お盆3日
○活動内容
  ①放課後児童保育
　対象　放課後児童(小学1～3年生】
　※平成15年7月31日現在　46名
　内容　通常の預かり保育に加え、交通安全教室、
避難訓練、遠足、施設見学、誕生会、クリスマス会
等各種行事を行っている。
　②その他
　放課後児童のいない午前中、任意で乳幼児をもつ
母と子及び母親クラブ等各種団体が利用している。

桑折町

福祉介護課

佐藤秀樹

桑折町児童館設置条例･
桑折町児童館条例施行規則･
桑折町児童館運営管理規程･
桑折町児童館運営委員会要綱

一般会計

使用料・手数料

国庫補助事業 国庫補助事業

【概要】
　児童センターとして、児童の情操と体力増進を目
的に事業の展開を図る。

【施設概要】
　所在地　伊達町字沓形43-1
　延面積　232.41m2
　　　　　集会室2、遊戯室1、静養室1、事務室1、
          図書室1、湯沸室1、WC1

【事業概要】
　開館時間　午前10時から午後6時30分
　休 館 日　日曜日、国民の休日、年末年始
　利用対象　おおむね3歳から中学校3年生まで
　事業・行事
　　ａ．高齢者と児童のふれあい
　　ｂ．こどもまつり、しめなわ作り、もちつき
　　　　大会、お話し会、工作教室、ドッジボー
　　　　ル大会、七夕かざり、クリスマス会、お
　　　　やつ作り等
　　ｃ．ハイキング等

　【運営】
　　社会福祉法人　伊達町社会福祉協議会(委託)
 
　　補助金
　　　　　補助基本額　国1/3、県1/3
　　H15予算
　　　　　児童館運営委託料　3,930,000円

伊達町

保健福祉課

小野　静江、梅津 善幸

伊達町児童館条例･

一般会計

公共的団体

国見町

一般会計

国庫補助事業、県補助事業

梁川町

保健福祉課

氏家　利美

梁川町児童館運営管理規程

保原町

【概要】
　梁川町児童館として、児童の情操と体力増進を目
的に事業の展開を図る。（梁川町社会福祉協議会へ
運営委託）

【施設概要】
　所在地　梁川町字元陣内1-2
　延面積　333.2m2
　　　　　遊戯室、図書室、相談室

【事業概要】
　開館時間　午前8時30分から午後5時
　休 館 日　日曜日、休日、年末年始
　利用対象　小学校1年生から3年生まで
　事業・行事
　　ａ．遊具による遊びの指導
　　ｂ．お話し、紙芝居、幻灯、音楽等による指導
　　ｃ．運動及び遠足等による指導

霊山町

健康福祉課

齋藤　義則

霊山こどもの村児童館設置条例

単独市町村事業、他団体への委託事業

一般会計

月舘町

【目的】
　幼児・児童・生徒及び親子活動などの拠点施設と
して、子どもたちの社会的・文化的な資質向上と健
全育成を図る。

【施設概要】
　1.霊山こどもの村児童館
　　所在地　霊山町大字石田字宝司沢9-1
　　延面積　611.59㎡（児童館部分）
　　　　　　遊戯室、集会室、展示ロビー、倉庫な
ど
　　構　造　鉄筋コンクリート

【事業概要】
　開館時間　午前9時～午後4：30
　休館日　　水曜日、12月１６日～３月１５日まで
休館（原則）
　利用対象　幼児及び児童（中学３年生まで）

【委　託】
　社団法人　霊山こどもの村へ事業委託

03補助経常

シート名：E-2-2-4-000



事務事業現況調書

保健・福祉　児童福祉
事務事業番号 事務事業名

4 児童館

課題 調整方針

担 当 課 等

担 当 者 名

例規（根拠となる条
例・規則・要綱等）

会 計 の 種 別

款 ・ 項 ・ 目 ０３民生費 02児童福祉費 06児童館費 3　民生費 2　児童福祉費
1　児童福祉総務
費

03民生費 02児童福祉費
01児童福祉総務
費

細 目 ・ 細 々 目
０１児童館管理
運営費

004児童館運営委
託事業費

関 係 団 体 等

使用料･手数料･補助金等

事 業 の 別

電 算 シ ス テ ム 名

電 算 シ ス テ ム の
委 託 業 者 名

電 算 シ ス テ ム の
委 託 金 額

【4関連項目】
1

放課後児童保育料
①生活保護法の規定による保護を受けている世帯
　 午後5時30まで0円、午後6時30まで0円
②前年度町民税非課税世帯
 　午後5時30まで1,000円、午後6時30まで2,000円
③前年度の町民税課税世帯
　 午後5時30まで1500円、午後6時30まで3,500円
④前年度の町民税所得割課税世帯
 　午後5時30まで2,000円、午後6時30まで5,000円

桑折町

福祉介護課

佐藤秀樹

桑折町児童館設置条例･
桑折町児童館条例施行規則･
桑折町児童館運営管理規程･
桑折町児童館運営委員会要綱

一般会計

使用料・手数料

国庫補助事業 国庫補助事業

【伊達町社会福祉協議会】
　地域住民が健康で明るい生活をおくるため、住民
自身が参加して、お互いに話し合い、福祉の向上を
図ろうとする社会福祉事業法で定められた民間の団
体で、行政や各種福祉団体と協力し自主的な社会福
祉活動を行っている。
 
　　補助金
　　　　　補助基本額　国1/3、県1/3
　　H15予算
　　　　　児童館運営委託料　3,930,000円

伊達町

保健福祉課

小野　静江、梅津 善幸

伊達町児童館条例･

一般会計

公共的団体

国見町

一般会計

国庫補助事業、県補助事業

梁川町

保健福祉課

氏家　利美

梁川町児童館運営管理規程

保原町 霊山町

健康福祉課

齋藤　義則

霊山こどもの村児童館設置条例

単独市町村事業、他団体への委託事業

一般会計

月舘町

03補助経常

シート名：E-2-2-4-000関連



事務事業現況調書

保健・福祉　児童福祉
事務事業番号 事務事業名

5 放課後児童クラブ

課題 調整方針

担 当 課 等

担 当 者 名

例規（根拠となる条
例・規則・要綱等）

会 計 の 種 別

款 ・ 項 ・ 目 09教育費 01教育総務費
03子育て支援事
業費

3　民生費 2　児童福祉費
1　児童福祉総務
費

3.民生費 ２．児童福祉費
１．児童福祉総
務費

03民生費 02児童福祉費
01児童福祉総務
費

３　民生費 ２　児童福祉費
１　児童福祉総
務費

3　　民生費 2　　児童福祉費 1児童福祉総務費 ９　教育費 １　教育総務費
６　放課後児童
対策費

細 目 ・ 細 々 目
01子育て支援事
業費

１１．需用費
004児童館運営委
託事業費

１　放課後児童
対策費

関 係 団 体 等

使用料･手数料･補助金等

事 業 の 別

電 算 シ ス テ ム 名

電 算 シ ス テ ム の
委 託 業 者 名

電 算 シ ス テ ム の
委 託 金 額

【5事務事業の内容】
1

・例規、要綱の統一
・国県補助事業の調整
・事業実施形態（事業主体や委託及び
補助など）及び内容の統一または調整
・入所対象児童（児童福祉法）年齢の
統一
・保育料（保護者負担金）の統一
・施設環境の統一または調整
・サービス（保育日・時間・おやつ・
児童の送迎など）の統一または調整

合併時に再編（規則、要綱の整備）

合併後速やかに事業内容を統一し、利
用料については、預かり保育との均衡
を図る

【事業の目的と概要】
　両親が職業を持ち家庭での保育が困難な児童及び
家庭の事情で保育が困難と認められる児童について
放課後、放課後児童保育を実施する。

【名称・開設場所・定員】
　①こおり子どもクラブ　桑折町字桑島三2番地7
40名
　②むつあい子どもクラブ　桑折町大字成田字堰上
46番地3　20名
　③はんだ子どもクラブ　桑折町大字南半田字上田
町5番地　30名

【運営】
　(収入)
　①保育料：世帯区分、保育時間に応じ月額0円～
最高5,000円
　②国庫補助金：１児童クラブあたり788千円（基
準額 1,183千円×2/3）
　　　※国庫補助金は、児童クラブの規模・形態等
で異なる
　　　※町一般会計へ繰り入れ
　（支出）
　おやつ代等の実費徴収分以外は、町一般会計より
支出

桑折町

学校教育課

佐久間　健司

こおり子どもクラブ管理運営要綱･
むつあい子どもクラブ管理運営要綱･
はんだ子どもクラブ管理運営要綱･
こおり子どもクラブ保護者会規約･
むつあい子どもクラブ保護者会規約･
はんだ子どもクラブ保護者会規約

一般会計

国庫補助事業 県補助事業

【事業の目的と概要】
  保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校低
学年児童の健全な育成に資するため、児童福祉法
（昭和22年法律第164号）第34条の7の規定に基づ
き、放課後児童クラブ（以下「児童クラブ」とい
う。）を設置する。

【開設場所、名称及び定員】
　伊達町字沓形43番地1　伊達町児童館子どもクラ
ブ　60人
　伊達町大字伏黒字土井ノ内42番地　伏黒子どもク
ラブ　20人

【運営】
　社会福祉法人　伊達町社会福祉協議会（委託）

①保育料　無料

②補助金
　　補助基本額　国　1/3、県　1/3

③H15予算
　　子どもクラブ運営委託料　15,892,000円

伊達町

保健福祉課

小野　静江、梅津善幸

伊達町放課後児童健全育成事業実施要綱･

一般会計

公共的団体

補助金等

国見町

保健福祉課

中山　ミエ子

国見町観月台子どもクラブ管理運営要綱･
国見町観月台子どもクラブ保護者会会則

一般会計

県補助事業

一般会計

国庫補助事業、県補助事業

梁川町

保健福祉課

氏家　利美

梁川町放課後児童クラブ等運営事業補助金交付要綱

【事業の目的と概要】
  保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校低
学年児童の健全な育成に資するため、児童福祉法
（昭和22年法律第164号）第34条の7の規定に基づ
き、放課後児童クラブ（以下「児童クラブ」とい
う。）を設置する。

【開設場所】
　国見町大字藤田字観月台　１５番地

【名称】
　国見町観月台子どもクラブ

【定員】
　２0人

【運営】
　ケアワーカー

①保護者負担金
・０円

②補助金（補助基本額　５９０，０００円）
　　県　1/２
　　町　（その他）

③観月台子どもクラブ営委託料【H１５予算】
　 ６６２,000円

保原町

健康福祉課

長谷川　泰広

保原町放課後児童対策事業実施要綱
保原町放課後児童健全育成事業費用の徴収に関する
条例
保原町放課後児童健全育成事業費用の徴収に関する
条例施行規則

富士通株式会社

【事業の目的と概要】
  保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校低
学年児童の健全な育成に資するため、児童福祉法
（昭和22年法律第164号）第34条の7の規定に基づ
き、放課後児童クラブを設置する。

【開設場所】
　梁川町字元陣内1-2　梁川町児童館内
　民間の団体等が運営する放課後児童クラブに対す
る運営費補助についての所管は教育委員会

【名称】
　梁川町児童館放課後児童クラブ

【定員】
　なし

【運営】
　梁川町社会福祉協議会（委託）
　堰本放課後児童クラブ（教育委員会より補助）

【事業の目的と概要】
  保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校低
学年児童の健全な育成に資するため、児童福祉法
（昭和22年法律第164号）第34条の7の規定に基づ
き、放課後児童クラブ（以下「児童クラブ」とい
う。）を設置する。

【開設場所】
　保原町大泉字大舘７８（保原小学校内）
　保原町上保原字無苦代内１１（上保原小学校内）
【名称】
　わくわく保原クラブ
　わくわく上保原クラブ
【運営】
　各クラブの保護者会

霊山町

健康福祉課

橘　留美子

霊山町放課後健全育成事業実施要綱

一般会計 一般会計

補助金等

県補助事業

使用料・手数料

県補助事業

３　補助臨時

一般会計

月舘町

教育振興課

菅野　ミヨ子

月舘町立小学校放課後児童保育条例（同規則）

【目的】
　霊山町立の小学校に在籍する小学校低学年児童の
健全育成を推進するために、放課後児童保育に関す
る必要な事項を定める事を目的とする。

【開設場所】
　霊山町大字掛田字高ノ上２
　　　町立掛田小学校空き教室利用

【名称】
　掛田放課後児童クラブ

【対象児童】
　①両親が職業を持ち、家庭での保育が困難な児童
　②家庭の事情で、家庭での保育が困難な児童
　③その他健全育成上指導を要する児童

【事業の実施方法】
　町は、活動に要する設備備品等を整備し、児童指
導員を配置する。また、保護者、主任児童委員、ボ
ランティア等の協力を得て、適切な運営に努める。

　①費用
　　　　・保育料は、無料。
　　　　・おやつ代、教材費、損害保険料について
は、保護者と協議し決定する。
　②補助金
　　　　国
　　　　県  　２／３
　　　　町

【事業の目的と概要】
  保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校低
学年児童の健全な育成に資するため、児童福祉法
（昭和22年法律第164号）第34条の7の規定に基づ
き、小学校放課後児童保育（以下「放課後児童保
育」という。）を設置する。

【開設場所】
　月舘町立月舘小学校

【名称】
　つきだて児童クラブ

【定員】
　30人

【運営】
　町

①保護者負担金
・児童1人につき月額
　前年度の町民税所得割課税世帯＝6,000円
　前年度の町民税所得割非課税世帯＝4,500円
　前年度の町民税非課税世帯＝3,000円
　生活保護世帯＝0円
・短期保育を利用する場合は、児童1人について
は、1日500円とする。

②補助金（補助基本額1,735,000円）
　　国　1/3
　　県　1/3
　　町　1/3

【H15予算】
　4,542,000円

光熱水費 03補助経常

使用料・手数料、補助金等

県補助事業

PORIS 5

シート名：E-2-2-5-000



事務事業現況調書

保健・福祉　児童福祉
事務事業番号 事務事業名

5 放課後児童クラブ

課題 調整方針

担 当 課 等

担 当 者 名

例規（根拠となる条
例・規則・要綱等）

会 計 の 種 別

款 ・ 項 ・ 目 09教育費 01教育総務費
03子育て支援事
業費

3　民生費 2　児童福祉費
1　児童福祉総務
費

3.民生費 ２．児童福祉費
１．児童福祉総
務費

03民生費 02児童福祉費
01児童福祉総務
費

３　民生費 ２　児童福祉費
１　児童福祉総
務費

3　　民生費 2　　児童福祉費 1児童福祉総務費 ９　教育費 １　教育総務費
６　放課後児童
対策費

細 目 ・ 細 々 目
01子育て支援事
業費

１１．需用費
004児童館運営
委託事業費

１　放課後児童
対策費

関 係 団 体 等

使用料･手数料･補助金等

事 業 の 別

電 算 シ ス テ ム 名

電 算 シ ス テ ム の
委 託 業 者 名

電 算 シ ス テ ム の
委 託 金 額

【5関連項目】
1

【5関連項目】
2

①保育料　無料

②補助金
　　補助基本額　国　1/3、県　1/3

【補助金】
　　県　2/3
　　町　1/3

PORIS 5

富士通株式会社

【保護者負担金】
・１７時まで利用の場合－月額2,500円（長期休業
期間・・・5,000円）
・１８時まで利用の場合－月額3,000円（長期休業
期間・・・5,500円）
・生活保護世帯の場合は無料。町税非課税世帯の場
合は半額。

一般会計一般会計

国庫補助事業

桑折町

学校教育課

佐久間　健司

こおり子どもクラブ管理運営要綱･
むつあい子どもクラブ管理運営要綱･
はんだ子どもクラブ管理運営要綱･
こおり子どもクラブ保護者会規約･
むつあい子どもクラブ保護者会規約･
はんだ子どもクラブ保護者会規約

社会福祉法人　伊達町社会福祉協議会

伊達町

保健福祉課

小野　静江、梅津善幸

伊達町放課後児童健全育成事業実施要綱･

一般会計

公共的団体

補助金等

県補助事業

国見町

保健福祉課

中山　ミエ子

国見町観月台子どもクラブ管理運営要綱･
国見町観月台子どもクラブ保護者会会則

一般会計

県補助事業

一般会計

国庫補助事業、県補助事業

光熱水費 03補助経常

梁川町

保健福祉課

氏家　利美

梁川町放課後児童クラブ等運営事業補助金交付要綱

保原町

健康福祉課

長谷川　泰広

保原町放課後児童対策事業実施要綱
保原町放課後児童健全育成事業費用の徴収に関する
条例
保原町放課後児童健全育成事業費用の徴収に関する
条例施行規則

霊山町

健康福祉課

橘　留美子

霊山町放課後健全育成事業実施要綱

使用料・手数料、補助金等

県補助事業

一般会計

【基本額】
　１，５１５，０００円
　補助額　　２／３
　　　１，０１０，０００円

月舘町

教育振興課

菅野　ミヨ子

月舘町立小学校放課後児童保育条例（同規則）

一般会計

補助金等

県補助事業

使用料・手数料

県補助事業

３　補助臨時

シート名：E-2-2-5-000関連



事務事業現況調書

保健・福祉　児童福祉
事務事業番号 事務事業名

6 児童扶養手当

課題 調整方針

担 当 課 等

担 当 者 名

例規（根拠となる条
例・規則・要綱等）

会 計 の 種 別

款 ・ 項 ・ 目 ０３民生費 02児童福祉費
０１児童福祉総
務費

3 民生費 2　児童福祉費
1　児童福祉総務
費

3民生費 2児童福祉費
１児童福祉総務
費

3民生費 2児童福祉費 1児童福祉総務費 ３　民生費 2　児童福祉費
１児童福祉総務
費

細 目 ・ 細 々 目
０１児童福祉総
務費

11需用費

関 係 団 体 等

使用料･手数料･補助金等

事 業 の 別

電 算 シ ス テ ム 名

電 算 シ ス テ ム の
委 託 業 者 名

電 算 シ ス テ ム の
委 託 金 額

【6事務事業の内容】
1

国の要綱に基づく事業であって、各町
とも内容は同一である。

新市になれば県から事務を引き継ぐこ
ととなる。
・合併時までに例規の整備
・支給システムの整備をする

県への進達事務
【目的】
　離婚等により父がいない家庭の児童のほか、父の
行方不明、遺棄等による母子状態の世帯の児童につ
いて、その児童を監護する母又は母に代わって児童
を養育している人に対し手当を支給し、母子家庭の
生活の安定と自立の促進を通して、児童の健全育成
を図る
【内容】
○受給資格
　次の条件にあてはまる１８歳に達する以後の３月
３１日までの間にある児童を扶養している母や、母
に代わってその児童を養育している人に支給され
る。(ただし、所得制限以下の者に限る)
①父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない
児童
②父が死亡した児童
③父が重度の障害にある児童
※平成15年7月31日現在の受給者　　92人
○支給月
　4月、8月、12月に前月分までの分を支給する。
○支給額
　全額支給　　42,370円
　一部支給　　10,000～42,360円
　児童が２人の場合　5,000円加算
　以下児童が１人増すごとに3,000円加算
【経費負担】
事務取扱交付金　39,130円
【事務手順】
町の事務
・認定請求書等の受付、県への提出
・各変更届の受付、県への報告
・現況届の受付、県への提出
・各通知等、受給者への送付

桑折町

福祉介護課

佐藤秀樹

児童扶養手当法

一般会計

その他 国庫補助事業

【事業目的】
　父母の離婚・父の死亡などにより父と生計を同じ
くしていない児童について手当を支給する制度で、
母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉
の増進を図ることを目的とする。

【概要】
○受給資格
　次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初
の3月31日までの間にある児童を扶養している母
や、母に代わってその児童を養育している人に支給
される。（ただし、所得制限以下の者に限る）
①父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない
児童
②父が死亡した児童
③父が重度の障害にある児童

○支給月
　4月、8月、12月に前月までの分を支給する。

○支給額（月額）
　児童1人のとき
　　全額支給　42,370円
　　一部支給　42360円～10,000円
　児童2人のとき
　　児童1人のときの額に5,000円加算
　児童3人目以降
　　児童1人につき3,000円加算
○該当者（平成15年7月31日現在）
　受給者　　73人

【経費負担】
　事務取扱交付金　27,520円（平成14年度）

伊達町

保健福祉課

小野　静江、梅津善幸

一般会計

国見町

保健福祉課

大竹　由樹

児童扶養手当法

その他

補助金等

国庫補助事業

一般会計

その他

梁川町

保健福祉課

氏家　利美

【事業目的】
　父母の離婚・父の死亡などにより父と生計を同じ
くしていない児童について手当を支給する制度で、
母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉
の増進を図ることを目的とする。
平成14年8月より認定に関する事務を市及び福祉事
務所設置市町村に委譲される。

【概要】
○受給資格
　次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初
の3月31日までの間にある児童を扶養している母
や、母に代わってその児童を養育している人に支給
される。（ただし、所得制限以下の者に限る）
①父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない
児童
②父が死亡した児童
③父が重度の障害にある児童
④父の生死が明らかでない児童
⑤父が引き続き一年以上遺棄している児童
⑥父が法令により引き続き一年以上拘禁されている
児童
⑦母が婚姻によらないで生まれた児童
⑧孤児などで、父母がいるのか否か不明の児童

