
0300219記者会見協議  

 

記 者 会 見 

 

日 時：平成30年２月21日（水）14時 

場 所：伊達市役所２階 委員会室３ 

 

 

１ 平成30年度当初予算のポイント   資料１  （財務部財政課） 

 

 

２ 平成30年第１回伊達市議会定例会の招集 

 （１）招集日  平成30年３月１日（木） 

 （２）提出案件 51件 

   人事１件、条例の一部改正７件、条例廃止１件、補正予算９件、 

当初予算21件、その他１件、専決処分の報告４件 

① 提出議案の概要       資料２－１  （総務部総務課） 

   ② 平成29年度３月補正の概要  資料２－２  （財務部財政課） 

 

 

３ 人々がふれあい行き交う「平成の宿場」 

道の駅「伊達の郷りょうぜん」オープン   資料３（建設部管理課） 

 

 

４ 地元の名水で仕込んだお酒で、伊達の魅力をＰＲ 

 オリジナル日本酒「初代朝宗 大吟醸」の完成・披露会開催 

 資料４ 

 （産業部商工観光課） 



【平成30年2月21日定例会見】

Ⅰ　みらい創生事業

一新 支え合い交通構築事業（市長直轄総合政策課） 20,000千円

一新 空き家対策事業（市民生活部市民協働課） 16,990千円

一新 伊達の生涯活躍のまち加速化事業（市長直轄総合政策課） 3,780千円

一新 小学校施設整備事業（教育委員会教育部教育総務課） 34,708千円

継続 共助社会構築推進事業（市長直轄総合政策課） 20,400千円

継続 英語が溶け込むまちづくり事業（市長直轄総合政策課） 10,845千円

継続 子どもインダストリー事業（市長直轄総合政策課） 5,970千円

継続 学校施設利活用検討事業（総務部地域振興対策室） 2,337千円

□ 継続 伊達地域まちづくり活性化事業（総務部伊達総合支所） 17,500千円

継続 高齢者が車に依存しないまちづくり事業（運転免許返納支援事業）（市民生活部生活環境課） 12,000千円

継続 地域自治組織推進事業（市民生活部市民協働課） 69,496千円

継続 都市間交流事業（市民生活部市民協働課） 5,463千円

継続 伊達市版ネウボラ事業（健康福祉部健康推進課） 30,462千円

継続 健康運動習慣化支援事業（健康福祉部健幸都市づくり課） 81,501千円

継続 健幸都市推進事業（健康福祉部健幸都市づくり課） 51,095千円

□ 継続 ＳＷＣ整備事業（白根地区健幸拠点整備事業）（健康福祉部健幸都市づくり課） 44,150千円

継続 就農支援事業（産業部農政課） 9,210千円

継続 まちなかワイナリー事業（産業部商工観光課） 7,850千円

継続 企業誘致推進事業（産業部商工観光課） 58,121千円

□ 継続 道路新設改良事業（建設部土木課） 234,213千円

継続 道路新設改良事業（単独事業）（建設部土木課） 334,000千円

□ 継続 伊達駅前整備事業（建設部都市整備課） 320,000千円

□ 継続 保原総合公園拡張整備事業（建設部都市整備課） 233,500千円

□ 継続 伊達小学校改築事業（教育委員会教育部教育総務課） 155,209千円

継続 小中一貫校推進事業（教育委員会教育部教育総務課） 742,704千円

□ 継続 通学合宿所整備事業（教育委員会教育部教育総務課） 297,160千円

継続 教育相談事業（教育委員会教育部学校教育課） 22,565千円

□ 継続 学校給食センター建設事業（教育委員会教育部学校給食センター） 214,337千円

継続 子育てファミリーウェルカム事業（教育委員会こども部こども支援課） 578千円

新規 認定こども園等整備事業（教育委員会こども部こども支援課） 95,813千円

継続 幼児発達支援事業（教育委員会こども部こども支援課） 12,832千円

継続 遊具の設置や子育てのイベント開催事業（教育委員会こども部こども育成課） 9,971千円

－平成30年度一般会計当初予算主要事業一