○支給月
　4月、8月、12月に前月までの分を支給する。（そ
れぞれ前月分まで。随時払い。）

○支給額（月額）
　児童1人のとき
　　全額支給　42,370円
　　一部支給　10,000円～42,360円
　児童2人のとき
　　全額支給　47,370円
　　一部支給　上記の一部支給額に5,000円加算
　児童3人目以降
　児童1人につき3,000円加算
○該当者（平成15年7月31日現在）
　受給者　　62人

【手当予算額】
　25,000円

保原町

健康福祉課

西戸　一枝

【事業目的】
　父母の離婚・父の死亡などにより父と生計を同じ
くしていない児童について手当を支給する制度で、
母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉
の増進を図ることを目的とする。
　県の進達事務

【概要】
○受給資格
　次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初
の3月31日までの間にある児童を扶養している母
や、母に代わってその児童を養育している人に支給
される。（ただし、所得制限以下の者に限る）
①父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない
児童
②父が死亡した児童
③父が重度の障害にある児童

○支給月
　4月、8月、12月に前月までの分を支給する。
　県から支給対象者口座へ直接送金される。

○該当者（平成15年3月31日現在）
　受給者　　132人

【事業目的】
　父母の離婚・父の死亡などにより父と生計を同じ
くしていない児童について手当を支給する制度で、
母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉
の増進を図ることを目的とする。

【概要】
○受給資格
　次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初
の3月31日までの間にある児童を扶養している母
や、母に代わってその児童を養育している人に支給
される。（ただし、所得制限以下の者に限る）
①父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない
児童
②父が死亡した児童
③父が重度の障害にある児童
④父の生死が明らかでない児童
⑤父が引き続き1年以上遺棄している児童
⑥父が法令により引き続き1年以上拘禁されている
児童
⑦母が婚姻によらないで生まれた児童
⑧孤児などで、父母がいるのか否か不明の児童

○支給月
　4月、8月、12月に前月までの分を支給する。

○支給額（月額）
　児童1人のとき
　　全額支給　42,370円
　　一部支給　42,360円～10,000円
　児童2人のとき
　　全額支給　上記の全部支給額に5,000円加算
　　一部支給　上記の一部支給額に5,000円加算
　児童3人目以降
　児童1人につき3,000円加算
○該当者（平成15年7月10日現在）
　受給者　　159人

霊山町

健康福祉課

橘　留美子

一般会計 一般会計

補助金等

県補助事業 県補助事業

一般会計

月舘町

保健福祉課

斎藤　洋子

児童扶養手当法･
児童扶養手当法施行規則

【事業目的】
　離婚等により父がいない家庭の児童のほか、父の
行方不明、遺棄等による母子状態の世帯の児童につ
いて、その児童を監護する母又は母に代わって児童
を養育している人に対し児童扶養手当を支給し、母
子家庭の生活の安定と自立の促進をとおして、児童
の健全育成を図ることを目的とする。

【概要】
○受給資格
　次の条件にあてはまる１８歳に達する日以後の最
初の３月３１日までの間にある児童を扶養している
母や、母に代わってその児童を養育している人に支
給される。（ただし、所得制限以下の者に限る。）
①父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない
児童
②父が死亡した児童
③父が重度の障害にある児童

○支給日
　４月　８月　１２月に前月までの分を支給する。

○手当額（月額）
　児童が１人の場合
　　全部支給　４２，３７０円
　　一部支給１０，０００円～４２，３６０円
　　　　　　　　　（所得に応じて）
　児童２人の場合
　　全部支給　２３，０８７円
　　一部支給　所得に応じて
　　　　　　　　　５，０００円加算
　児童が３人目以降
　児童が１人増すごとに　３，０００円加算

○受給者（平成１５年７月３１日現在）
　　　　　　　　　５２人

【事業目的】
父母の離婚・父の死亡などにより父と生計を同じく
していない児童について手当を支給する制度で、母
子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の
増進を図ることを目的とする。
平成14年8月より町へ事務委譲される。
【概要】
・受給資格
次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の
3月31日までの間にある児童を扶養している母や、
母に代わってその児童を養育している人に支給され
る。（ただし、所得制限以下の者に限る）
①父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない
児童
②父が死亡した児童
③父が重度の障害にある児童
・支給月
4月、8月、12月に前月までの分を支給する。
・支給額（月額）
児童1人のとき
全額支給　42,370円
一部支給　10,000円～42,360円
児童2人のとき
支給額に5,000円加算
児童3人目以降
児童1人につき3,000円加算
・該当者（平成15年3月31日現在）
受給者　20人
【経費負担】
事務取扱交付金　9,030円（平成14年度）

国庫補助事業

シート名：E-2-2-6-000



事務事業現況調書

保健・福祉　児童福祉
事務事業番号 事務事業名

6 児童扶養手当

課題 調整方針

担 当 課 等

担 当 者 名

例規（根拠となる条
例・規則・要綱等）

会 計 の 種 別

款 ・ 項 ・ 目 ０３民生費 02児童福祉費
０１児童福祉総
務費

3 民生費 2　児童福祉費
1　児童福祉総務
費

3民生費 2児童福祉費
１児童福祉総務
費

3民生費 2児童福祉費 1児童福祉総務費 ３　民生費 2　児童福祉費
１児童福祉総務
費

細 目 ・ 細 々 目
０１児童福祉総
務費

11需用費

関 係 団 体 等

使用料･手数料･補助金等

事 業 の 別

電 算 シ ス テ ム 名

電 算 シ ス テ ム の
委 託 業 者 名

電 算 シ ス テ ム の
委 託 金 額

【6関連項目】
1

桑折町

福祉介護課

佐藤秀樹

児童扶養手当法

一般会計

その他 国庫補助事業

伊達町

保健福祉課

小野　静江、梅津善幸

一般会計

国見町

保健福祉課

大竹　由樹

児童扶養手当法

その他

補助金等

国庫補助事業

一般会計

その他

梁川町

保健福祉課

氏家　利美

（名称）　「児童扶養手当事務取扱交付金（市町村
分）」

（目的・内容）国は、政令の定めるところにより、
市町村に事務の一部を委託し、その事務処理に必要
な費用を交付する。

（金額）受給者１人当たり「430」円を交付する。

保原町

健康福祉課

西戸　一枝

霊山町

健康福祉課

橘　留美子

一般会計 一般会計

補助金等

県補助事業 県補助事業

一般会計

月舘町

保健福祉課

斎藤　洋子

児童扶養手当法･
児童扶養手当法施行規則

【児童扶養手当】
　交付金　　　１９，３５０円　　４５名分

国庫補助事業

シート名：E-2-2-6-000関連



協定項目 関連項目

調整の方針

霊山町 月舘町

【概要】
　・平成15・16年度の2カ年で地域行動
計画を策定する。

策定指針内容
　①次世代育成支援対策の実施に関する
基本的な事項
　②次世代育成支援対策の内容に関する
事項
　③その他次世代育成支援対策の実施に
関する重要事項

【スケジュール】
　平成15年度
　　・1月　　ニーズ調査内容検討及び
打合せ
　　・2月　　ニーズ調査実施
　　・3月　　ニーズ調査分析・結果報
告
　平成16年度
　　・4・5月　　現状の把握・基本デー
タの収集
　　・5・6月　　現行計画の評価
　　・6・7月　　目標事業量の検討
　　・8月　　　 目標事業量の報告
　　・8・9月　　施策の立案・検討
　　・9～12月　 計画書の作成
　　・3月　　　 計画書仕上がり

〇策定委員会は随時

【調査方法】について
　・調査票は、各幼・保・小・中学校を
とおして配布・回収
　・未就学で兄弟・学校関係に関わりの
ない方については郵送及び回収

【事業の目的と概要】
　次世代育成支援対策推進法を受け、少
子化の流れを変えるために集中的・計画
的な取組を促進することを目的とする義
務づけられた計画

【意向調査の時期】
　平成16年1月末日　調査票発送
　　　　　2月13日まで回答

【方法】
　児童、生徒…学校に配布依頼
　就学前…幼稚園、保育所以外は郵送
　（返信用封筒を同封する）

【調査対象】
　就学前、小、中学生（各区分に複数い
る場合には、下の子を調査対象とする。
（世帯調査、中学生は全員））

【協議会の設置】
　設置予定（平成16年2月）
　委員数　15名

【スケジュール】
　16年1月　ニーズ調査実施
　　　3月　結果集計完了
　　　8月　定量的目標数値を県に報告
　　 12月　町行動計画の素案作成完了
　　　　　 住民への計画素案の公開、
意見聴取
　17年3月　行動計画の決定、公表

　※16年度は、検討委員会は、4回開催
予定

長期計画

次世代育成支援地域行動計画については、各町の計画を新市に引き継ぎ、合併後速やかに策定する。

桑折町 伊達町 国見町 梁川町 保原町

次世代育成支
援地域行動計
画

【ニーズ調査の時期】
平成16年2月調査票送付、3月回収予定

【ニーズ調査の方法】
就学前児童、小学生、中学生（１・２年
生）について悉皆調査
就学前児童は、郵送。小・中学生は、各
小・中学校に依頼し配布していただく予
定。

【協議会の設置】
計画策定委員会を設置予定。

【今後のスケジュール】
Ｈ16. 2 　　　計画策定委員会を開催
　同　　　　ニーズ調査票の送付
　3　　 　ニーズ調査票の回収
　4～7　  ニーズ調査集計・分析
  8       県への定量的目標数値報告

※ニーズ調査については、伊達町の調査
票を参考とし実施したい。ただし、中学
３年生及び高校生については実施しない
予定。

※計画策定については、未定。7町で合
併後に1つの計画書を策定するのか、各
町で期限内にそれぞれ策定し、地区の計
画にするのか方向性が決まり次第対応し
たい。

【意向調査の時期】
　16年2月

【意向調査の方法】
　・就学前児童用調査：郵送配布、回収
　・小学校児童用調査：学校配布、回収
　・青少年意識調査
　　　中学生：学校配布、回収
　　　高校生：郵送配布、回収

【協議会設置】
　15年12月15日　要綱制定
　16年1月15日　 15名に委嘱
　任期　17年3月31日まで

児童福祉事業

【事業の概要】
　次世代育成支援対策推進法の規定に基
づき平成17年3月までに町としての行動
計画を策定。

【意向調査の手法】
　国の示した調査項目の他、町独自の項
目を追加し小学生以下を対象として実施
予定。
　保育所入所児童、小学生は各施設、学
校等を通じて配布回収予定。
　その他は、郵送にて配布回収予定。
　対象者：小学生以下　1,115人
　保育所、学校等入学者以外　229人

【意向調査の集計分析】
　直営実施

【計画の策定】
　直営実施

【協議会】
　10人程度で組織予定

【スケジュール】
16年2月中旬　　　　　 協議会の開催
2月中旬～3月中旬　意向調査の実施回収
3月下旬～7月　　　意向調査の集計分析
8月　　　　　　　 国への集計結果報告
8月～12月　　　　 行動計画素案の作成
17年1月～3月　　　　　行動計画の策定

【概要】
　平成15年7月、「次世代育成支援対策
推進法」が制定されたことにより、本町
においても、次世代育成支援対策を迅速
かつ重点的に推進するため、平成17年度
を初年度とする5カ年間の行動計画を平
成16年度中に策定する。

【アンケート調査の実施】
　子育て支援に関する生活実態や要望・
意見を把握するため、中学生及び小学生
以下の子のいる家庭の保護者に対して、
意向調査を実施する。
　子育て支援事業の必要量（数値目標）
を8月まで県に報告しなければならない
ことから、意向調査は平成16年度中に実
施する。
　集計・分析のみ業者委託。

【策定協議会の設置】
　行動計画の策定にあたり、関係者の意
見を反映するため、意向調査の集計・分
析が完了した時期に策定協議会を設置す
る。

【計画の作成】
　伊達７町合併協議と関連するので、７
町の数値目標が確定した段階で、広域
（伊達７町）での行動計画策定を前提と
して、各町と協議したい。
  合併協議会又は代表町を設定しての業
者委託とし、各町で費用を負担する。



協議第３０号 児童福祉事業 先進事例 
 
■登米市 

 １．児童館事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、児童館の運営等

については合併時に統一する。 
 ２．放課後児童健全育成事業等については現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 
 ３．子育て支援事業については、現行どおり新市に引き継ぐものとし、子育て支援セ

ンターについては、新市において地域の実情により検討するものとする。 
 ４．出産祝金の支給については合併時廃止し、新市において少子化対策の中で総合的

に検討するものとする。 

 
 
■笛吹市 

 １．児童手当、児童扶養手当等、国、県、等の制度に基づいて実施している事業につ

いては引き続き継続し、少子高齢化の進展に配慮し子育てしやすい環境づくりを整

える。 
２．エンゼルプランについては、新市において速やかに計画を策定する。 
３．乳幼児医療費助成事業については、御坂町、一宮町の例により新市に引き継ぐ。

国保加入者の現物給付（窓口無料化）については、新市において検討する。 
４．放課後児童健全育成事業については、現行の施設をそのまま新市に引き継ぐ。開

設時間及び利用料については統一し、開設日については、当面は現行のまま新市に

引継ぎ、効果的な運営と住民の利便性を考慮し新市で検討する。 
５．児童館については、現行のまま新市に引き継ぐ。運営・管理については、当面現

行のとおりとし、児童の健全育成のため、新市において施設の整備充実を検討する。

 



協議第３１号 
 

    学校教育事業について 

 
 学校教育事業について、次のとおり提案する。 
 
   平成１６年５月１３日提出 

伊達７町合併協議会 
会 長  池 田 善 治 
 

協定項目２４―２６ 学校教育事業 

(1)通学区域は、自由学区を含めて現行のとおり新市に引き継ぎ、通学区域外の

取扱いについては、合併後速やかに再編する。 
(2)教育協議会は合併時に廃止し、新市における設置の必要性については合併後

に検討する。 
(3)学校給食は、実施方法、給食費等の運営方式を現行のとおり引き継ぎ、合併

後に再編する。 
(4)幼稚園保育料は合併時に調整する。保育年数、預かり保育については、地域

の事情を考慮し合併後に調整する。 
(5)奨学金制度は、新市において事業内容を統一する。なお、現在貸出している

奨学資金は現行のとおり新市に引き継ぐ。 
(6)遠距離通学費補助は、現行のとおり新市に引き継ぎ、支給要件の違いについ

ては、合併後速やかに調整する。 
(7)学校施設は、新市において計画的に整備する。 
(8)教育財産の目的外使用は、合併時にその算定基準を統一する。学校開放及び

学校施設の使用許可については、地域の特性のある事業は現行のとおり存続し、

その他は新市の基準を設けて合併時に再編する。 
 
 



協定項目 関連項目

調整の方針

教育協議会

教育委員会
事務局

【事業の目的】
　地域教育振興のため教育協議会を
置く。

【出先機関】
　給食センター
　町民体育館
　町立図書館
　ふるさと会館

【出先機関】
給食センター
美術館
公民館
町民プール

月舘町

【組織】
教育振興課
総務係、学校教育係、学校教育
生涯学習課（中央公民館）
生涯学習係

霊山町

【通学区域外】
通学区域外通学については、教育委員
会で必要と認めた場合は、通学区域外
学校に転入学させることができる。
【通学区域外通学の特例】
○　行政区大田地区の地域にあって保
原地区に隣接する地域の一部（大泉字
道城場、字大地内、字菖蒲沢、字大
館）は保原小学校・大田小学校自由選
択可能。

○　行政区上保原地区の地域にあって
保原地区に隣接する地域の一部（字旭
町の一部）は上保原小学校・保原小学
校を自由選択可能。

○　行政区保原地区の地域にあって上
保原地区に隣接する地域の一部（字油
谷地、字京門）は上保原小学校・保原
小学校を自由選択可能。

○　行政区保原地区の地域にあって柱
沢地区に隣接する地域の一部（字八
幡、字村岡、字岡代）保原小学校・柱
沢小学校を自由選択可能。

【通学区域外】
  学区は定めているが、学区外通学許
可基準を設けて学区外も許可してい
る。
　在学中に住所変更したときは直ちに
該当区域の学校に転校する。
　教育委員会が特に必要と認めたとき
はその通学区域外の学校を指定するこ
とができる。

【通学区域外】
　教育委員会が特に必要と認めたとき
は、その通学区域外の学校を指定する
ことができる。

【組織】
教育総務係、学校教育係、生涯学習係
　

梁川町

【通学区域外】
　通学区域外の学校を指定する場合
は、保護者からの通学すべき学校の変
更申し立てにより、それぞれの期間、
通学すべき学校の変更を認めることが
できる。

【小規模特認小学校の設定】
　自然環境に恵まれた立地条件と小規
模校の優れた特性を生かすことができ
る小学校を、通学区域外就学を許可す
ることができる小規模特認小学校とし
て認定する。
【認定対象条件】
　・認定に当たっては、学級数が６学
級以下の小規模校で児童数が８人未満
の少人数である学年を含む小学校を対
象とする。
　・当分の間、次の学校を小規模特認
小学校とする。
五十沢小学校、山舟生小学校、白根小
学校
【認可基準】
①距離的、時間的に通学が可能である
こと。
②心身共に健康で、通学に耐えられる
こと。
③登下校における公共交通機関の利用
等安全に係る配慮が認められること。
④１年以上の通年通学を継続できるこ
と。
※平成１４年４月１日より施行

保原町国見町

【組織】
教育課
総務係、学校教育係
生涯学習課（中央公民館）
生涯学習係、文化係、スポーツ振興係

【出先機関】
給食センター（三町協議会）
中央公民館

【組織】
学校教育課
学校グループ
生涯学習課（観月台文化センター）
生涯学習グループ

【出先機関】
給食センター
観月台文化センター

【組織】
学校教育課
教育総務係、学校教育係、教育施設係
生涯学習課
生涯学習係、文化係、社会体育係

伊達町

【通学区域外】
　伊達町立学校通学区域に関する規則
第４条の規定に基づき、「学区外通学
許可基準」を定めている。
　通学区域外の学校を指定する場合
は、保護者からの通学すべき学校の変
更申立により、概ね許可基準に該当す
る場合に
それぞれの期間通学すべき学校の変更
を認めることができる。
　（許可基準の概要）
　１．心身の障害等に関する理由（長
期通院、養護学校・院内学級）
　２．転居に関する理由（住居の増改
築、新築）
　３．家庭の事情に関する理由（保護
者の勤務等）
　４．地域の事情に関する理由（通学
距離、地域コミュニティ）
　５．教育的理由（いじめ、不登校）

【事業の目的】
　入学する児童生徒の入学すべき学校
を指定する。

桑折町

【事業の目的】
　児童生徒の入学すべき学校を指定し
ている。
　通学区域の特例があり、その地域
「自由学区」に住所を有する者に対し
入学希望校を選択してもらう。

【通学区域外】
　通学区域の規定にかかわらず、教育
委員会で特に必要と認めた場合は、通
学区域外の学校を指定することができ
る。

【事業の目的】
　児童・生徒の入学すべき学校を指定
している。

【組織】
学校教育課
学校教育チーム、学校給食チーム
生涯学習課（中央公民館）
生涯学習チーム、文化振興チーム

【出先機関】
学校給食センター
中央公民館

【組織】
学校教育課
総務係、学校教育係、学校給食セン
ター
社会教育課
社会教育係、文化振興係

学校教育事業 組織及び運営

・７町の通学区域は、自由学区を含めて現行のまま新市に引き継ぎ、通学区域外の取扱いは合併後速やかに再編する。
・桑折町が設置している教育協議会は合併時に廃止し、新市における設置の必要性については新たに検討する。

通学区域 【事業の目的】
　入学する児童生徒の入学すべき学校
を指定する。

【事業の目的】
　児童生徒の入学すべき学校を指定し
ている。
　通学区域の特例があり、その地域
「自由学区」に住所を有する者に対し
入学希望校を選択してもらう。

【事業の目的】
　児童生徒の学校及び入園する幼稚園
を指定するため必要な通学通園の区域
及びその他の事項を定める。

【事業の目的】
生徒の入学すべき学校を指定するため
必要な通学区域及びその他の事項を定
める。

【出先機関】
中央公民館

【出先機関】
　中央公民館
　町史編纂室

【事業の内容】
１．所掌事項
①桑折町教育行政に対する地域住民
の要望・意向・苦情等の把握及び反
映の方策等に関する事項
②地域住民の桑折町教育行政への参
画・協力を促進する方策等に関する
事項
２．組織
協議会は、委員25名以内で組織す
る。
３．委員
・委員は、規程第4条第1項各号に定
める区分により教育委員会が委嘱す
る。
・委員の任期は2年とし、補欠者の
任期は前任者の残任期間とする。
・委員は再選することができる。
４．役員
・協議会に、会長1名、副会長1名を
置く。
・会長及び副会長は、委員の互選に
よる。
５．会議
・会議は原則として、年3回、会長
又は教育長が招集する。



協定項目 関連項目

調整の方針

施設の管理
（直営）

【給食費の納入方法】
給食センターから各学校(園)長に納
付書を送付し、毎月20日まで教育委
員会(保原町の一般会計)に納入し、
教育委員会は、取りまとめ毎月25日
まで給食センターに納入する。

【給食費の納入方法】
給食センターから各学校(園)長に納
付書を送付し、毎月20日まで教育委
員会(保原町の一般会計)に納入し、
教育委員会は、取りまとめ毎月25日
まで給食センターに納入する。

　

実施方法

【幼稚園給食】
・完全給食
　週５回実施

【幼稚園給食】
・完全給食
　週５回実施

正調理員１０名　パート調理員１０名
（保原町霊山町月舘町学校給食セン
ター）

小学校　＠258　中学校 ＠300
幼稚園　＠163

小学校　＠258　中学校 ＠300
幼稚園　＠163

【幼稚園給食】
・完全給食
　週３回（15年度 ９０回）、副食のみ
・実施場所
　各園教室

【幼稚園給食】
・完全給食
　週3回実施

【幼稚園給食】
・完全給食
　週５回実施

・調理方式
　共同調理場ドライ方式
・実施場所
　教室およびランチルーム

・調理法式
　共同調理場方式ウェット方式
・実施場所
　教室およびランチルーム

　調理師、調理員１３名 正調理員１０名　パート調理員１０名
（保原町霊山町月舘町学校給食セン
ター）

小学校　＠251　中学校＠292
幼稚園　＠156

小学校　＠251　中学校　＠292
幼稚園　＠156

小学校　＠260　中学校　＠298
幼稚園　＠247

小学校　＠258　中学校 ＠300
幼稚園　＠163

【幼稚園給食】
・完全給食
　週2回（15年度 年間70日）、副食のみ
・実施場所
　各園教室

・調理方式
　共同調理場ドライ方式
・実施場所
　教室及びランチルーム

・調理方法
  共同調理場　副食　調理

委託業者延べ１８名
（ランチルーム含む）

  日々雇用調理員8名

・調理方式
　共同調理場ドライ方式
　自校炊飯
・実施場所
　各校教室

【幼稚園給食】
・完全給食
  約年130回、副食のみ

学校給食費 小学校 ＠251　中学校　＠292
幼稚園　＠156

【給食費の納入方法】
　給食センターでは、学校ごとに毎
月の給食配食人員に応じた納付書を
作成し、毎月10日に各学校に送付
し、25日まで納付してもらう｡
　

国見町伊達町桑折町

常勤調理員　町職員4名
         派遣職員  6名
※常勤調理員休暇時は、代替調理員の派
遣有り。

【会議の開催】
　協議会からの諮問を受ける形で、
年1回開催。

【会議の開催】
　協議会からの諮問を受ける形で、
年1回開催。

梁川町

(1)建物内及び敷地内清掃、除草､除
雪
(2)調理器具・機械維持管理
(3)ボイラー運転、日常管理
(4)当直業務
　　・施設の開閉、施錠
　　・ボイラーの始動、停止
　　・調理施設内消毒
　

(1)敷地内清掃、除草、その他
(2)調理器具・機械維持管理

(1)建物内及び敷地内清掃・除草・除
雪
(2)調理器具・機械維持管理
(3)ボイラー運転・日常管理
(4)当直業務
　　・施設の開閉・施錠
　　・ボイラーの始動・停止
　　・調理施設内消毒

(1)建物･施設・設備の維持管理
(2)ボイラー操作運転
　当直業務
　　・圧力容器維持管理

(1)建物及び敷地内の営繕清掃等
(2)調理器具・機会維持管理
(3)ボイラー運転・日常管理
(4)当直業務
　　・施設の開閉・施錠
　　・ボイラーの始動・停止
　　・調理施設内の消毒

(1)建物及び敷地内の営繕清掃等
(2)調理器具・機会維持管理
(3)ボイラー運転・日常管理
(4)当直業務
　　・施設の開閉・施錠
　　・ボイラーの始動・停止
　　・調理施設内の消毒

(1)建物及び敷地内の営繕清掃等
(2)調理器具・機会維持管理
(3)ボイラー運転・日常管理
(4)当直業務
　　・施設の開閉・施錠
　　・ボイラーの始動・停止
　　・調理施設内の消毒

・委員の数　15名以内
・委員の委嘱
　小中学校の校長、児童及び生徒の
保護者、学識を有する者のうちか
ら、教育委員会が委嘱する。

・委員数  12名
・委員の委嘱
  小中学校の校長、児童及び生徒の
保護者、学識経験者などから、教育
委員会が委嘱する。

・委員の数  １５名
  内訳
  （１）小中学校長
  （２）児童及び生徒の保護者
  （３）学識経験者
  （４）町議会議員
  （５）関係機関の代表者
【任期】  ２年

【会議の開催】
　必要に応じ、開催する。

【会議の開催】
　必要に応じ、開催する。

【会議の開催】
　必要に応じ、開催する。

＜委員数＞  １３名
小学校長及び幼稚園長の代表  4名
小中学校保護者代表          3名
学識経験者（医師）          1名
町議会議員                  2名
関係機関の代表              3名
＜任期＞
　　２年間

【組織・委員】
・関係町の議会文教関係委員長
・関係町の小中学校長代表
・関係町の小中学校保護者代表
・学識経験者

【会議の開催】
　必要に応じ、開催する。

【会議の開催】
　協議会からの諮問を受ける形で、
年1回開催。

保原町･霊山町･月舘町学校給食セン
ター運営審議会

月舘町霊山町

【組織・委員】
・関係町の議会文教関係委員長
・関係町の小中学校長代表
・関係町の小中学校保護者代表
・学識経験者

【組織・委員】
・関係町の議会文教関係委員長
・関係町の小中学校長代表
・関係町の小中学校保護者代表
・学識経験者

保原町

正調理員１０名　パート調理員１０名
（保原町霊山町月舘町学校給食セン
ター）

・調理法式
　共同調理場方式ウェット方式
・実施場所
　教室およびランチルーム

・調理法式
　共同調理場方式ウェット方式

運営委員会 保原町･霊山町･月舘町学校給食セン
ター運営審議会

中学校のみセレクト給食を実施

桑折町学校給食センター運営委員会 伊達町学校給食センター運営委員会

【地産地消の取組】
・地元農家に出向いて直接交渉す
る。
・地場産品を積極的にメニューに取
りいれる。
・農産物にとらわれず地場企業と給
食のタイアップ。

【地産地消の取組】
・地元農家に出向いて直接交渉す
る。
・地場産品を積極的にメニューに取
りいれる。
・農産物にとらわれず地場企業と給
食のタイアップ。

【地産地消の取組】
・地元農家に出向いて直接交渉す
る。
・地場産品を積極的にメニューに取
りいれる。
・農産物にとらわれず地場企業と給
食のタイアップ。

学校教育事業 学校給食

・学校給食の実施について、７町の運営方式が大きく異なるため、実施方法、給食費等合併後に再編する。
・給食物資の購入においては、地産地消の取り組みと、購入方法、購入単価の検討を行い、合併後に再編する。

保原町･霊山町･月舘町学校給食セン
ター運営審議会

国見町給食センター運営委員会 梁川町学校給食センター運営委員会

【地産地消の取組】
・米については、県学校給食会より
町内産コシヒカリを１００％購入
・野菜については、年間使用計画を
JAを窓口に農業生産者組織に示し、
計画栽培をしてもらい、随時購入し
ている。（野菜使用量の約30％～
40％）
・果物（さくらんぼ、ｷｳｨﾌﾙｰﾂ等）に
ついては、町内生産者と個別契約し
購入している。

【地産地消の取組】
・平成１２年８月センター稼動に合
わせて、地元農家の特に女性を中心
としたメンバー（２３名）で「まご
ころ会」を組織した。
・地元で取れる新鮮な野菜や果物、
米などを納品している。

【地産地消の取組】
・米については、ＪＡ伊達未来より
町内産コシヒカリを１００％購入
・野菜については、国見町給食セン
ター納品組合を通して地元でとれる
新鮮な野菜を随時購入している。
・地元産小麦、大豆については、う
どん、豆腐、納豆として購入（納品
組合）
・果物（あんぽ柿）については、Ｊ
Ａ伊達みらいより町内産１００％購
入

【地産地消の取組】
・給食材料等の発注時に地場産品
（特に野菜、果物など）と指定して
いる。
・常時地場産品等の収穫状況を把握
し発注に反映させている。

【その他】
福祉関係、イベント炊飯(災害炊き出
し訓練兼ねる)
16年度給食費については、米飯の値
上げ分は町で補填する。

　 　

【給食費の納入方法】
給食センターから各学校長に納付書
を送付し、月末までに収入役に納入
する。

【給食費の納入方法】
受配校の校長等が徴収し、翌月末日
までに収入役に納入する。

【給食費の納入方法】
受配校の校長等が徴収し、翌月末日
までに収入役に納入する。

【給食費の納入方法】
給食センターから各学校(園)長に納
付書を送付し、毎月20日まで教育委
員会(町一般会計)に納入し、教育委
員会は、取りまとめ毎月25日まで給
食センターに納入する。

　

給食物資購入 各契約業者に毎週金曜日までに所要
数量を直接発注し､購入する｡

納品組合（商工会）、その他の契約
者に使用日の２週間前に発注し購入
する。

給食の食材等は、購入契約等により
計画的に購入している。

・給食用物資納入適格者から購入す
る。町財務規則により入札又は見積
り合せにより購入する。

購入にあたっては、年度初めに購入
契約及び供給契約を締結のうえ、計
画的に購入を行なっている。

購入にあたっては、年度初めに購入
契約及び供給契約を締結のうえ、計
画的に購入を行なっている。

購入にあたっては、年度初めに購入
契約及び供給契約を締結のうえ、計
画的に購入を行なっている。

　



協定項目 関連項目

調整の方針

幼保一元化

平成１６年度２学期から実施予定 【保育対象者］
　梁川町立梁川幼稚園に入園した園児
のうち
①両親が職業を持ち家庭での保育が困
難な幼稚園児
②家庭の事情で保育が困難と認められ
る幼稚園児

【保育対象者】
保護者が就業中または予定及び家庭の
事情で登園前及び降園後の家庭での保
育が困難と認められる園児

【保育対象者】月舘幼稚園に在園する
園児で
①両親が職業を持ち家庭での保育が困
難な園児
②家庭の事情で家庭での保育が困難な
園児
③町長が特に必要と認めた園児

預かり保育

【会の構成】
学識経験者１名、教育委員会、校長
会、役場各１名、幼稚園、保育園の保
護者全１０名、町民代表者４名

学校教育事業 幼児教育

・幼稚園保育料は、合併時に調整する。
・預かり保育における保育時間、保育料の違いについては、地域性の違いを考慮し、合併後に調整する。
・保育期間は１年～３年の違いがあるが、合併後に調整する。

【現状】
町立幼稚園は2年保育、私立幼稚園は3
年保育、季節保育所は３，４歳児を対
象に社協委託で保育料は無料、町立保
育所は定員を越えて保育している。
就学前教育のあり方について総合的に
検討を加えるため、「就学前幼児教育
を考える会」を設立した。

【開設場所】
　月舘町立月舘小学校（あき教室）
【定員】
　20人

月額　５，７００円
月半ばの入退園も同額

月額　５，７００円
月半ばの入退園も同額

保育期間　１年 保育期間　１年 保育期間　２年

【保育対象者］
　桑折町立幼稚園に入園した園児で
①両親が職業を持ち家庭での保育が困
難な幼稚園児
②家庭の事情で保育が困難と認められ
る幼稚園児

幼稚園保育
料

【開設場所】
　梁川町立梁川幼稚園
【定員】　概ね20名

【保育時間】
①通常に幼稚園が行われる日は、幼稚
園終了時から最長午後6時30分まで
②その他は、規則に定める時間

【保育時間】
①通常に幼稚園が行われる日は、幼稚
園終了時から最長午後6時30分まで
②その他は、規則に定める時間

【保育時間】
①通常に幼稚園が行われる日
　午前７時３０分～午前８時
　幼稚園終了時から午後５時３０分
②土曜日、長期休業日､代休日、週休
日の振替日及び臨時休業日
　午前７時３０分～午後５時３０分

月額　５，９００円
月半ばの入退園も同額

【幼稚園保育料減免】
　教育委員会は必要と認めるときは､
保育料の全部又は一部を免除すること
ができる

月額　６，１００円
月半ばの入退園も同額

【開設場所】
　町内５幼稚園
【定員】　　　無

【実施体制】
　臨時雇用職員　３名
　一部委託

【保育料】
登園前 （7:15～8:15）　降園後
（1:30～18:30）まで12,000円
降園後（1:30～18:30）まで8,000円
臨時預かり保育（日額）1,000円
保育料は、納付書により金融機関へ毎
月２５日まで納入する。

①保護者負担金
・児童1人につき月額
　前年度の町民税所得割課税世帯＝
6,000円
　前年度の町民税所得割非課税世帯＝
4,500円
　前年度の町民税非課税世帯＝3,000
円
　生活保護世帯＝0円
・短期保育を利用する場合は、児童1
人１日500円とする
・毎月月の末日まで納入

①保護者負担金
・児童1人につき月額
　前年度の町民税所得割課税世帯＝
7,000円
　前年度の町民税所得割非課税世帯＝
5,000円
　前年度の町民税非課税世帯＝3,500
円
　生活保護世帯＝0円
・臨時預かり保育料、児童1人１日500
円とする
・毎月月の末日まで納入
・園児おやつ代保護者負担（月途中は
日割計算とし１０円未満の端数切捨
て）

【実施体制】
　幼児厚生員　１名
　臨時職員

【実施体制】
　パートタイム職員　　６名

【開設場所】
　醸芳幼稚園他町内4幼稚園
【定員】　20名～40名

【保育時間】
①通常に幼稚園が行われる日は、幼稚
園終了時から最長午後6時30分まで
②その他は、規則に定める時間

【実施体制】
　幼児厚生員（嘱託職員）7名
　パートタイム職員 1名

【保育料】・児童1人につき月額
＊前年度の町民税所得割課税世帯＝
6,000円(17:30まで）･12,000円
（18:30まで）
＊前年度の町民税所得割非課税世帯＝
4,000円(17:30まで）･8,000円（18:30
まで）
＊前年度の町民税非課税世帯＝2,000
円(17:30まで）･4,000円（18:30ま
で）
＊生活保護世帯＝0円
＊臨時預かり保育　児童1人１日500円
(17:30まで）･1,000円（18:30まで）
＊毎月月の２５日まで納入

【研等内容】
①幼児教育振興プログラムの理解
②幼稚園と保育園の連携策
③先進地域の実態調査及び視察

【幼稚園授業料減免】
１　休園の期間が全月にわたるとき
２　幼稚園就園奨励のため必要がある
と認められたとき
３　特別の事由があると認められると
き

【幼稚園保育料減免】
　教育委員会に願出て承認を受け､休
園の期間が全月にわたるとき、又は､
特別の理由がある場合

【幼稚園保育料減免】
　教育委員会は必要と認めるときは､
保育料の全部又は一部を免除すること
ができる

【幼稚園保育料減免】
・既に納付した保育料は返還しない。
ただし、町長が必要と認めるときは、
この限りでない。
・以下に該当する場合は保育料を減免
することができる。
１．救援の期間が全月にわたるとき
２．幼稚園就園援助事業該当のとき
３．特別な事由があると認められると
き

【幼稚園保育料減免】
　町長は必要と認めるときは､保育料
の額の全部又は一部を免除することが
できる

･

霊山町

【幼稚園保育料減免】
　教育委員会は必要と認めるときは､
保育料の全部又は一部を免除すること
ができる

保原町梁川町 月舘町

保育期間　２年 保育期間　２年

国見町伊達町桑折町

月額　５，７００円
月半ばの入退園も同額

月額　５，９００円
月半ばの入退園も同額

月額　５，７００円
月半ばの入退園も同額

保育期間　３年 保育期間　２年



協定項目 関連項目

調整の方針

【他の奨学制度との併用】
　無し

奨学金支給 【貸付金概要】
修学資金
高等学校、専修学校、高等専門学校
月額１万６千円
大学、短大、専門学校　月額３万円
入学支度金　なし

【貸付金概要】
修学資金
高等学校（県立）月額８千円
（私立）月額１万５千円
高等専門学校　月額１万円
大学、短大　月額２万１千円
入学支度金
高等学校（県立）８万円
　　　　（私立）１３万円
高等専門学校　１３万円
大学、短大　２３万円

【貸付金概要】
修学資金
高等学校　　月額１万円以内
大学　月額2万円以内
入学支度資金
高等学校　15万円以内
大学　 25万円以内

【奨学生の決定】
教育委員会が、梁川町奨学生選考委
員会に諮って決定する。

【資金の返還方法】
修学資金
卒業の6ヶ月後から半年賦又は年賦
により10年以内に返還する。
入学支度資金
貸付後１年以内に返還する。
両資金とも無利子。

【資金の貸付状況】
平成１４年度末現在
貸与人員　63人（未返還10人）
貸与金額　20,138,450円
基金残高　  14,861,550円
基金総額　　35,000,000円

【他の奨学制度との併用】
　無し

【他の奨学制度との併用】
　有り

【貸付金概要】
修学資金
大学　　月額　3万円
入学学区支度金
　な　し

【資金の返還方法】
修学資金
卒業の6ヶ月後から月賦、半年賦、
年賦により10年以内に返還する。
無利子貸付

保原町

【貸付期間】
請願後、教育委員会で決定の翌月か
ら修業期間までの間

【貸付金概要】
修学資金
高等学校　月額１万円
大学　　　月額　２万円
入学支度資金
高等学校　１０万円
大学　　　２０万円

【貸付金の交付】
各学期毎に貸し付け

【資金の返還方法】
修学資金
卒業の6ヶ月後から半年賦又は年賦
により10年以内に返還する。

　

【資金の返還方法】
修学資金
卒業の6ヶ月後から月賦又は年賦に
より10年以内に返還する。
入学支度資金
正規の修学期間内に月賦又は年賦に
より返還する。両資金とも無利子。

【資金の貸付状況】
　平成１４年度末現在
　　就学資金
　　　22,268,758円（４７件）
　　入学支度金
　　　 　899,000円（　６件）

【資金の貸付状況】
平成１６年度より実施

【他の奨学制度との併用】
　無し

【貸付状況】平成１５年３月末現在
現在の貸付総額　3,200,000円
貸付人数１１人
うち貸付中９人、償還中２人
現金残高　23,034,405円
普通預金　3,034,405円
定期預金 20,000,000円
【その他】
奨学資金は無利子
年４回奨学資金貸付
　　　(３ヶ月分)

【貸付期間】
在学する学校の正規の修業年限期間

【奨学生の決定】
教育委員会が、霊山町奨学生選考委
員会に諮って決定する。

【貸付金の交付】
申請後、奨学生選考委員会で決定

奨学金の支給

・奨学金制度は、新市において事業内容を統一する。
・各町で貸出している奨学資金は現行のまま新市に引き継ぐ。

奨学資金

霊山町梁川町

【概要】
　基金の総額は5,000万円にその収益金
を加えた額とする。
　基金は奨学金を支給するための財源
として処分することができる。
　この基金は平成８年度から始まる。
　平成14年度基金への繰入金は３２,６
６９円である。

【１４年度末残高】
　２３，０３４千円

【他の奨学制度との併用】
　有り

国見町

【資金の返還方法】
修学資金
卒業の6ヶ月後から月賦又は年賦に
より10年以内に返還する。
入学支度資金
正規の修学期間内に月賦又は年賦に
より返還する。両資金とも無利子。

【資金の貸付状況】
平成１４年度末現在
貸与総人員　382人（未返還128人）
貸与総金額　119,279,500円
（未返還　27,478,000円）

【奨学生の決定】
教育委員会が、国見町奨学資金貸付
審議会に諮って決定する。

【貸付金の交付】
修学資金は毎月10日、入学支度資金
に関しては入学許可（又は合格）の
通知後ただちに交付する。

【貸付期間】
在学する学校の正規の修業期間

学校教育事業

【概要】
　3，500万円の奨学資金積立金を基に
梁川町奨学資金貸付事業を行う。
　基金は奨学金を支給するための財源
として処分することができる。
　基金の運用から生じる収益は、一般
会計に繰り入れる。
　

【１４年度末残高】
　１４，８６２千円

【概要】
　基金の額は５，０００万円とする。
　必要がある時は、予算の定めるとこ
ろにより、基金に追加して積立をする
ことができる。
　基金の運用から生ずる利益は、一般
会計歳入歳出予算に計上してこの基金
に編入する。
　平成１６年４月１日から実施する。

【概要】
　原資3，300万円の奨学基金を基に伊
達町奨学金貸与事業を行う。
　基金は奨学金を支給するための財源
として処分することができる。
　基金の運用から生じる収益は、奨学
金の支給の財源とするか基金に編入す
るものとする。
　平成14年度基金への繰入金は
2,002,399円である。

【１４年度末残高】
　　９，８３７千円

桑折町 伊達町

【貸付金の交付】
毎月、口座へ送金

【貸付期間】
在学する学校の正規の修業年限期間

【奨学生の決定】
教育委員会が、桑折町奨学資金貸与
審査会に諮って決定する。

【奨学生の決定】
教育委員会が、伊達町奨学資金貸付
審査会に諮って決定する。

【貸付金の交付】
毎月１０日に貸付

【貸付期間】
請願後、教育委員会で決定の翌月か
ら修学期間までの間

【概要】
基金は奨学資金を貸与する目的のほ
か、これを取り崩せない。
基金の運用から生ずる利益は、一般会
計に計上して基金の編入する。

【１４年度末残高】
１，４２０千円

【その他】
基金の創設は、個人の目的寄附によ
るもの

月舘町



協定項目 関連項目

調整の方針

遠距離通学
費補助
（中学校）

【概要】
　この条例による遠隔地とは、通
学距離が６ｷﾛﾒ-ﾄﾙを超える地域を
いい、教育委員会規則で指定す
る。
６～７km　年額　59,000円
７～８km　年額　69,000円
公共交通機関は実費

【概要】
５㎞以上の地域で自転車通学生徒
年額12,000円
６km以上の地域でバス通学生徒
交通費実費
心身障害によりバス通学を必要と
認める生徒　交通費実費

【概要】
１、負担の条件
片道５km以上６km未満の生徒
２、分担金の免除
片道６km以上

学校教育事業 負担金・補助金

・遠距離通学費の補助については、それぞれ実施町の制度を存続し、距離や補助額等の支給要件の違いについては、合併後すみやかに調整する。

【事業の目的】
　中学校統合によって、梁川町立
梁川中学校に遠隔地から通学する
生徒の保護者に対して、通学費の
一部を補助し、義務教育の円滑な
実施に資することを目的とする。

【事業の目的】
　中学校に遠距離から通学する生
徒に対し通学助成をする。

【事業の目的】
　中学校の通学の用に供するス
クールバス運行事業にあって町が
その乗車費用の一部又は全額を負
担する。

桑折町 伊達町 国見町 梁川町 保原町 霊山町

【概要】
小学校へ通学するもので定期バス
を利用して通学している者
小学校　補助割合　２割

【事業の目的】
　バス通学する生徒に対し通学費
用の一部を補助をする。

【概要】
　中学校へ通学する者で定期バス
を利用して通学している者
　補助割合　２割～３割

月舘町

【事業の目的】
　バス通学する児童に対し通学費
用の一部を補助する。

遠距離通学
費補助
（幼、小）

【概要】
小学校
４km以上　年額　12,000円
幼稚園
３～４km　　年額 12,000円
４～５km　　年額 15,000円
５～６km　　年額 18,000円
６～７km　　年額 21,000円
７～８km　　年額 24,000円
８km以上　 年額 27,000円

【事業の目的】
　小幼の通学通園の用に供するス
クールバス運行事業にあって町が
その乗車費用の一部又は全額を負
担する。

【概要】
　町内他学区より公共交通機関を
利用し定期券を購入して通園して
いる幼児。
  補助額　定期券購入費の1/2

【概要】
１、負担の条件
小学生－片道４km以上
幼稚園－希望する園児
２、分担金の免除
小学生－片道４km以上
３、保護者負担分
小学生1000円／月
幼稚園1000円／月
４、路線バス（生活バス）を利用
するため町は定期券を交付する。

【事業目的】
《幼稚園通園費補助》
 保護者の幼稚園通園費用の負担
軽減を図ることにより就園を奨励
する。

【事業の目的】
　公立小学校及び同幼稚園に遠隔
地から通学又は通園する児童及び
幼児の保護者に対して、通学又は
通園費の一部を補助し、義務教育
並びに幼児教育の円滑な実施に資
する。



協定項目 関連項目

調整の方針

桑折町 伊達町 国見町 梁川町 月舘町

○大田小学校
　校舎S46　屋体S56  プールS40
○保原小学校
　校舎S42　屋体S42  プールS44
○上保原小学校
　校舎S53　屋体S56  プールS41
  ことばの教室棟 S56
○柱沢小学校
　校舎S57　屋体H4　プール　昭和
41年度建設
○富成小学校
　校舎S58　屋体H7　プールS40
○松陽中学校
　校舎H元　屋体H元　プールH3
○桃陵中学校
　校舎S61  屋体S61　プールH2
○大田幼稚園　S46
○保原幼稚園　S52
○上保原幼稚園　S51
○柱沢幼稚園　S57
○富成幼稚園　S５８

○掛田小学校
　校舎S48　屋体S49　プールS51
　大規模改造　H7
○小国小学校
　校舎S57　屋体S58　プールS61
○大石小学校
　校舎S47　屋体S54　プールH6
　大規模改造　平成8年度
○泉原小学校
　校舎S31　屋体S57　プールS46
○石田小学校
　校舎H4　屋体H4　プールH10
　大規模改造　平成8年度
○霊山中学校
　校舎S43、S63　屋体H14
○掛田幼稚園
　掛田小学校内に併設
　掛田小敷地に独立園舎建設予定

○月舘小学校
　校舎S49・50　屋体S51
　プールS52
○小手小学校
　校舎S57　屋体S59　プールS41
○月舘中学校
　校舎S61　屋体S60　プールH6
○月舘幼稚園
　園舎S53　プールS54

施設の概要

学校教育事業

・各町の学校施設については、計画的に整備をする。

○梁川小学校
　校舎S43　屋体S41　プールS34
○粟野小学校
　校舎S55、56　屋体S52　プール
S37
○堰本小学校
　校舎S59　屋体S29　プールS42
○白根小学校
　校舎　H4　屋体S34　プールS45
○山舟生小学校
　校舎S60　屋体S28　プールS40
○富野小学校
　校舎S63　屋体S24　プールS44
○五十沢小学校
　校舎H6　屋体S12　プールS40
○大枝小学校
　校舎H2　屋体S26　プールS36
○梁川中学校
　校舎H10、11　屋体H12
○梁川幼稚園　S43
○堰本幼稚園　S59
○粟野幼稚園　S58
○富野幼稚園　H元

施設整備

○醸芳小学校
　校舎S43・44建設
　　　　H8・９大規改造
　屋体S39　プールS33
○睦合小学校
　校舎S57　屋体H6　プールS39
○半田醸芳小学校
　校舎H元　屋体H元　プールH2
○伊達崎小学校
　校舎S51　屋体S52　プールS39
○醸芳中学校
　校舎H4　屋体H4　プールH4
○醸芳幼稚園
　S55 H 6、H13増築
○睦合幼稚園　S58
○半田醸芳幼稚園　S60
○伊達崎幼稚園　S6１

○伊達小学校
　校舎S４８　屋体S５０
○東小学校
　校舎S４５　屋体S４６
○伊達中学校
　校舎H７　屋体H８
○伊達幼稚園
　園舎S４７、６２
○伏黒幼稚園
　園舎S４５年、６１

○小坂小学校
　校舎S５６　屋体S３１　プールS
３８
○藤田小学校
　校舎S５６　屋体S３６　プールS
４３
○森江野小学校
　校舎H４　屋体H５　プールS５６
○大木戸小学校
　校舎　S５３　屋体S３１　プール
S３８
○県北中学校
　校舎　S６１　屋体S４２　プール
S４６
○藤田幼稚園
　園舎　H２
○森江野幼稚園
　園舎　H４

保原町 霊山町



協定項目 関連項目

調整の方針

学校施設の
使用許可

【事業の目的】
教育行政財産の使用の許認可を行う。

学校施設の使用

・教育財産の目的外使用については、使用料の算定基準に違いがあるので、合併時に再編する。
・学校開放は、その対象となる施設、利用方法が違うので、新市の基準を設けて合併時に再編する。ただし、地域の特性を考慮し、プール開放・パソコン講座・土曜学校は新市において存続する。
・学校施設の使用許可については、利用時間、利用料金等に違いがあるので、合併時に再編する。

普通教室　１教室　５１０円
屋内運動場　２，０６０円
校庭運動場　　　５１０円

1.B1体育館
①体育的集会
・個人利用　50円
・団体利用50人まで
　500円～1,400円
　1時間　昼180円、夜250円
・団体利用51人以上
　1,200円～3,800円
　1時間　昼400円、夜600円
②体育外集会
・非営利的
　4,000円～17,000円
　1時間　昼1,800円、夜4,000円
・営利的
　8,000円～37,000円
　1時間　昼4,000円、夜6,000円
2.放送設備　100円
3.普通教室・特別教室　300円
※体育館については昼間利用において
電灯を使用の場合は夜間の使用料を適
用する。
【その他】
　教育委員会が適当であると認めた場
合は使用料を免除することができる。

使用料は徴収しない。(事前に登録
した団体へ許可するため)

 使用者は、個人・団体の別や使用時
間等によって決められた使用料を前納
で納入する｡ただし教育委員 会が公益
上､特に必要と認められる場合は、こ
れを免除する。
体育館(全小中学校)
８：３０～１７：００　　1000円
１７：００～２１：３０　1000円
体育館 (藤田小､県北中)  2000円
県北中照明施設
1時間未満　800円
１時間以上２時間未満　1500円
２時間以上３時間未満　2200円

 使用者は、個人・団体の別や使用時
間等によって決められた使用料を前納
で納入する｡ただし教育委員会が公益
上､特に必要と認められる場合は、こ
れを免除する。
【小・中学校施設の使用料】
屋内運動場
８：３０～１７：００
1,000円～6,000円以内
１７：００～２２：００
1,000円～6,000円以内
屋外運動場夜間照明
１時間未満1000円
１時間以上２時間未満2000円
使用制限時間　２１：００まで
【使用料の減免】
　教育委員会は公益を目的とするもの
で特別の事由があるものは、その使用
料を減免することができる。

体育館(全小中学校)
８：３０～１７：００　1000円
１７：００～２１：３０　1000円
２時間以上３時間未満　２，２００円

　徴収しない

伊達町

学校教育事業

国見町 梁川町桑折町

【事業の目的】
教育行政財産の使用の許認可を行う。

霊山町保原町

【事業の目的】
教育行政財産の使用の許認可を行う。

月舘町

【事業の目的】
教育行政財産の使用の許認可を行う。

【事務手順】
　申請及び届に基づいて、審査し承
認、受理または認めない。

【使用料】
梁川町行政財産使用料条例による
　土地
　町有財産台帳価格×３×使用許可日
数×使用許可面積／町有財産台帳面積
×１００×３６５

【事務手順】
　申請及び届に基づいて、審査し承
認、受理または認めない。

【事務手順】
　申請及び届に基づいて、審査し承
認、受理または認めない。

【事務手順】
　伊達町財務規則第179条第4項の規定
に基づき、申請書を受理し、許可証を
交付する。

【事務手順】
　申請及び届に基づいて、審査し承
認、受理または認めない。

目的外使用

【使用料】
　桑折町行政財産使用料条例第２条に
よる

使用料の額
１　土地
　敷地として使用する場合
　　(町有財産台帳価額×３×使用許
可日数×使用許可面積)／(町有財産台
帳面積×１００×３６５)
２　建物
　　使用面積１㎡　1,650円

【使用料】
　国見町行政財産使用料条例第２条に
よる

【事業の目的】
教育行政財産の使用の許認可を行う。

【事業の目的】
教育行政財産の使用の許認可を行う。

【事業の目的】
教育行政財産の使用の許認可を行う。

【使用料】
　保原町行政財産使用料条例による
　土地　町有財産台帳価格×３×使用
許可日数×使用許可面積／町有財産台
帳価格×１００×３６５

【使用料・手数料】
　霊山町行政財産使用料条例第２条の
規定に基づき、使用料の額を決定す
る。
　霊山町学校施設の使用に関する条例

【使用料】
　月舘町行政財産使用料条例第２条に
よる

【事務手順】
　申請及び届に基づいて、審査し承
認、受理または認めない。

【事務手順】
　申請及び届に基づいて、審査し承
認、受理または認めない。

学校開放 【開放施設】
  小・中学校屋体及び校庭

【開放施設】
平成１４年度
体育館…伊達小、東小、伊達中
屋外運動場…伊達小、東小、伊達中
伊達中学校夏季休業中水泳プール開放
伊達中学校

【開放施設】
 県北中（夜間照明）
 小坂小（土曜学校）
 藤田小（土曜学校）
 森江野小（プール）

【利用団体】
ｽﾎﾟｰﾂ少年団
ＰＴＡ
消防団
家庭ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ等

【利用団体】
スポーツ少年団
家庭バレーボールクラブ

【利用状況】
 ｽﾎﾟｰﾂ少年団
 ＰＴＡ
 消防団
 家庭ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ等

【利用状況】
体育館…伊達小1160人、東小1904人、
伊達中193人
屋外運動場…伊達小640人、東小880
人、伊達中2788人
伊達中学校夏季休業中水泳プール開放
事業　861人
パソコン講座
伊達小学校　5日間（20名）
伊達中学校　5日間（40名）

【利用状況】
 県北中（300人、夜間照明）
 小坂小（500人、土曜学校）
 藤田小（550人、土曜学校）
 森江野小（51人、プール）

【開放施設】
各小学校
屋内運動場、屋外運動場
五十沢小学校プール
梁川中学校  アリーナ、
柔剣道場、屋外運動場

【開放施設】
小中学校体育館、校庭

【開放施設】
校庭、体育館

【開放施設】
体育館

【梁川中学校体育館利用団体】
 ｽﾎﾟｰﾂ少年団
家庭ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
梁川柔友会
梁川卓球ｸﾗﾌﾞ
梁川中PTA等の12団体

【利用団体】
スポーツ少年団
PTA
家庭バレーボール
消防団等

【利用団体】
体協  ５０団体
文連協  ６１団体

【施設の利用状況】
家庭バレーボール
新太鼓字町お囃子会
スポーツ少年団
体協

【利用状況】
屋内運動場  33,330人
屋外運動場  11,785人
夜間照明     　3,836人

【利用状況】
小学校体育館　40,304人
中学校体育館　12,598人

【利用状況】
利用状況  23,286人

【利用状況】
体育館
家庭バレーボール468人
新太鼓字町お囃子会658人
スポーツ少年団バレーボール1821人
薬師バレーボール380人
糠田バレーボール482人
体協バドミントン169人
バスケットボール741人
月舘クラブバレーボール620人
ソフトバレーボール409人

中学校のみ登録制 登録制なし 登録制登録制なし 登録制 登録制なし 梁川中学校のみ登録制



協議第３１号 学校教育事業 先進事例 
 
■登米市 
 １．就学区域等については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 
 ２．遠距離通学補助・スクールバスの運行については、これまでの経緯を尊重し現行

のとおり新市に引き継ぐ。 
 ３．奨学金制度については、新市において速やかに新たな制度を設けるものとする。

なお、合併前の貸付・償還については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 
 ４．給食費などについては、当面現行のとおりとし、合併後調整するものとする。 
  なお、幼稚園給食や施設ごとの献立の特色は、保護者の要望を柔軟に取り入れて実

施するものとする。 
 ５．公立幼稚園については、３歳からの受け入れをめざし、体制が整うまで現行のと

おり新市に引き継ぐ。なお、園児の送迎については、当分の間現行の送迎バスを運

行するものとする。 
 ６．公立幼稚園授業料については、合併時に統一する。 
 ７．預かり保育については、保護者の要請により実施するものとして合併時に統一し、

地域の実情に合わせて午後６時までを限度に実施するものとする。なお、短期間の利

用を踏まえ、新たに短期料金を設定するものとする。 
■田村市 
１．町村立学校の通学区域は、現行のとおり引き継ぐものとし、弾力的な運用に努め

る。また、新市において児童、生徒数の動向を踏まえ、通学区域の見直しを行う。 
２．学校教育事務事業については、教育環境の充実、教職員の資質の向上に努めるこ

とを基本として調整する。 
３．幼稚園の入園料及び保育料は 5,500 円とする。 
４．幼稚園預かり保育事業及び放課後健全育成事業は、現行のとおり新市に引き継ぐ

ものとする。 
５．学校給食事業は、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、合併後、再編を検討す

る。 
６．奨学資金支給事業は、新市において事業内容を統一し実施するものとし、現在、

町村において貸与している奨学資金は新市に引き継ぐものとする。 
７．遠距離通学費補助事業は、継続して実施するものとし、新市において事業内容を

調整する。ただし、園児に対する遠距離通学費補助は現行のとおり新市に引き継ぐ

ものとする。 
８．学校教育関連補助事業は、継続して実施するものとし、新市において事業内容を

調整する。 
■笛吹市 
 １．学校教育振興については、現行制度を基本として教育環境の充実に努める。 
２．学校施設整備については、新市において計画的に実施する。耐震補強は新市にお

いて速やかに整備計画の検討を行う。 
３．学校給食の実施方法については、現行のとおりセンター方式と自校方式を引き継

ぐ。給食費、会計処理の方式については、合併翌年度から統一できるよう調整する。 
４．小中学校の通学区域については、当面、現行のとおりとし、区域境の地域につい

ては弾力的運用に努める。また、新市において、児童生徒数の動向をふまえ、各学校

の適正規模や適正配置の検討とあわせて通学区域の見直しを行う。 
 



協議第３２号 
 

   社会教育事業について 

 
 社会教育事業について、次のとおり提案する。 
 
   平成１６年５月１３日提出 
 
 
                    伊達７町合併協議会 
                     会 長  池 田 善 治 
 

協定項目２４―２７ 社会教育事業 

(1)社会教育関係施設等については、現行のとおり新市に引き継ぐ。管理等に 
ついては、合併後に調整する。 
 

(2)行事・事業関係 

①成人式については、合併後初回の成人式までに具体的な開催方法等に 

ついて検討する。 

  ②生涯学習事業・講座及び各種スポーツ大会・教室等については、現行の 

とおり新市に引き継ぎ、合併後に調整する。 

  ③地域性や特色を生かした事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

 

(3)指定文化財については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

 



１　管理
①施設名
②建設年度
③単独・併設
④管理形態
⑤人件費額
⑥管理委託費
⑦光熱水費
⑧その他

１　地区館
①施設名
②建設年度
③単独・併設
④管理形態
⑤人件費額
⑥管理委託費
⑦光熱水費
⑧その他

２　地区館
①施設名
②建設年度
③単独・併設
④管理形態
⑤人件費額
⑥管理委託費
⑦光熱水費
⑧その他

３　地区館
①施設名
②建設年度
③単独・併設
④管理形態
⑤人件費額
⑥管理委託費
⑦光熱水費
⑧その他

４　地区館
①施設名
②建設年度
③単独・併設
④管理形態
⑤人件費額
⑥管理委託費
⑦光熱水費
⑧その他

５　地区館
①施設名
②建設年度
③単独・併設
④管理形態
⑤人件費額
⑥管理委託費
⑦光熱水費

６　地区館
①施設名
②建設年度
③単独・併設
④管理形態
⑤人件費額
⑥管理委託費
⑦光熱水費

７　地区館
①施設名
②建設年度
③単独・併設
④管理形態
⑤人件費額
⑥管理委託費
⑦光熱水費

８　地区館
①施設名
②建設年度
③単独・併設
④管理形態
⑤人件費額
⑥管理委託費
⑦光熱水費

調 整 方 針

協 定 項 目 社会教育事業 関 係 項 目 社会教育関係施設等の管理・使用料等

社会教育関係施設等については、現行のとおり新市に引き継ぐ。管理等については新市に引き継ぎ、合併後に調整する。

①粟野公民館
②平成５年
③併設設置
　粟野農業構造改善センター
④直営
⑤
⑥193千円
⑦1368千円

①布川公民館
②昭和５９年
③単独設置
④管理運営委員会
⑤79千円
⑥174千円（町）
　その他管理委員会負担
⑦管理委員会負担

①大田公民館
②昭和５６年３月
③単独設置
④直営
⑤1568千円
⑥1176千円
⑦530千円

①霊山ふれあいセンター
　（霊山公民館）
②平成１０年
③併設設置
④直営
⑤2610千円(３館)
⑥1736千円（３館）
⑦1421千円（３館）

①月舘公民館
②昭和４７年
③単独設置
④夜間・休日委託
⑤3388千円
⑥1707千円
⑦1870千円

①保原中央公民館
②昭和５４年８月
③単独設置
④直営・委託
⑤
⑥23898千円
⑦7940千円

①霊山中央公民館
②昭和５３年
③単独設置
④直営
⑤1277千円
⑥3594千円
⑦3977千円(体育館込み)

　 　

①桑折中央公民館
②昭和４７年度
③併設設置
　桑折町福祉センター
④夜間及び休日（委託）
　清掃業務　　（委託）
⑤
⑥７，５４５千円
⑦３，６４３千円
⑧厚生省補助

該当館なし

①桑折公民館
②昭和５６年度
③併設設置　　桑折町民会館
④水・木・金・土の日中
　（社教指導員）
⑤1,560千円（指導員）
⑥3,587千円
⑦1,039千円
⑧通産省補助

①伊達公民館
②昭和４４年２月
③単独設置
④夜間・休日委託
⑤3500千円
⑥3131千円
⑦1144千円
⑧なし

①半田公民館
②昭和６０年度
③併設設置・半田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
④水･木･金･土の日中
（社教指導員）
⑤1560千円
⑥3494千円
⑦613千円
⑧通産省補助

　

保 原 町 霊 山 町 月 舘 町

①伊達崎公民館
②昭和６２年度
③単独設置
④水・木・金・土の日中
（社教指導員）
⑤1560千円
⑥3083千円
⑦421千円

　 ①大木戸ふれあいセンター
②平成８年８月
③併設設置（季節保育所）
④直営・委託
⑤
⑥642千円
⑦508千円

①白根公民館
②昭和５４年
③併設設置
　白根農業構造改善センター
④直営
⑤
⑥158千円
⑦408千円

①国見町観月台文化センター
②平成６年３月
③併設設置（複合施設）
　文化施設、デイケアセンター、
　保健センター他
④夜間・休日は委託
⑤7097千円
⑥10992千円
⑦11509千円

①梁川町中央公民館
②昭和５４年
③併設設置
　梁川町農村環境改善センター
④直営
⑤2761千円
⑥2073千円
⑦3264千円

桑 折 町 伊 達 町 国 見 町 梁 川 町

中
央
公
民
館

　

　 　 　

　 　 　 ①東大枝公民館
②昭和５８年
③併設設置
　東大枝農業研修センター
④直営
⑤
⑥166千円
⑦330千円

　 　 　 ①五十沢公民館
②昭和５３年
③併設設置
　五十沢農業研修センター
④直営
⑤
⑥255千円
⑦480千円

①小坂農村総合管理センター
②平成16年4月
③併設設置（季節保育所）
④直営・委託
⑤
⑥５８９千円
⑦６１３千円

①山舟生公民館
②昭和６０年
③併設設置
　山舟生林業構造改善センター
④直営
⑤
⑥276千円
⑦408千円

①堰本公民館
②平成１６年
③併設設置　堰本研修センター
④直営
⑤
⑥
⑦

①柱沢公民館
②昭和５８年２月
③単独設置
④直営
⑤1568千円
⑥954千円
⑦420千円

①上保原公民館
②昭和５７年２月
③単独設置
④直営
⑤1568千円
⑥1193千円
⑦610千円

①富成公民館
②昭和５９年２月
③単独設置
④直営
⑤1568千円
⑥1235千円
⑦590千円

①小国ふれあいセンター
　（小国公民館）
②平成７年
③併設設置
④直営
⑤2610千円(３館)
⑥1736千円（３館）
⑦1421千円（３館）

①下手渡公民館
②昭和６３年
③単独設置
④管理運営委員会
⑤79千円
⑥154千円（町）
　その他管理委員会負担
⑦管理委員会負担

①石戸ふれあいセンター
　（石戸公民館）
②平成１０年
③併設設置
④直営
⑤2610千円(３館)
⑥1736千円（３館）
⑦1421千円（３館）

①御代田公民館
②昭和５７年
③単独設置
④管理運営委員会
⑤79千円
⑥152千円（町）
　その他管理委員会負担
⑦管理委員会負担

　 　

①森江野町民会館
②昭和６３年１０月
③併設設置（体育館等）
④直営・委託
⑤
⑥737千円
⑦992千円
⑧なし

①富野公民館
②昭和５５年
③併設設置
　富野農業研修センター
④直営
⑤
⑥158千円
⑦446千円

①睦合公民館
②平成１０年度
③併設設置　睦合ふれあい会館
④水・木・金・土の日中
　（社教指導員）
⑤1560千円（指導員）
⑥3083千円
⑦421千円
⑧地総債

①東公民館
②昭和５０年１２月
③単独設置
④夜間・休日委託
⑤3500千円
⑥3131千円
⑦1060千円

①東部高齢者等活性化センター
②平成５年９月
③併設設置（体育館等）
④直営・委託
⑤
⑥746千円
⑦689千円
⑧なし

　 　 　 ①東大枝公民館
②昭和４４年
③単独設置
④直営
⑤
⑥78千円
⑦26千円

地
　
区
　
公
　
民
　
館

地
　
区
　
公
　
民
　
館



2、美術館
①施設名
②建設年度
③単独・併設の別
④特色・内容
⑤管理形態
⑥管理運営経費

3、ホール
①施設名
②建設年度
③単独・併設の別
④特色・内容
⑤管理形態
⑥管理運営経費

4、図書館
①施設名
②建設年度
③単独・併設の別
④特色・内容
⑤管理形態
⑥管理運営経費

①伊達町ふるさと会館ホール
②Ｈ元
③併設：伊達町ふるさと会館
④504席のホール
　コンサート・講演会等を実施
　教育委員会設置
⑤平日日中は直接､夜間･休日は代行員
委託
　清掃業務は業者委託
⑥人件費　　1,025千円
　委託料　　8,666千円
　光熱水費　5,032千円

①国見町観月台文化センターホール
②Ｈ6
③併設：国見町観月台文化センター
　　　　公民館・文化・福祉施設機能
複合
④500席のホール
　コンサート・講演会等を実施
　生涯学習課設置
⑤国見町観月台文化ｾﾝﾀｰと一体的に管
理
⑥人件費・光熱水費は国見町観月台文
化センターに含む
　委託料　7,421千円
　その他　2,502千円

①保原町町民センター
②
③
④
⑤
⑥

①伊達町立図書館
②Ｈ11
③併設：伊達町ふれあいセンター
　　CAテレビ局、保健センター
④約52,000点の書架・映像資料
⑤平日日中は直接、夜間・休日は業者
委託
　施設管理・清掃業務等は情報管理課
対応
⑥委託料　6,022千円
　施設管理に伴う人件費・委託料、光
熱水費は情報管理課対応

①旧伊達郡役所
②Ｍ16（Ｓ54全面修復）
③単独
④国指定重要文化財
　半田銀山資料展常設
　サロンコンサート開催
⑤（財）桑折町文化記念館へ管理運営
委託
　休館：月曜日、祝祭日の場合はその
翌日
⑥管理運営委託料　10,000千円
　種徳美術館も併せて一体的に委託。
人件費、光熱水費も含む

①桑折町種徳美術館
②Ｓ56
③単独
④角田林兵衛氏（種徳翁）より建物・
収蔵品を含め寄贈。四半期毎に展示替
え
⑤（財）桑折町文化記念館へ管理運営
委託
　休館：月曜日、祝祭日の場合はその
翌日
⑥管理運営委託料　10,000千円
　旧伊達郡役所も併せて一体的に委
託。人件費、光熱水費も含む

①梁川町民美術館
②Ｈ5
③単独
④1F　太田良平記念ホール
　2F　町民ギャラリー
⑤直接管理運営
⑥人件費（臨時雇等）　5,398千円
　施設管理委託料　　　2,103千円
　光熱水費　　　　　　2,424千円

月 舘 町
①国見町観月台文化センター歴史資料
館　旧佐藤家住宅
②Ｈ6（旧佐藤家住宅　Ｓ47移築復原）
③併設：国見町観月台文化ｾﾝﾀｰ
公民館・文化・福祉施設機能複合
④歴史資料館
　　発掘調査等で出土した遺物等
　　を展示
　旧佐藤家住宅
　　県指定重要文化財
　　江戸中期の本百姓の標準的
　　住居。民具・農具等展示
⑤国見町観月台文化ｾﾝﾀｰと一体的に管
理
⑥旧佐藤家住宅燻蒸委託料58千円
　その他の経費は国見町観月台文化ｾﾝ
ﾀｰに含む

①保原町歴史文化資料館
②Ｈ7（旧亀岡家住宅　Ｈ7移築再建）
③併設：旧亀岡家住宅
④歴史文化資料館
　　企画展や各種教室・講座を開催
　旧亀岡家住宅　県指定重要文化財
⑤建設課管理係
⑥建設課

保原総合運動公園内施設

①梁川町ふるさと祭り館
②Ｈ5
③単独
④山車格納庫
　希望の森公園と一体的に管理
⑤直接管理運営
⑥希望の森管理運営費に含む

1、資料館
①施設名
②建設年度
③単独・併設の別
④特色・内容
⑤管理形態
⑥管理運営経費

文
　
　
化
　
　
施
　
　
設

桑 折 町 伊 達 町 国 見 町 梁 川 町 保 原 町 霊 山 町



１　施設
①施設名
②建設年度
③単独・併設
④管理形態
⑤人件費
⑥管理委託料
⑦光熱水費

２　施設
①施設名
②建設年度
③単独・併設
④管理形態
⑤人件費
⑥管理委託料
⑦光熱水費

３　施設
①施設名
②建設年度
③単独・併設
④管理形態
⑤人件費
⑥管理委託料
⑦光熱水費

４　施設
①施設名
②建設年度
③単独・併設
④管理形態
⑤人件費
⑥管理委託料
⑦光熱水費

５　施設
①施設名
②建設年度
③単独・併設
④管理形態
⑤人件費
⑥管理委託料
⑦光熱水費

①桑折町民第２体育館
②昭和６０年
③単独
④開館時（終日）…管理と清掃業務は町民体育館
と一括で業者委託。
⑤
⑥清掃業務…町民体育館に含む
　保守点検…207千円
⑦1,515千円

体
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館
　
　
　
施
　
　
　
設 ①国見町森江野町民センター 森江野体育館

②昭和６３年
③併設(森江野町民会館・季節保育所)
④開館時(終日)…地区代表者と季節保育所保母(町
民会館と一括管理)
⑤
⑥管理委託料・保守点検…町民会館に含む
⑦町民会館に含む

【施設名】　　　保原町第２体育館
【建設年度】　　平成元年
【単独・併設】　併設(保原郵便局)
【管理形態】　　平日日中…職員管理
                夜間、土日曜日等…委
                託管理
　　　　　　　　清掃業務…委託管理
【人件費】　　　－千円
【管理委託料】　  416千円
【光熱水費】　  1,120千円
【借地料】　　　  657千円………＊

【施設名】　　　月舘町体育館
【建設年度】　　昭和47年
【単独・併設】　併設（月舘町公民館）
【管理形態】　　平日日中…直営（職員管理）
              夜間、祝祭日…委託
              （管理員）
　　　　　　　　清掃業務…委託(臨時用務員
                (１人))
【人件費】　　　公民館に含む。
【管理委託料】    164千円
【光熱水費】　  公民館に含む。

【施設名】　　　霊山町地域交流センター
【建設年度】　　平成14年
【単独・併設】　併設（中学校体育館）
【管理形態】　　平日日中…中学校
              夜間、土日曜日等…中学校
　　　　　　　　清掃業務…中学校
【人件費】　　　－千円
【管理委託料】    257千円
【光熱水費】　    732千円

①桑折町民体育館
②昭和４８年
③単独
④平日日中…職員管理
　夜間、土日曜日等の管理と清掃業務は業者委
託。
⑤
⑥管理清掃…6,243千円
　保守点検…1,230千円
⑦3,624千円

①伊達町町民体育館
②昭和５６年
③単独
④平日日中…社会教育指導員１人、事務補助１人
　夜間、土日曜日等…代行員
⑤3,410千円
⑥3,732千円
⑦1,650千円

①国見町観月台文化ｾﾝﾀｰ体育館
②昭和４８年
③併設(観月台文化センター)
④平日日中…職員管理
　夜間、土日曜日等…日々雇用職員
⑤文化センター費に含む
⑥清掃業務…社協委託
　(文化センターと一括管理)
⑦保守点検…108千円
⑧光熱水費は文化ｾﾝﾀｰ費に含む

【施設名】　　　梁川町体育館
【建設年度】　　昭和48年
【単独・併設】　単独
【管理形態】　　平日日中…職員管理
                夜間、土日曜日等…臨
                時職員
　　　　　　　　清掃業務…職員管理
【人件費】　　　3,471千円
【管理委託料】　1,189千円
【光熱水費】　  2,250千円

①国見町上野台運動公園 上野台体育館
②昭和５９年
③単独
④開館時(終日)…個人委託(１人・公園内施設一括
委託)
⑤
⑥管理委託料…3,263千円
　保守点検…　　859千円
⑦1,491千円

月 舘 町
【施設名】　　　保原町体育館
【建設年度】　　昭和46年
【単独・併設】　単独
【管理形態】　　平日日中…職員管理
                夜間、土日曜日等…委
                託管理
　　　　　　　　清掃業務…委託管理
【人件費】　　　－千円
【管理委託料】　  665千円
【光熱水費】　  2,910千円

【施設名】　　　霊山町民体育館
【建設年度】　　昭和54年
【単独・併設】　単独
【管理形態】　　平日日中…委託管理
              夜間、土日曜日等…委託管理
　　　　　　　　清掃業務…委託管理
【人件費】　　　－千円
【管理委託料】  3,351千円
【光熱水費】　  霊山中央公民館に含む。
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①国見町上野台運動公園 柏葉体育館
②平成１４年
③単独
④平日日中…県北中学校管理
　平日夜間、土日曜日等…上野台体育館管理人が
管理
⑤
⑥管理委託料…上野台体育館に含む
　保守点検…1,371千円
⑦1,123千円

①国見町国見東部高齢者等活性化センター体育館
②平成５年
③併設(活性化センター・季節保育所)
④開館時(終日)…地区代表者と季節保育所保母(セ
ンターと一括管理)
⑤
⑥管理委託料・保守点検…センターに含む
⑦センターに含む
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寿健康センターテニスコート
　・クレーコート３コート
　・使用時間　9:00～16:00
【建設年度】　平成６年
【単独・併設】併設（寿健康ｾﾝﾀｰ）
【管理形態】　寿健康ｾﾝﾀｰ
【人件費】
【管理委託料】
【光熱水費】　 374千円

桑折町睦合テニスコート
　・ナイター設備有
　・全天候型２コート
　・トイレ、更衣室有
　・使用時間　 9:00～17:00
    　        18:00～21:00
【建設年度】　平成６年
【単独・併設】　単独
【管理形態】
【人件費額】
【管理委託費】　747千円
【光熱水費】　　245千円

国見町上野台運動公園ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ９２３
　・砂入り人工芝３コート
　・（ゲートボール３面）
　・使用時間　9:00～21:30
【建設年度】　平成９年
【単独・併設】単独
【管理形態】　直営
【人件費】
【管理委託料】　298千円
【光熱水費】　2,870千円
    （その他）2,279千円

梁川町民テニスコート
　・ナイター設備有
　・全天候型砂入り人工芝２コート
　・使用時間　　　9:00～17:00
　　（4／1～10／1） 5:00～18:00
【建設年度】　平成６年
【単独・併設】単独
【管理形態】
【人件費】
【管理委託料】
【光熱水費】　 374千円

梁川町農村環境改善ｾﾝﾀｰﾃﾆｽｺｰﾄ
　　・ナイター設備有
　　・全天候型１コート
　　・使用時間　Am8:30～Pm10:00
【建設年度】　昭和５４年
【単独・併設】　併設
　　　　　（農村環境改善ｾﾝﾀｰ）
【管理形態】　農村環境改善ｾﾝﾀｰ
【人件費】（農村環境改善ｾﾝﾀｰ）
【管理委託料】（　　〃　　）
【光熱水費】　（　　〃　　）

該当施設なし 該当施設なし 該当施設なし桑折町桑折テニスコート
　・ナイター設備有
　・全天候型３コート
　・クラブハウス有
  ・使用時間　昼　 9:00～17:00
　          　夜　18:00～21:00
【建設年度】　平成元年
【単独・併設】単独
【管理形態】日中及び夜間業務委託
【人件費額】　（町民体育館）
【管理委託費】　243千円
【光熱水費】　（町民体育館）

伊達町民庭球場
　・ナイター設備有
　・全天候型３コート
　・使用時間  9:00～21:00
【建設年度】　昭和６３年
【単独・併設】単独
【管理形態】　体育館で管理
【人件費】　（町民体育館）
【管理委託料】（　　〃　）
【光熱水費】　 300千円

国見町上野台運動公園テニスコート
　・ナイター設備有
　・全天候型４コート
　・使用時間  9:00～21:30
【建設年度】　昭和５９年
【単独・併設】単独
【管理形態】　直営
【人件費】　　（上野台体育館）
【管理委託料】（　　〃　）
【光熱水費】　（　　〃　）
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【施設名】　伊達運動場
【建設年度】　昭和５６年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　直営（無人）
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　２７５千円
【光熱水費】　７０千円
【特色・内容】　多目的グラウンド
（ソフトボール・グランドゴルフ）

【施設名】　国見町町民運動場
【建設年度】　昭和５２年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　直営
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　－千円
【光熱水費】　３６千円
【特色・内容】
　ソフトボール１面・ゲートボール１面

【施設名】　桑折町ふれあい公園
【建設年度】　平成６年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　平日日中　直接管理運営
　夜間及び土・日・祝日　町民第２体育館に含めて
業者委託
【人件費額】　０千円
【管理委託費】　３，４６７千円（清掃は、町民第
２体育館に含む）
【光熱水費】　１８３千円
【特色・内容】　全面芝生張り　Ｈ１６改修予定

【施設名】　伊達町東運動場
【建設年度】　昭和４６年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　伊達東公民館に接しているのでその
都度体育館に連絡
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　２７５千円
【光熱水費】　７１千円
【特色・内容】
　多目的グラウンド（ソフトボール・グランドゴル
フ・ソフトボール・サッカー）

【施設名】
　国見町上野台運動公園総合運動場
【建設年度】　平成７年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　直営／委託
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　４，６４７千円
【光熱水費】　１，７０９千円
【特色・内容】　管理棟１・夜間照明有
　ソフトボール４面・野球２面・サッカー・ラグ
ビー１面・４００㍍トラック６レーン

桑 折 町 伊 達 町 国 見 町 梁 川 町 保 原 町 霊 山 町 月 舘 町

【施設名】　桑折町民運動場
【建設年度】　昭和４７年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】
　平日日中　直接管理運営
　夜間及び土・日・祝日　中央公民館に含めて業者
委託
【人件費額】　０千円
【管理委託費】　２８２千円（清掃は、中央公民館
に含む）
【光熱水費】　１，２００千円
【特色・内容】　ナイター設備有り
　ソフトボール３面、野球２面

【施設名】　梁川町白根農村広場
【建設年度】　昭和５３年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　管理委員会へ委託
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　７５千円
【光熱水費】　１０千円
【特色・内容】
　野球１面・ソフトボール２面

【施設名】　保原町中瀬グラウンド
【建設年度】　昭和４６年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　委託
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　５７千円
【光熱水費】　－千円
【特色・内容】
　サッカー１面・ソフトボール１面

【施設名】　霊山町運動広場
【建設年度】　昭和５９年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　直営
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　７１９千円
【光熱水費】　１，６０９千円
【特色・内容】
　夜間照明有
　野球２面・ソフトボール３面

【施設名】　月舘町町民運動場
【建設年度】　昭和５５年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　直営
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　８３９千円
【光熱水費】　２，５２２千円
【特色・内容】
　管理棟
　夜間照明有
　野球２面・ソフトボール４面・多目的広場

【施設名】　梁川町山舟生農村広場
【建設年度】　昭和５８年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　管理委員会へ委託
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　１００千円
【光熱水費】　３８千円
【特色・内容】
　野球１面・ソフトボール２面

【施設名】　保原町弥生町グラウンド
【建設年度】　平成４年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　委託
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　３０千円
【光熱水費】　１３千円
【特色・内容】
　夜間照明有
　サッカー１面・ソフトボール２面
　※夜間照明は、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ1面(利用期間5～10月)

【施設名】　霊山町山野川農村広場
【建設年度】　昭和６０年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】
【人件費額】　　―千円
【管理委託費】　　―千円
【光熱水費】　　―千円
【特色・内容】　農村建設課所管

【施設名】　伊達中学校夜間照明
【建設年度】　昭和５７年度
【単独・併設】　併設
【管理形態】　体育館管理
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　２７５千円
【光熱水費】　７２千円
【特色・内容】
１９：００～２１：００まで使用可

【施設名】　梁川町大枝農村広場
【建設年度】　昭和５６年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　管理委員会へ委託
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　１６１千円
【光熱水費】　３１２千円
【特色・内容】
　夜間照明有（野球１面・ソフトボール１面）

【施設名】　梁川町五十沢運動広場
【建設年度】　昭和５６年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　管理委員会へ委託
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　１５０千円
【光熱水費】　４８千円
【特色・内容】
　野球１面・ソフトボール２面

【施設名】　保原町柏町運動公園
【建設年度】　平成４年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　委託
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　３１２千円
【光熱水費】　２７９千円
【特色・内容】
　ゲートボール２面
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【施設名】　梁川弓道場
【建築年度】　平成６年
【単独・併設】　単独
【管理形態】　直営
【人件費額】
【管理委託費】　２４千円

【施設名】保原町ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾊｳｽ
【建築年度】平成５年
【単独・併設】単独
【管理形態】委託
【人件費額】
【管理委託費】３０千円
【光熱水費】

伊達町伊達ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場
・東ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場
【建築年度】昭和58年
【単独・併設】単独
【管理形態】
　伊達ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場は使用不可
　東ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場は使用なし。

梁川町健康ｾﾝﾀｰ・屋内ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場
【建築年度】平成６年
【単独・併設】併設・寿健康ｾﾝﾀｰ
【管理形態】直営
【人件費額】　　　0円
【管理委託費】　　0円
【光熱水費】　　　0円

【施設名】　すぱーく月舘
【建築年度】　平成10年
【単独・併設】　単独
【管理形態】　　直営
【人件費額】
【管理委託費】　４００千円
【光熱水費】　　４８８千円

そ

の

他
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伊達町ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ
【建築年度】昭和４８年
【単独・併設】併設
【管理形態】
　阿武隈川堤防を国より町が借受け管理､除草
等
【管理委託費】2,100千円

①梁川町町民プール
②S.62年度
③単独
④直営
⑤6,894,000
⑥2,866,000
⑦7,531,000

①保原町町民プール
②S.60年度
③単独
④委託
⑤        0
⑥7,345,000
⑦4,950,000

該当施設なし 該当施設なし①桑折町民プール
②S.50年度
③単独
④委託
⑤　　　　0
⑥1,351,000
⑦　200,000

①伊達中学校プール
②
③併設
④業者委託
⑤
⑥852,000
⑦
※中学校のプールを夏季のみ施設開放をして
もらい町民プールとして利用

①国見町上野台運動公園プール
②S.63年度
③単独
④委託
⑤　　　　0
⑥1,685,000
⑦　400,000
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【施設名】　梁川弓道場
【建築年度】　平成６年
【単独・併設】　単独
【管理形態】　直営
【人件費額】
【管理委託費】　２４千円

【施設名】保原町ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾊｳｽ
【建築年度】平成５年
【単独・併設】単独
【管理形態】委託
【人件費額】
【管理委託費】３０千円
【光熱水費】

伊達町伊達ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場
・東ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場
【建築年度】昭和58年
【単独・併設】単独
【管理形態】
　伊達ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場は使用不可
　東ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場は使用なし。

梁川町健康ｾﾝﾀｰ・屋内ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場
【建築年度】平成６年
【単独・併設】併設・寿健康ｾﾝﾀｰ
【管理形態】直営
【人件費額】　　　0円
【管理委託費】　　0円
【光熱水費】　　　0円

【施設名】　すぱーく月舘
【建築年度】　平成10年
【単独・併設】　単独
【管理形態】　　直営
【人件費額】
【管理委託費】　４００千円
【光熱水費】　　４８８千円

そ

の

他

の

施

設

伊達町ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ
【建築年度】昭和４８年
【単独・併設】併設
【管理形態】
　阿武隈川堤防を国より町が借受け管理､除草
等
【管理委託費】2,100千円

①梁川町町民プール
②S.62年度
③単独
④直営
⑤6,894,000
⑥2,866,000
⑦7,531,000

①保原町町民プール
②S.60年度
③単独
④委託
⑤        0
⑥7,345,000
⑦4,950,000

該当施設なし 該当施設なし

庭
　
球
　
場
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①桑折町民プール
②S.50年度
③単独
④委託
⑤　　　　0
⑥1,351,000
⑦　200,000

①伊達中学校プール
②
③併設
④業者委託
⑤
⑥852,000
⑦
※中学校のプールを夏季のみ施設開放をしても
らい町民プールとして利用

①国見町上野台運動公園プール
②S.63年度
③単独
④委託
⑤　　　　0
⑥1,685,000
⑦　400,000

寿健康センターテニスコート
　・クレーコート３コート
　・使用時間　9:00～16:00
【建設年度】　平成６年
【単独・併設】併設（寿健康ｾﾝﾀｰ）
【管理形態】　寿健康ｾﾝﾀｰ
【人件費】
【管理委託料】
【光熱水費】　 374千円

桑折町睦合テニスコート
　・ナイター設備有
　・全天候型２コート
　・トイレ、更衣室有
　・使用時間　 9:00～17:00
    　        18:00～21:00
【建設年度】　平成６年
【単独・併設】　単独
【管理形態】
【人件費額】
【管理委託費】　747千円
【光熱水費】　　245千円

国見町上野台運動公園ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ９２３
　・砂入り人工芝３コート
　・（ゲートボール３面）
　・使用時間　9:00～21:30
【建設年度】　平成９年
【単独・併設】単独
【管理形態】　直営
【人件費】
【管理委託料】　298千円
【光熱水費】　2,870千円
    （その他）2,279千円

梁川町民テニスコート
　・ナイター設備有
　・全天候型砂入り人工芝２コート
　・使用時間　　　9:00～17:00
　　（4／1～10／1） 5:00～18:00
【建設年度】　平成６年
【単独・併設】単独
【管理形態】
【人件費】
【管理委託料】
【光熱水費】　 374千円

梁川町農村環境改善ｾﾝﾀｰﾃﾆｽｺｰﾄ
　　・ナイター設備有
　　・全天候型１コート
　　・使用時間　Am8:30～Pm10:00
【建設年度】　昭和５４年
【単独・併設】　併設
　　　　　（農村環境改善ｾﾝﾀｰ）
【管理形態】　農村環境改善ｾﾝﾀｰ
【人件費】（農村環境改善ｾﾝﾀｰ）
【管理委託料】（　　〃　　）
【光熱水費】　（　　〃　　）

該当施設なし 該当施設なし 該当施設なし桑折町桑折テニスコート
　・ナイター設備有
　・全天候型３コート
　・クラブハウス有
  ・使用時間　昼　 9:00～17:00
　          　夜　18:00～21:00
【建設年度】　平成元年
【単独・併設】単独
【管理形態】日中及び夜間業務委託
【人件費額】　（町民体育館）
【管理委託費】　243千円
【光熱水費】　（町民体育館）

伊達町民庭球場
　・ナイター設備有
　・全天候型３コート
　・使用時間  9:00～21:00
【建設年度】　昭和６３年
【単独・併設】単独
【管理形態】　体育館で管理
【人件費】　（町民体育館）
【管理委託料】（　　〃　）
【光熱水費】　 300千円

国見町上野台運動公園テニスコート
　・ナイター設備有
　・全天候型４コート
　・使用時間  9:00～21:30
【建設年度】　昭和５９年
【単独・併設】単独
【管理形態】　直営
【人件費】　　（上野台体育館）
【管理委託料】（　　〃　）
【光熱水費】　（　　〃　）
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【施設名】　伊達運動場
【建設年度】　昭和５６年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　直営（無人）
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　２７５千円
【光熱水費】　７０千円
【特色・内容】　多目的グラウンド
（ソフトボール・グランドゴルフ）

【施設名】　国見町町民運動場
【建設年度】　昭和５２年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　直営
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　－千円
【光熱水費】　３６千円
【特色・内容】
　ソフトボール１面・ゲートボール１面

【施設名】　桑折町ふれあい公園
【建設年度】　平成６年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　平日日中　直接管理運営
　夜間及び土・日・祝日　町民第２体育館に含めて
業者委託
【人件費額】　０千円
【管理委託費】　３，４６７千円（清掃は、町民第
２体育館に含む）
【光熱水費】　１８３千円
【特色・内容】　全面芝生張り　Ｈ１６改修予定

【施設名】　伊達町東運動場
【建設年度】　昭和４６年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　伊達東公民館に接しているのでその
都度体育館に連絡
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　２７５千円
【光熱水費】　７１千円
【特色・内容】
　多目的グラウンド（ソフトボール・グランドゴル
フ・ソフトボール・サッカー）

【施設名】
　国見町上野台運動公園総合運動場
【建設年度】　平成７年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　直営／委託
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　４，６４７千円
【光熱水費】　１，７０９千円
【特色・内容】　管理棟１・夜間照明有
　ソフトボール４面・野球２面・サッカー・ラグ
ビー１面・４００㍍トラック６レーン

桑 折 町 伊 達 町 国 見 町 梁 川 町 保 原 町 霊 山 町 月 舘 町

【施設名】　桑折町民運動場
【建設年度】　昭和４７年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】
　平日日中　直接管理運営
　夜間及び土・日・祝日　中央公民館に含めて業者
委託
【人件費額】　０千円
【管理委託費】　２８２千円（清掃は、中央公民館
に含む）
【光熱水費】　１，２００千円
【特色・内容】　ナイター設備有り
　ソフトボール３面、野球２面

【施設名】　梁川町白根農村広場
【建設年度】　昭和５３年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　管理委員会へ委託
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　７５千円
【光熱水費】　１０千円
【特色・内容】
　野球１面・ソフトボール２面

【施設名】　保原町中瀬グラウンド
【建設年度】　昭和４６年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　委託
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　５７千円
【光熱水費】　－千円
【特色・内容】
　サッカー１面・ソフトボール１面

【施設名】　霊山町運動広場
【建設年度】　昭和５９年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　直営
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　７１９千円
【光熱水費】　１，６０９千円
【特色・内容】
　夜間照明有
　野球２面・ソフトボール３面

【施設名】　月舘町町民運動場
【建設年度】　昭和５５年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　直営
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　８３９千円
【光熱水費】　２，５２２千円
【特色・内容】
　管理棟
　夜間照明有
　野球２面・ソフトボール４面・多目的広場

【施設名】　梁川町山舟生農村広場
【建設年度】　昭和５８年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　管理委員会へ委託
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　１００千円
【光熱水費】　３８千円
【特色・内容】
　野球１面・ソフトボール２面

【施設名】　保原町弥生町グラウンド
【建設年度】　平成４年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　委託
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　３０千円
【光熱水費】　１３千円
【特色・内容】
　夜間照明有
　サッカー１面・ソフトボール２面
　※夜間照明は、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ1面(利用期間5～10月)

【施設名】　霊山町山野川農村広場
【建設年度】　昭和６０年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】
【人件費額】　　―千円
【管理委託費】　　―千円
【光熱水費】　　―千円
【特色・内容】　農村建設課所管

【施設名】　伊達中学校夜間照明
【建設年度】　昭和５７年度
【単独・併設】　併設
【管理形態】　体育館管理
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　２７５千円
【光熱水費】　７２千円
【特色・内容】
１９：００～２１：００まで使用可

【施設名】　梁川町大枝農村広場
【建設年度】　昭和５６年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　管理委員会へ委託
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　１６１千円
【光熱水費】　３１２千円
【特色・内容】
　夜間照明有（野球１面・ソフトボール１面）

【施設名】　梁川町五十沢運動広場
【建設年度】　昭和５６年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　管理委員会へ委託
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　１５０千円
【光熱水費】　４８千円
【特色・内容】
　野球１面・ソフトボール２面

【施設名】　保原町柏町運動公園
【建設年度】　平成４年度
【単独・併設】　単独
【管理形態】　委託
【人件費額】　－千円
【管理委託費】　３１２千円
【光熱水費】　２７９千円
【特色・内容】
　ゲートボール２面
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【公民館図書室】
【休館日】
　月曜・12/28～1/3

【開館時間】
　9:00～20:00（火～土）
　9:00～18:00（日）・（祝日）

【職員】
　館長（兼務）　１名
　職員　　　　　 ２名(指導員・事務補助)

【蔵書】
　約６１千冊（図書館も含む）

【貸出冊数】
　個人　図書　1回　　５冊（２週間）
　　　　AV　  1回    ２点（１週間）
　団体　図書　１回　５０冊 (1ケ月)
【その他】
　図書館と公民館はシステムで接続されて
おり、公民館には端末がある。
　図書館の本は公民館へ返却をしても良
い。公民館の本を図書館へ返却しても良
い。

 
　

　

保 原 町 霊 山 町 月 舘 町
中央公民館図書室
【休館日】
　年末年始（公民館休館日)
【開館時間】
　8：30～17：00
【職員】
　公民館長（生涯学習課長）　　1名
　職員　　　　　　　　　　　　2名
　臨時職員　　　　　　　　　　1名
【蔵書】
　約3万冊
【貸出冊数】
　1回　5冊(一般）
　２週間
（その他、団体貸出がある）
【その他】
　読書活動振興事業
　①ファミリー文庫
　3つのグループで年3回、4地区の公民館で
おはなしの会を実施。
　・平日午後、学校が終わる時間に合わせ
て開催。
　・対象は3歳～小学校3年生まで。
　②ブックスタート推進活動
　・毎月6ヶ月検診時に実施。
　・推奨絵本の紹介とプレゼント
　・ボランティアはファミリー文庫のメン
バー。
　・選んでもらった絵本を後日公民館の図
書室に取りに来てもらうことで、図書室の
利用も推進。

伊達町立図書館
【休館日】
　月曜・12/28～1/4
【開館時間】
　9:00～20:00（火～土）
　9:00～18:00（日）・（祝日）
【職員】
　館長（兼務）　　１名
　職員　　　　　　２名(内司書　１名)
【蔵書】
　約６１千冊
【貸出冊数】
　個人　図書　　1回　　　５冊（２週間）
　　　　AV　　  1回   　 ２点（１週間）
　団体　図書　 １回　　５０冊 (1ケ月)
【その他】
　ボランティアによる配架（小学校へ）
　ボランティアによる書架整理
　ボランティアによる「本の読み聞かせ」
　　毎月第４土曜日　１０時　図書館

国見町観月台文化センター図書室
【休館日】
　年末年始（公民館休館日)
【開館時間】
　9：00～17：00
【職員】
　公民館長（生涯学習課長）　　1名
　職員　　　　　　　　　　　　2名
　図書専門指導員　　　　　　　1名
【蔵書】
　約3万冊
【貸出冊数】
　1回　5冊(一般）
　２週間
（その他、団体貸出がある）
【その他】
　読書活動振興事業
　①子ども移動図書館
　　月１回、放課後活動として町内の小学
生が通う５校の小学校に、子ども移動図書
館指導員５名が児童書を持ち込み貸出しを
して読書推進活動を行っている。併せて、
折り紙などの創作活動や紙芝居、人形劇な
どを行っている。
　・対象は小学校１年生から３年生まで。
　②クラス文庫
　　町内の小学生が通う５校の小学校に各
クラス８５冊の児童書を配本する。
　・時期　４月頃～３月
　・対象　小学校４年生から６年生
　③ブックスタート推進活動
　・毎月３ヶ月検診時に実施。
　・図書専門指導員により推奨絵本の紹介
など。

【休館日】
　12/29～1/4

【開館時間】
　8:30～21:00(月～土）
　8:30～16:30(日・祝祭日）
【職員】
　公民館職員　６人
【蔵書】
　約3万冊

【貸出冊数】
　1回　5冊【一般）
　2週間

【読書活動】
　各8地区読書会へ月1回児童図書、一般図
書の巡回貸出

（開館時間）
　・9：00～16：30
（休館日）
　・月曜日・祝日・年末年始・館内整理日
（館外貸出）
　・1人4冊まで2週間
（蔵書）
　・約4万5千冊
（定例図書委員会）
　・第2月曜日　・第4月曜日
（職員）
　・公民館長（生涯学習課長）　１名
　・職員　　５名（うち図書担当１名）
　・臨時職員　　　１名（図書室勤務）

〔中央公民館図書室〕
【休館日】
　公民館休館日(第３日曜とその前日土曜の
　午後)と祝日・年末年始　12/29～1/3
【開室時間】
　9:00～16:30(月～金)
　9:00～16:00(土,日)
【職員】
　館長兼務　　　　　　1名
　職員兼務　　　　　　5名
　臨時雇用職員        2名
【蔵書】
　約19,000冊
【貸出冊数】
　1回　5冊
　2週間
【読書活動】
　ほんよむかい　　　　年8回
　親子読書会　　　　　4団体
　移動図書　　　　　　9箇所　　45回

月舘町公民館図書室
　
【休館日】
　　年末年始（公民館休館日）
　　12／29～1／3
【開館時間】
　　9：00～21：30　（月～金）
　　9：00～17：00　（土、日）
【職員】
　　公民館長（生涯学習課長）１名
　　職員　　　　　　　　　　３名
【蔵書】
　　約１３，０００冊
【貸出冊数】
　　1回　5冊
　　1ヶ月
【その他】
・お話の会
　　幼稚園児から小学３年生対象
　　図書の読み聞かせと図書の遊び
・地域巡回文庫
・企業内文庫
・県立図書館あづま号の利用

桑 折 町 伊 達 町 国 見 町 梁 川 町



　親睦会は、一般公募により実行委員を
募り、実行委員会が企画運営にあたる。
【予算】　　487,000円
　・記念品　　　2,300×15人
　・印刷製本費　　47,000円
　・通信運搬費　　60,000円
　・消耗品費　　　17,000円
　・食料費　　　　58,000円

【概要】
　年度内に満20歳を迎える出身者を対象
として、新成人を祝う式典を開催する。
【実施日及び会場】
　　成人式の前日、梁川町農村環境改善
センター

【事務手順】
・住民基本台帳より新成人該当者の名簿
を作成。
・住民基本台帳にはないが、町出身者等
で出席を希望する者は、申し出てもらえ
ば名簿に加える。
・１２月案内状の送付
・当日は１０時から開式
・式典
　　①開式のことば（助役）
　　②国歌斉唱
　　③式辞（町長）
　　④成人証書及び記念品授与
　　⑤来賓祝辞（町議会議長）、来賓紹
介
　　⑥成人代表誓いの言葉
　　⑦成人記念事業目録贈呈
　　⑧閉式の言葉（教育長）
・祝賀行事　　梁川交響吹奏楽団の演奏
・記念撮影　　地区毎に撮影する
【予算】
・記念品・謝礼　　   596,000円
・消耗品費　　　　  　91,000円
・印刷製本費         215,000円
・食糧費             45,000円
・手数料             40,000円
・委託料             77,000円

【概要】
 年度内に満20歳を迎える者を対象に、
「成人式」を開催する。終了後記念撮
影、引き続き新成人を祝う会実行委員会
主催の「新成人を祝う会」を開催する。
【実施日および会場】
   セレビアスカイパレス

　［成人式］
　・住民基本台帳より新成人該当者の
　名簿を作成。
　・町内出身者等で出席を希望する者
　は受付する。
　・12月に案内状送付。
　・式典
　　①開式のことば
　　②国歌斉唱
　　③式辞
　　④成人証書授与
　　⑤来賓祝辞
　　⑥来賓紹介
　　⑦成人代表宣誓
　　⑧閉式のことば
　・予算
　　事業費　　７７２，０００円
　　事務費　　２７０，０００円

　［新成人を祝う会］
  ・成人式終了後、同じ会場で新成人を
　祝う会実行委員会主催による催しを
　開催する。
  ・新成人の中から実行委員会を組織し
　内容を話し合い、準備から当日の進行
　まですべてを実行委員会で行う。
  ・経費は教育振興補助金の502,000円

【実施日及び会場】
　　成人の日の前の日曜日
　　霊山町中央公民館
【事務手順】
・教育委員会で行う。
・住民基本台帳より新成人該当者の名簿
を作成。
・住民基本台帳にはないが、町出身者等
で出席を希望する者は、申し出てもらえ
ば名簿に加える。
・１１月発行の町広報誌に式典開催の案
内掲載。
・該当者に案内状発送
・当日は１０時から開式
・式典は簡素に、
　①開式の辞
　②国歌、斉唱
　③式辞
　④成人証書及び記念品授与
　⑤励ましの言葉
　⑥来賓祝辞
　⑦成人代表者による誓いの言葉
　⑧成人の自覚にたって(意見発表)
　⑨閉式の辞
・式典終了後、記念撮影
　親睦会は、一般公募により実行委員
　を募り、実行委員会が企画と運営に
　あたる。
【予算】　　　　487,000円
・記念品　　　　　2,300×15人
・印刷製本費　　　47,000円
・通信運搬費　　　60,000円
・消耗品費　　　　17,000円
・食料費　　　　　58,000円

【概要】
年度内に満20歳を迎える出身者を対象と
して、新成人を祝う式典を開催する。
【実施日及び会場】
１月１１日・成人の日の前日
月舘町ふるさとふれあいホール
【事務手順】実行委員会は組織せず、教
育委員会事務局で行う。
・住民基本台帳より該当者名簿を作成。
・住所はなくとも、月舘町出身者は、名
簿搭載する。月舘中学校卒業生名簿によ
る。
・１１月に町内の新成人者の打ち合わせ
会を持ち、式典の打ち合わせをする。
・１１月に新成人者に成人式の案内状を
発送する。
・１２月初旬、来賓に案内状を発送す
る。
・式典当日は、午前９時から受付、午前
９時３０分より式典内容説明、式典は午
前１０時より１１時
・式典内容
①開会の言葉
②国歌斉唱
③成人者呼名
④成人証書記念品授与
⑤式辞
⑥祝辞
⑦二十歳の抱負（新成人男女各１名発
表）
⑧謝辞（新成人代表）
⑨閉会の言葉
※式典終了後、記念撮影
【予算】
・記念品　　￥1,200×80人
・消耗品費　　￥50,000
・印刷製本費　　￥100,000
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【実施日及び会場】
　成人の日の前日
　醸芳中学校体育館
【事務手順】
・住民基本台帳より該当者名簿を作成
・住民基本台帳にはないが、町内出身
　者等で出席を希望するものは、申し
　出てもらえば名簿に加える
・１１月発行の町広報誌に式典開催
　案内及び新成人該当者名簿掲載
・１２月新成人から選出の新成人の
　つどい実行委員会設置・内容検討
　及び案内状の送付
【内容】
・１３：３０～受付
・１４：３０～式典　開式のことば
　　　　　　　　　　　（教育委員長）
　　　　　　　　　　国歌斉唱
　　　　　　　　　　成人証書授与
　　　　　　　　　　式辞（町長）
　　　　　　　　　　激励のことば
　　　　　　　　　　　（町議会議長）
　　　　　　　　　　新成人のことば
　　　　　　　　　　閉式のことば
　　　　　　　　　　　（助役）
・１５：００～記念撮影
・１５：３０～新成人のつどい
　～１７：００　※実行委員会企画運営
【予算】
　・協力謝礼　　　　　８０千円
　・運営奨励金　　　１００千円
　・消耗品　　　　　　２２千円
　・食糧費　　　　　１００千円
　・印刷製本費　　　４０３千円
　・役務費　　　　　　１０千円
　　　計　　　　　　７１５千円

【実施日及び会場】
　1月２日　伊達町ふるさと会館
【事務手順】
　実行委員会等は組織せず教育委員会
事務局で行う。
・住民基本台帳より新成人該当者の名簿
　を作成。
・住民基本台帳にはないが、市出身者等
　で出席を希望する者は、申し出てもら
　えば名簿に加える。
・１１月発行の市広報に式典開催の案内
　掲載。
・１５００円/人の予算で記念品を検討、
　手配する。
・該当者に案内状送付。
・当日は、13時から受付し、14時に開会
　する。
・式典は簡素に、
　①開式の辞（教育委員長）
　②国歌斉唱
　③式辞（町長）
　④あいさつ（町議会議長）
　⑤成人証書授与・記念品授与
　⑥来賓祝辞・紹介
　⑦新成人誓いの言葉
　⑧閉式の辞
　
【予算】
　・記念品　　1,500円×140人
　・印刷製本費　　55,000円
　・食料費　　　　59,000円
　・消耗品　　　　15,000円
　・手数料　　　　11,000円
　・筆耕翻訳料　　10,000円
　・使用料　　　　 9,000円

【実施日及び会場】
　成人の日の前日
　国見町観月台文化センター
【事務手順】
　実行委員会等は組織せず、中学校から
推薦のあった代表者の会議を行う。
　式当日の役割などを決める。
・住民基本台帳より新成人該当者の名簿
を作成。
・住民基本台帳にはないが、町出身者等
で出席を希望する者は、申し出てもらえ
ば名簿に加える。
・１０月発行の町広報に式典開催の案内
掲載。
・２３６３円/人の予算で記念品と集合写
真
・該当者に案内状送付。
・当日は１0時から受付し、12時に開会す
る。
  その後、記念パーティー  13時解散
・式典は簡素に、
　①開式の辞（助役）
　②国歌斉唱
　③式辞（町長）
　④成人証書授与（町長）
　⑤記念品授与（教育委員長）
　⑥来賓祝辞（町議会議長・町選挙管理委員長）

　⑦答辞
　⑧閉式の辞（収入役）
　
【予算】
　・記念品　　2,363円×１１４人
　・印刷製本費　115,000円
　・食料費　　　160,000円
　・消耗品　　　 15,000円
　・手数料　　　 13,000円

調 整 方 針

行事・事業関係
　①成人式については、合併後初回の成人式までに、具体的な開催方法等について検討する。
　②生涯学習事業・講座及び各種スポーツ大会・教室等については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後に調整する。
　③地域性や特色を生かした事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

協 定 項 目 社会教育事業 関 係 項 目
成人式、生涯学習事業・講座の開催、各種スポーツ大会・教室等、芸術文化事業、活動成果の発表等
（文化祭を含む）
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【事業の目的】
・水泳人口の拡大、親睦、健康増進
・対象:　町在住又は勤務する町民プール
利用者

【内容】
・水泳記録会
・開催時期：７月
・実施内容：小学生、中学生、一般の部A
～D。
　４泳法各クラス別に２５㍍５０㍍。そ
の他リレー。一人一人の記録をとる。

　※各種スポーツ大会については、町体
育協会に加盟している各部が責任を負っ
て運営している。

【事業の目的】
・住民の間にスポーツを普及し､その振興
　アマチュア精神の高揚と体力づくりを
図り健康で明るい生活の向上を念願す
る。

【内容】
・県民スポーツ壮年ソフトボール町予選
・45歳以上ナイターソフトボールリーグ
選
・県民スポーツ家庭バレーボール町予選
・ももの里ふれあいマラソン大会
・伊達地方スポーツ大会（テニス競技）
・ソフトバレーボールリーグ戦
・町一周駅伝大会
・壮年婦人家庭バレーボールリーグ戦
・郡一周駅伝競走大会
・冬季ゲートボールリーグ戦
・スポーツ少年団ドッジボール大会

【事業の目的】
・住民の間にスポーツを普及し､その振興
　アマチュア精神の高揚と体力づくりを
図り健康で明るい生活の向上を念願す
る。

【内容】
・町民グラウンドゴルフ大会
・町民登山
・町民卓球大会
・町民バドミントン大会

 
　※各種スポーツ大会については、町体
育協会に加盟している各部が責任を負っ
て運営している。

【事業の目的】
・町民だれもが、それぞれの体力や年齢
目的に応じて、いつでもどこでも、いつ
でもスポーツに親しめる環境づくりに努
める。

【内容】
・町民スポーツ大会　１１種目
　（家庭バレーボール、剣道、ソフト
ボール、インディアカ、野球、ゲート
ボール、バドミントン、テニス）
・町民グラウンドゴルフ大会
・子手姫の里マラソン大会
・町民登山
・歩こう会
・大会派遣
　ふくしま駅伝
　市町村対抗ゲートボール大会
　伊達地方スポーツ大会
　伊達郡内一周駅伝競走大会
　県総体県民スポーツ県北地域大会

各
種
ス
ポ
ー

ツ
大
会
・
教
室
等

【事業の目的】
・生涯スポーツに対する地域住民の参加
意欲欲求が年々高まってきている。

【内容】
・ロードレース大会
・ソフトボール大会
・家庭バレーボール大会
・町民プールｏｐｅｎ
・町民登山
・少年ソフトボール大会
・青少年健全育成剣道大会
・小学生バレーボール大会
・家庭婦人バレーボール大会
・スポーツフェスティバル
・駅伝競走大会
・ソフトバレーボール大会
・町民スキー教室

【事業の目的】
・住民の間にスポーツを普及し、その振
興アマチュア精神の高揚と体力づくりを
図り、健康で明るい生活の向上を念願す
る。

【内容】
・伊達中学校プール開放
・町民運動会
・ソフトバレーボール大会
 
　※プール開放は業者へ委託。ソフトバ
レーボール大会は、体育指導委員会の事
業。

【事業の目的】
・町民福祉（社会体育関係）の向上、健
康増進のための事業

【内容】
・スポーツ教室（6種目）
・町長杯スポーツ大会（8競技）
・町内一周駅伝
・テニス大会
・スポーツ・レクリエーション(2事業)
・町民大運動会
・青少年剣道大会
・少年柔道大会
・伊達地方スポーツ大会
・郡内一周駅伝
・ふくしま駅伝
・ゲートボール大会（E-4-1-51）は、町
長杯スポーツ大会に含む。
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桑 折 町

・女性講座
　婦人会、磐青の会の協力を得て実施
　全体講座２回
　各地区講座（４地区）×２回程度実施

・高齢者大学かやきの学園
　概ね65歳以上　全体学習６回程度
　地区館学習４階程度
　世代間交流、クラブ活動
　約150名受講

該当事業なし

・生涯学習推進体制の整備
・政策調整会議の開催

・生涯学習推進事業
　①人材バンクの登録（住民講師）
・生涯学習支援事業
　①地域教育力・体験活動推進協議会の
設置・運営
　②生涯学習学習支援センターの設置運
営ボランティアの募集とコーディネート

・生涯学習推進体制の整備
・国見町生涯学習推進会議設置運営

伊 達 町 国 見 町
・生涯学習推進体制の整備充実
・生涯学習推進本部の機能充実
・町民大学講座
・生涯学習行事予定カレンダー
・子どもカレンダー
・生涯学習ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集活用事業
・体験活動ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進ｾﾝﾀｰ事業

梁 川 町 保 原 町 霊 山 町 月 舘 町
・生涯学習の推進・・生涯学習の日
　「ＹＡＬＬＤＡＹ」の推進
・ふれあいマナビィ講座の推進
・生涯学習人材バンク
・体験活動ボランティア推進センター事
業
・情報提供『レッツ』生涯学習

・生涯学習関係事業及び関係機関との統
合調整
・生涯学習の奨励普及
・シンボル事業の開催（講演会）
・人材登録名簿りょうぜん「楽学」ガイ
ド登録活用事業
・学社、連携融合事業の推進

・親子教室
　３歳から中学生までの親子を対象
　親子体操・親子トレッキング
　お話の会等　年４・５回実施
・家庭教育学級
　幼稚園及び小中学校のＰＴＡ会員を中
心に家庭教育に関する講演会などを実施

・家庭教育　２講座
　子どもたちの生きる力を育むととも
に、家庭への支援と相談体制の整備充実
　子育てひろば
　子育て相談窓口の開設・充実

・子育て教室
・子育て学習県民講座
・家庭教育講座
　地区中央集会所で実施
　1会場3回（講話や実技等）

・家庭教育学級
　子育て学習の全国的展開
　「ぴよぴよサークル」「りとるクラ
ブ」

・子育て学習県民講座　２講座 ・家庭教育学級
　幼稚園児・保護者を対象とした家庭教
育学級を開設。
　掛田幼稚園　２回

・家庭教育セミナー
　〔子育て学習県民講座補助事業〕
　幼稚園・小中学校授業参観時に実施
・月舘町教育講演会
　連合ＰＴＡと共催・町内のＰＴＡ会員
参加
・親支援ネットワーク協議会
　中学校区の既存の組織を活用し親同士
のネットワークを構築する。
　協議会　年３回

・こおり地域クラブ
　２４のクラブ
　土曜日にボランティア指導者の協力を
得て地区公民館を中心に開設
・中央少年教室
　体験教室（カヌー体験・スケート体験
等）
・地区館少年教室
　製作、自然体験など体験活動中心に実
施

・少年仲間づくり教室
・こどもまつり
・春休み子供のための囲碁教室

・市民講座
・自主講座奨励
・成人講座
・明るいふるさとづくり推進活動
　地域づくり・郷土芸能伝承・郷土の歴
史を考える・里づくり・県境交流・和紙
普及伝承

・少年少女体験教室
・ふるさと教室
・郷土芸能伝承教室
・ふれあい教室

・少年教室
　各地区１教室　小学生を対象に体験
　学習を行う。
・大田ふるさと大学

・４地区公民館でこども教室
・石田夏休み少年教室
・山戸田夏休み少年教室
・各地区子ども教室
・子ども映画界
・少年の主張大会
・アドベンチャーファミリー
・ふるさとふれあい教室

・ちびっこクリスマス会
　クリスマス行事・昔遊び・世代間交流
ほか
・こどもまつり
・つきだて・しろいであそばね会
・ちびっ子広場
・つきだてで遊び隊
　学校週５日制対応事業
　学習ボランティア募集活用事業

・市民学校５館
　１５講座程度開設
・富成地区文化祭
　文連協未設立の富成地区で公民館主催
で実施する。

・ガーデニング講座
・リースづくり教室
・門松づくり教室

・町民教室
　英会話教室　　　5回
　パソコン教室　　7回
　気功教室　　　　4回
　健康教室　　　　4回
　ボランティア講座4回
・各地館出前講座
　４地区×３講座＝１２講座

・保原町生涯学習推進会議
・体験活動ボランティア推進センター事
業
・地域と学校が連携協力した奉仕活動・
体験活動推進事業

・少年教室　４講座
　①ふれあいタイム〔昔遊び・伝統文
化）
　②自然探検隊
　③なにかやってみっぺゼミ
　④少年囲碁教室

・町民カレッジ
　４月から１２月まで年８回開催。
　受講生が年度ごとの具体的内容に沿っ
た内容ついて決定し、実施する。
・各種教室・講座
　パソコン教室・フラワーアレンジメン
ト教室・歴史講座・持ち込み講座教養を
身につけたり趣味を追求したりする教
室、講座の開催

・成人教室　９講座
　自然観察講座外
・自主開設講座
　講座生が計画し運営。講師謝金を補
助。人数１０名以上。

・成人学級
・地区移動公民館
・陶芸教室
・パソコン教室
・写生大会
・ステンドグラス教室
・究極のキムチ料理教室
・ふるさとの歴史物語

・さわやかレディース伊達
　ボランティア活動、自然体験、移動学
習、文化学習等　１０回実施

・くにみ女性教室
　月１回の全体学習
　グループ学習（自主学習）
　　スポーツ民謡グループ
　　絵手紙グループ
　　煎茶グループ
　　スポーツグループ

・婦人学級　７学級３００人
　学習回数９回から１２回
・ひまわりサークル　学級生１９人
　学習回数８回
・婦人団体指導者研修会
　婦人団体指導者を対象に研修会を開催
する｡

・婦人学級 ・女性講座
　４地区の公民館の女性講座
　講座数　１０講座　４０回
・中央婦人学級
　講座回数　５回

・女性講座「わたしの時間」
　夜間コース
・さわやかスクール『さわやかスクー
ル』
　日中コース

・高齢者大学講座
　15回程度実施　高齢者のリーダー育成
・寿学級
　５地区５学級
　健康で生きがいのある生活と地域での
連帯感を目的とする。

・４地区公民館で生きがい学級開催
　講座数９講座　回数４０回
・中央公民館長寿学園
　回数９回

・グレートアカデミー
　本学部　年１１回　教養　趣味
　　　　　　現代的課題を学習
　クラブ活動　各部６～１０回
　　実用書道クラブ、パソコンクラブ、
　　紙粘土クラブ、フラダンスクラブ

・出前講座
　町民に行政情報を積極的に提供する．
共に将来の霊山町について考える。町民
の学習活動として役立てる。
　講座メニュー　５３講座

該当事業なし該当事業なし

・高齢者学級　１講座
　いきいきふれあい学級　１１回
　講話・移動学習・研修旅行

・阿津賀志学級
　対象　概ね65歳以上の男女
　各種講座・研修視察・
　趣味のグループ学習
　(書道・スポーツ民謡・陶芸・和紙工
芸・料理・美容）

・高齢者学級　８学級６９０人
　学習回数１０から１１回

該当事業なし ・ふれあいマナビィ講座
　生涯学習を振興するため、講師、助言
者として担当職員を町内に派遣する。学
習活動の支援と町民参加の生涯学習の町
づくりを推進する。

公民館教室として開催 公民館教室として開催

・地域サポーター制度
　地域コミュニティの支援するために地
域サポーターを設置。役場職員で係長職
以上の者を各地域の地域サポーターとし
て設置、地域のイベント開催等の事業を
支援する。

【目的】
　健康づくり住民のスポーツ振興

【事業内容】
　１０月　町民登山
　　２月  スキー教室

【主催】
　教育委員会

【事務手順】
　募集チラシの作成
　参加者のとりまとめ

【目的】
　健康づくりと住民のスポーツ振興

【事業内容】
・グラウンドゴルフ教室
　　対象：子供、一般
　　５月：毎週水曜日(４回)
　　　　　8:30～11:30

・水泳教室
　　７月下旬(５日間)9:30～10:45
　　対象　小学１年～３年

・バトミントン教室　毎週水曜日
　　２月 夜7:30～9:00
　　対象：子供、一般

・スキー教室
　　２月：小学生、一般

【主催】
　霊山町中央公民館

【事務手順】
　・募集チラシの作成
　・参加者のとりまとめ

【目的】
　健康づくりと住民のスポーツ振興
【事業内容】
≪ソフトバレーボール教室≫
　６月　毎週月曜日（３回）
　　　　　7:30～9:00
　対象者　一般町民
≪キンボール教室≫
　７月～８月　毎週金曜日（３回）
　　　　　　　　13:30～15:00
　対象者　一般町民
≪カローリング教室≫
　１０月（３回）19:30～21:00
　対象者　一般町民
≪3B体操教室≫
　１月～２月（３回）
　　　　　　　　19:30～21:00
　対象者　一般町民
≪町民登山≫
　「日光国立公園・尾瀬」
　　　　　　　７月１９日～２０日
≪つきだてを歩こう会≫
　　６月　糠田地区
　１０月　小手姫の里マラソン大会
　１１月　ふくしま駅伝歩こう会
【主催】
　月舘町公民館
【事務手順】
　講師の選定・募集・参加者のとりまと
め

・ＩＴ基礎技能講習会
　定員　一般町民１００名
　会場　伊達ふれあいセンター
　

パソコン教室（IT基礎技能教室） 公民館教室として開催 ・保原町地域住民のＩＴ学習支援事業
　業務委託　富士通アイソティク
　　８種類　１９講座

【目的】
　健康づくりと住民スポーツの振興

【事業内容】
　・各種スポーツ教室
　　（硬式テニス、スキー、スケート、
　　　カヌー、水中ウォーキング他）
　・ニュースポーツ教室
　　（ターゲットバードゴルフ他）

【主催】
　桑折町中央公民館

【事務手順】
　事業計画立案、講師依頼、募集、参加
者取りまとめ、事業実施

【目的】
　健康づくりと住民のスポーツ振興

【事業内容①】
　学校プール開放
　９時～16時　７月２２日～８月１１日
【主催】
　伊達町教育委員会
【事務手順】
　・プール管理業務委託

【事業内容②】
　グラウンドゴルフ教室　５月
【主催】
　伊達町教育委員会
【事務手順】
　・参加者募集

【事業内容③】
　ソフトバレーボール教室　２月
【主催】
　伊達町教育委員会（体育指導員）
【事務手順】
　・参加者募集

【目的】
・新旧種々の教室を開催し、体験させ、
健康増進に役立てる。

【事業内容】
・小学生対象
　ｿﾌﾄﾃﾆｽ、なわとび（ﾀﾞﾌﾞﾙﾀﾞｯﾁ）
　ミニサッカー
・一般対象
　ソフトバレーボール、インディアカ、
　バドミントン
・１教室あたり３回程度

【事務手順】
・企画立案、講師の選考、決裁、広報に
よる募集、実施、事後検討

【目的】
　健康づくりと住民のスポーツ振興
【事業内容】
水泳教室
　対　象：小学生、一般成人、親子

　小学生　水曜日(17:00-18:30)
　　　　　　木・金曜日(16:30-18:00)
　　　　　　　　土曜日(10:30-12:00)
　　　　　　　　　　　(14:30-16:00)
                  　  (16:30-18:00)
　親　子　　　　土曜日(10:30-11:30)
  一般成人　　　水曜日(13:30-15:00)
              　金曜日(13:00-14:30)
                　    (14:30-16:00)
　開催時期
　　春季（４～６月）
　　秋季（９～１１月）
　　冬季（１～３月）
　　１開催１０日間の日程で実施。

【事務手順】
　・募集チラシの作成
　・参加者のとりまとめ
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「公共的団体」
　霊山町青少年芸術文化振興会
　事務局は教育委員会
【目的】
 ・生の公演に直接触れることにより、
その迫力、すばらしさを十分感得させる
とともに、情操豊かな児童生徒の育成を
図る。
【組織】
 ・町内各小・中学校長
 　町内各小・中学校ＰＴＡ会長
 　教育委員会関係
 ・会長１名　副会長２名　幹事１名
【会計】
 ・町補助金その他の収入をもってあて
る

【目的】
 ・生の公演に直接触れることにより、
その迫力、すばらしさを十分感得させる
とともに、情操豊かな児童生徒の育成を
図る。
　
【事業内容】
 ・町内５小学校の児童を町民体育館に
集めて児童劇等を公演。
 ・中学生を対象に演劇等を公演。

【平成１５年度事業】
　9.18　音楽鑑賞｢ラテンリズムであそ
ぼう｣（小学生の部）
　9.26　県家庭劇場　古典｢狂言｣（中学
生の部）

【その他】
　主催は、霊山町青少年芸術文化振興会
　事務局は、教育委員会

【目的】
・町民の芸術文化に資する。

【事業内容】
　家庭劇場・　幼稚園、小学校、中学校
生徒児童及び保護者を対象に、優れた音
楽演劇等の公演を実施する。
・町民写真コンテスト
　一般町民に月館町に関する写真を募集
し、優秀な作品を表彰する。
　また併せてお手姫の里祭り会場に展示
する。

芸
　
術
　
文
　
化
　
事
　
業

【目的】
　町民の音楽文化の向上
【事業内容】コンサートの開催
　○桃源郷旧伊達郡役所サロンコンサート
　○小中学校音楽発表会
　　（小中学生の発表・ゲスト演奏）

【目的】
・住民が芸術・文化にふれ、感性豊かで
芸術性豊かな人間を育成することを目的
として開催する。

【事業内容】
・｢ふるさと会館自主事業｣
　アーティストを招いてのコンサートや
中央で活躍する文化人の芸術に関するイ
ベントを実施する。
 15.11.7
　来生たかおアコ－ステックコンサ－ト

【目的】
住民が優れた芸術・文化に触れる機会の
拡充に努めるため、芸術文化事業の展開
を図る。
【事業内容】
・コンサート、演劇、映画、講演会、古
典鑑賞会
・町民・小中学校の音楽発表会
【H15年度自主事業】
15.6.28　少年劇場「ふたりのイーダ」
　　　　　　　　　　　　　（演劇）
    9.14  津軽ひろ子歌謡ショー
　　　　　　　　　　　　　（歌謡）
    9.20　ハリー・ポッター（映画）
   10.18  それいけ！アンパンマン
　　　　　　　　　　　　　（映画）
   12.20  ピーターパン２　（映画）
16.1.24  NHK東北民謡コンクール
　　　　　　　　　　　　　　（民謡）
    2.7   モンスターズ・インク
　　　　　　　　　　　　　　（映画）
　　3.14  鈴木健二文化講演会
　　　　　　　　　　　　　（講演会）
　　3.28  フォークコンサート

【内容】
展示発表、市民学校や婦人学級で製作し
た作品を展示したり、富成公民館でサー
クル活動している団体の発表などを行
う。

〔内容〕
①芸能発表会　民謡･大正琴･舞踊等
②作品展示会　絵画･手芸･洋ラン･菊等
③その他　　　囲碁･将棋大会･茶道等

　

①芸能発表会
　歌謡･民謡・詩吟・吟舞・器楽・舞
踊・ダンス等
②作品展示会
　書・絵画・俳句・手工芸・あみもの等
③囲碁将棋大会

○総合展示会
・文化団体連絡協議会加盟会員の作品展
（書･絵画･写真･工芸･菊花･文芸･文化
財)
・加盟会員以外の作品展
（小中学生絵画書道展・高齢者作品展・
一般　等）
○ダンス・・・加盟団体のソシアルダン
ス、よさこい、フラダンス
○芸能発表・・・加盟団体の発表会（民
謡・舞踊・謡曲・歌謡曲・詩吟　等）

【内容】
  ・芸能発表会
　・総合展示会
　・菊花展示会
　・囲碁将棋大会
　・文化講演会

【内容】
①音楽芸能発表会
　国見町文連加盟団体による音楽、舞踊
等の発表。
②総合展示会
　国見町文連加盟団体を中心とした町民
の作品の一般公開。

【内　容】
・総合作品展（郷土の歴史､俳句､書道､
水墨画、絵、押し花、盆栽、刺しゅう､
紙人形､生花､陶芸､菊花､薬草､洋画､短
歌､小中学生の俳句･短歌､小学生の習字･
図画･工作･家庭･技術)
・各種発表会(民謡､舞踊､吟詠､尺八､大
正琴､謡､ミュージック､囲碁､将棋)

10月中旬～11月中旬 平成15年11月 1日（土）～3日（月）
平成15年10月12日（日）

１１月３日前後の３日間 ６月から１１月

【主　催】
　梁川町文化団体連絡協議会

【後　援】

【主催】
　保原町文化団体連絡協議会

【主　催】
　霊山町文化団体連絡協議会

【後　援】
　霊山町・霊山町教育委員会
　霊山町中央公民館

【主催】
　月舘町文化団体連絡協議会
【後援】
　月舘町・月舘町教育委員会・月舘町公
民館

　

桑折町文化祭 伊達町総合文化祭 国見町文化祭
音楽芸能発表会
・総合展示会

総合文化祭 保原町文化祭と芸能発表会。 霊山町文化祭 月舘町文化祭

【主催】
　桑折町文化祭実行委員会、
　桑折町文化団体連絡協議会

【後援】

　

　梁川町文化祭の開催を通して地域文化
の振興を目指す。

　文化団体の日ごろの練習成果や活動の
様子を発表し、文化活動への関心と普及
に努め、文化の香り豊かな町民生活を希
求する。
　各文化団体の日ごろの練習成果を発表
して、町民の鑑賞に供し、芸能への関心
と理解を高め、文化の香り高い町づくり
に資する。

　町内の各文化団体の相互協調により、
その活動成果を展示・発表を通じ町文化
の向上と発展を図る

　町内の各文化団体の相互協調により、
その活動成果を展示・発表を通じ町文化
の向上と発展を図る

活
動
成
果
の
発
表
等
（

文
化
祭
を
含
む
）

  町内文化団体相互の協力により、その
活動成果を発表し合い、各団体の資質の
向上を図ると共に、教育機関その他の文
化活動機関とも連携を密にし、町文化の
発展に寄与する。

  伊達町の文化振興と愛好の精神を高揚
し、文化水準の向上に資する。

　国見町文化団体連絡協議会の活動促進
を目的として開催し、もって町民文化の
向上及び文化の振興を図ることを目的と
する。

【主催】
　伊達町文化団体連絡協議会

【後援】
　伊達町、伊達町教育委員会、
　伊達公民館、東　公民館
　伊達町町民体育館、他

【主催】
　国見町文化団体連絡協議会

【後援】

１１月３日前後の３日間 １０月中旬～１月中旬 ・音楽芸能発表会　10月第4日曜日
・総合展示会　　　11月上旬

梁 川 町 保 原 町 霊 山 町 月 舘 町桑 折 町 伊 達 町 国 見 町



該当事業なし 該当事業なし 該当事業なし 該当なし

土
　
曜
　
学
　
校

該当事業なし 該当事業なし 【概要】
町は、完全学校週5日制への支援事業とし
て土曜日に学校を開放し、児童生徒の勉
強する機会を設ける「土曜クラブ」の運
営推進を図るため、保護者会に対し、予
算の範囲内で補助金を交付する。

【実施校】（平成15年度）
小坂小学校
　開設時間９：００～１１：００
　（毎月第１・３土曜日）
　参加人数２４名（２～６年生）
　町補助金２０６，０００円
藤田小学校
　開設時間９：００～１１：００
　（毎月第１・３土曜日）
　参加人数２７名（２～６年生）
　町補助金３８４，２００円
　（講師２名、学校警備委託等）

土曜学校補助事業対象団体
●小坂地区土曜クラブ保護者会
●藤田地区土曜クラブ保護者会

伊 達 町

青
少
年
海
外
研
修
事
業

桑 折 町

該当事業なし

霊 山 町 月 舘 町
【名称】桑折町姉妹都市交流事業
【目的】グローバル社会へ積極的に適応できる国
際的な幅広い視野と国際感覚のある町民の育成を
目指し、異文化・異国との接触による自己啓発や
英語力向上を図り、姉妹都市交流の進展に寄与す
る。
平成４年（１９９２年）姉妹都市締結したアメリ
カ合衆国ケンタッキー州エリザベスタウン市との
相互交流として、隔年で派遣。翌年はエリザベス
タウン市からの訪問団受け入れ。
【派遣先】アメリカ合衆国ケンタッキー州エリザ
ベスタウン市、シカゴ、ニューヨーク、ワシント
ン、ハワイ
【派遣期間】９月　約１０日間
【対象者】
学校・地域のリーダーとしての的確性を有し、今
後の活躍を期待し得る中高校生及び一般社会人
人員　中高校生概ね１０名、一般社会人概ね１０
名、引率者約２名
【派遣実績】
平成　８年度　高校生１８名、一般社会人１４名、引率
５名
平成１０年度　高校生１０名、一般社会人　７名、引率
４名
平成１２年度　高校生　６名、一般社会人　８名、引率
３名
平成１４年度　中高校生　６名、引率３名

【予算】
・派遣奨励金　３，０００千円（旅費の一部助成
中高校生１／２、一般１／３）
・おみやげ代　　　１５０
・引率旅費　　 ２，０６１
・需用費等　　　　 ２６８　計５，４７９千円
【関連事項】個別の海外研修等参加については、
社会教育関係研修会等参加奨励金より費用の一部
を助成

該当事業なし 県民の翼事業事務は、すべて県で行って
いる。
町では、町民が該当する場合のみ、保原
町海外派遣友の会主催の激励会開催時
に、激励金と花束をわたす。
【予算】激励金60,000円

該当事業なし 県民の翼事業事務は、すべて県で行って
いる。
町では、町民が該当する場合のみ、保原
町海外派遣友の会主催の激励会開催時
に、激励金と花束をわたす。
【予算】激励金30,000円　花束代5,000円

該当事業なし １．目的
　中学生及び一般社会人に海外研修の機会
を与え，その体験をもとに広い視野に立っ
た人材の育成を図り，町の活性化と国際
化に対応した親善交流を行い、まちづく
り，人づくりに寄与する。
２・．派遣先
　アメリカ合衆国マサチューセッツ州リ
ヴィア市(親善交流）
３．派遣期間　　８月　約１０日間
４．対象者
　学校･地域のリーダーとしての適格性を有
し，今後の活躍を期待し得る中学生及び一
般社会人とする。
　派遣人員は、概ね中学生約10名，社会人
３名，引率者約3名とする。
５．派遣実績
　　平成６年度　中学生10名　引率者４名
　　平成７年度　中学生１０名　引率３名
　　平成８年度　中学生１０名　引率者４名
　　平成10年度　中学生１０名　引率者３名
　　平成12年度　中学生１０名　引率者３名
　　平成14年度　中学生１２名　一般社会人１名
　　　　　　　　　　　　　　　　　引率者３名

６．事業費
　　平成１４年度　　　　5,692,000円
　　内　一般会計　　　　4,392,000円
　　　　　参加者負担　　1,300,000円
　　　　　　（＠100,000円＊13人分）
　＊派遣の次年度には、リヴィア市より訪
問団が訪れる。

該当事業なし 【名称】森林公園まつり＆こどもまつり
【目的】
（森林公園まつり）月見舘森林公園施設の
PRと、月舘町の美しい自然を満喫してもら
い、活力あるまちの発展と人々のふれあい
を促すことを目的とする。
（こどもまつり）わんぱくな子どもらしさ
の中にも、自主性・協調性・思いやりの心
を培うため、文化・科学の体験の場を提供
することを目的とする。
【開催期日】毎年4月29日（みどりの日）
【会場】月見舘森林公園
【主催】月舘町・月舘町教育委員会・月舘
町社会福祉協議会・月舘町緑化推進委員会
【推進団体】商工会青年部及び女性部・月
舘の未来と自分の将来を考える会・林構き
のこ生産組合・交通安全協会月舘部会
【内容】キャラクターショー・太鼓ステー
ジ演奏・縁日コーナー・特産品コーナー・
椎茸植菌体験・森林公園探検・交通安全ふ
れあい広場・せせらぎの里稚魚放流・ち
びっこゲレンデ無料開放・お楽しみ抽選な
どの催事
【集客力】ゴールデンウィーク前半で、他
でイベントを開催しているところが少ない
ので、町内外から約2,000人程度の来客があ
る。月舘町のこの時季のイベントとして最
も集客力がある。
【経費】（平成15年度)
　産業建設課負担分　596,000円
　生涯学習課負担分　585,000円
　社会福祉協議会より助成金　270,000円
　　合　計　　　　1,451,000円
【特記事項】以前は「森林公園まつり」と
「こどもまつり」を別々に開催していた
が、効率性・集客力を考慮し、同時開催
し、各課が協力して催事を盛り上げている
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国 見 町 梁 川 町 保 原 町

該当事業なし 該当事業なし 該当事業なし 該当事業なし



【国見町指定文化財の指定】
①概要
国、県以外の指定を受けた文化財以外
の文化財で町内に存するもののうち、
町にとって特に重要な文化財を指定
し、その保存及び活用のため必要な措
置を講じ，もって町民の文化的向上に
資するとともに，わが国文化の進歩に
貢献することを目的とする。
②事務
教育委員会は，あらかじめ指定しよう
とする有形文化財の所有者及び権原に
基づく占有者の同意に基づき、国見町
文化財保護審議会に諮問をし、その答
申を受け指定をする。
【町指定文化財の指定解除】
国見町指定文化財がその価値を失った
場合、その他特殊の事由があるとき
は，教育委員会は，その指定を解除す
ることができる。
【管理】
①概要
町指定文化財の所有者は，町文化財保
護条例に基づいて発生する教育委員会
の規則及び教育委員会の指示に従い町
指定文化財を管理しなければならな
い。文化財防火デーの実施。
②補助金
町指定文化財の管理又は修理につき多
額の経費を要し，所有者がその負担に
堪えない場合その他特別の事情がある
場合には，教育委員会は，その経費の
一部に充てさせるため，当該所有者に
対し予算の範囲内で補助金を交付する
ことができる。
【国県指定文化財について】
　国県の関係条例等に従い、管理す
る。

【指定文化財の数】
　町指定　26件
　国指定2件
　県指定2件

【梁川町指定文化財の指定】
①概要
　梁川町の歴史・文化を知る上で貴重
な文化財を指定することにより、その
保存、活用のため必要な措置を講じ、
住民の文化的向上に資することを目的
とする。
②事務手順
　所有者の指定申請・同意に基づき、
教育委員会が指定保護の妥当性につい
て文化財審議会に諮問、答申を受け指
定・告示を行う。
③対象者
　文化財の所有者・団体等
④実施期間
　指定事由の発生した時点に限り。

【梁川町指定文化財の解除】
　梁川町指定文化財がその価値を失っ
たとき、町内所在しなくなったとき、
その他特殊の事由が生じた場合、指定
の解除を行う。
【国県指定文化財について】
　国県の関係条例等に従い、管理す
る。

【指定文化財の数】
　町指定　33件
　国指定　0件
　県指定　5件

【桑折町指定文化財の指定】
①概要
　桑折町の歴史・文化を知る上で貴重
な文化財を指定することにより、その
保存、活用のため必要な措置を講じ、
住民の文化的向上に資することを目的
とする。
②事務手順
　所有者の指定申請・同意に基づき、
教育委員会が指定保護の妥当性につい
て文化財保護審議会に諮問、答申を受
け指定・公示を行う。

【桑折町指定文化財の解除】
　桑折町指定文化財がその価値を失っ
たとき、町内に所在しなくなったと
き、その他の事由が生じた場合、指定
の解除を行う。
　
【指定文化財の管理】
①概要
　町指定文化財の所有者は，町文化財
保護条例に基づいて発生する教育委員
会の規則及び教育委員会の指示に従い
町指定文化財を管理しなければならな
い。文化財防火デーの実施。
②説明板の設置
　指定記念物の所有者等は、教育委員
会において定める標識等を設置する。
③補助金
　町指定文化財の管理又は修理につい
て，教育委員会はその経費の一部に充
てるため当該所有者に対し予算の範囲
内で補助金を交付することができる。

【国県指定文化財について】
　国県の関係条例等に従い、管理す
る。

【指定文化財の数】
　町指定　23件
　（有形文化財12、記念物10、無形民
俗文化財１）
　国指定　2件
　県指定　11件

【町指定文化財の指定】
①概要
　伊達町の歴史・文化を知る上で貴重
な文化財を指定することにより、その
保存、活用のため必要な措置を講じ、
住民の文化的向上に資することを目的
とする。
②事務手順
　所有者の指定申請・同意に基づき、
教育委員会が指定保護の妥当性につい
て文化財審議会に諮問、答申を受け指
定・公示を行う。
　
【町指定の解除】
　伊達町指定文化財がその価値を失っ
たとき、町内所在しなくなったとき、
その他の事由が生じた場合、指定の解
除を行う。
【国県指定文化財について】
　国県の関係条例等に従い、管理す
る。
【指定文化財の管理】
①概要
　町指定文化財の所有者は，町文化財
保護条例に基づいて発生する教育委員
会の規則及び教育委員会の指示に従い
町指定文化財を管理しなければならな
い。文化財防火デーの実施。
②説明板の設置
　指定記念物の所有者等は、教育委員
会において定める標識等を設置する。
③補助金
　町指定文化財の管理又は修理につい
て，教育委員会はその経費の一部に充
てるため当該所有者に対し予算の範囲
内で補助金を交付することができる。

【指定文化財の数】
　町指定　35件
　国指定　0件
　県指定　1件

指
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桑 折 町 伊 達 町

協 定 項 目 社会教育事業 関 係 項 目 指定文化財

調 整 方 針 指定文化財については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

月 舘 町

【保原町指定文化財の指定】
①概要
　保原町の歴史・文化を知る上で貴重
な文化財を指定することにより、その
保存、活用のため必要な措置を講じ、
住民の文化的向上に資することを目的
とする。
②事務手順
　所有者の指定申請・同意に基づき、
教育委員会が指定保護の妥当性につい
て文化財保護審議会に諮問、答申を受
け指定・公示を行う。

【保原町指定文化財の解除】
　保原町指定文化財がその価値を失っ
たとき、町内に所在しなくなったと
き、その他の事由が生じた場合、指定
の解除を行う。

【指定文化財の管理】
①概要
　町指定文化財の所有者は，町文化財
保護条例・規則及び教育委員会の指示
に従い町指定文化財を管理しなければ
ならない。文化財防火でーの実施。
②説明板の設置
　指定文化財については、教育委員会
において説明板等を設置している。
③補助金
　町指定文化財の管理又は修理につい
て，教育委員会はその経費の一部に充
てるため当該所有者に対し予算の範囲
内で補助金を交付することができる。
額は二分の一以内。

【国県指定文化財について】
　国県の関係条例等に従い、管理す
る。

【指定文化財の数】
　町指定　14件
　（有形文化財9、史跡2、記念物2、無
形民俗文化財１）
　国指定　0件
　県指定　2件

【霊山町指定文化財の指定】
①概要
　･霊山町の歴史・文化を知る上で貴重
な文化財を指定することにより、その
保存、活用のため必要な置を講じ、住
民の文化的向上に資することを目的と
する。
②事務手順
　･所有者の指定申請・同意に基づき、
教育委員会が指定保護の妥当性につい
て文化財審議会に諮問、答申を受け指
定・公示を行う。
③対象者
  ･文化財の所有者・団体等

【霊山町指定文化財の解除】
　・霊山町指定文化財がその価値を
失った時、町内に所在しなくなった
時、その他の事由が生じた場合、指定
の解除を行う。
【指定文化財の管理】
①概要
　町指定文化財の所有者は，町文化財
保護条例・規則及び教育委員会の指示
に従い町指定文化財を管理しなければ
ならない。文化財防火デーの実施。
②説明板の設置
　  ･指定記念物の所有者等は、教育委
員会において定める標識等を設置す
る。
③補助金
　町指定文化財の管理又は修理につい
て，教育委員会はその経費の一部に充
てるため当該所有者に対し予算の範囲
内で補助金を交付することができ
る。？

【国県指定文化財について】
　国県の関係条例等に従い、管理す
る。

【指定文化財の数】
　町指定　1３件
　国指定　1件
　県指定　1件

【月舘町指定文化財の指定】
①概要
　月舘町の歴史・文化を知る上で貴重
な文化財を指定することにより、その
保存、活用のため必要な措置を講じ、
住民の文化的向上に資することを目的
とする。
②事務手順
　所有者の指定申請・同意に基づき、
教育委員会が指定保護の妥当性につい
て文化財審議会に諮問、答申を受け指
定・公示を行う。
③対象者
　文化財の所有者・団体等

【月舘町指定文化財の解除】
　月舘町指定文化財がその価値を失っ
たとき、その他の特別事由が生じた場
合、指定の解除を行う。

【指定文化財の管理】
①概要
　町指定文化財の所有者は，町文化財
保護条例・規則及び教育委員会の指示
に従い町指定文化財を管理しなければ
ならない。文化財防火デーの実施。
②説明板の設置
　指定記念物の所有者等は、教育委員
会において定める標識等を設置する。
③補助金
　町指定文化財の管理又は修理につい
て，教育委員会はその経費の一部に充
てるため当該所有者に対し予算の範囲
内で補助金を交付することができる。

【国県指定文化財について】
　国県の関係条例等に従い、管理す
る。

【指定文化財の数】
　町指定　14件
　国指定　0件
　県指定　0件

国 見 町 梁 川 町 保 原 町 霊 山 町



協定項目２４－２７ 先進事例 
■登米市 
１．委員関係 

社会教育指導員､公民館運営審議会､体育指導委員については､新市において 

新たに設置するものとする｡ 

２．行事･事業関係 

①成人式については､現行のとおり開催するものとする｡ 

②社会教育事業､社会体育事業及び各種行事については､当分の間現行のとおり 

とし､効果的な運営が行なわれるよう､新市において調整するものとする｡ 

３．文化財関係 

指定文化財､文化財保護事業については､現行のとおり新市に引き継ぐもの 

とする｡ 

 
■田村市 
１．社会教育関連施設は現行のとおり新市に引き継ぐものとする。また、使用料は 

特徴・規模等施設の状況を勘案して定められており現行のとおりとする。 
２．社会教育委員の定数は１５人以内とし、任期は２年とする 
３．成人式は合併後に統合し文化センターで開催する。 
４．体育指導委員の定数は６０人以内とし、任期は２年とする。 
５．各種スポーツ大会は合併後に調整する。 
６．公民館運営審議会委員の定数は１０人以内とし、任期は２年とする。 
７．各種講座は住民のニーズに応じた必要性を検討し合併後に調整する。 
８．図書館及び公民館図書室は現行のとおり新市に引き継ぐ。合併時に図書館及び 

公民館の図書を船引町図書館の例により電算化し、ネットワーク化を行い相互貸借 
できるようにする。 

 ９．町村指定の文化財は現行のとおり新市に引継ぐものとする。 
10．新市の文化財保護審議会の委員の定数は１０人以内とする。 

11．文化センターは現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 

12．地域の特色ある文化振興事業については、現行のとおりとするが、類似する 

事業は合併後に調整する。 

■笛吹市 
 １．生涯学習関係各種事業は現行のとおり引き継ぎ、住民ニーズや地域の特性を考慮 

しながら新市において調整する。 
２．成人式については、当面の間、現行どおり旧町村単位での開催とし、開催内容等 

については、合併時に統一する。 
３．指定文化財は全て新市に引き継ぎ、文化財保護事業は新市において調整する。 
４．図書館の管理運営体制については、現行を基本とし合併時に調整する。 
５．生涯学習施設、公民館施設等の管理・運営については、原則として現行のとおり 

引き継ぎ、新市において調整する。 
６．各種スポーツ大会及びスポーツ教室については、現行どおり引き継ぎ、新市に 

おいて調整する。 
７．学校体育施設及び社会体育施設の運営管理については現状どおり新市に引継ぎ、 

使用時間や運営管理体制の基準の統一について新市において調整する。 
 




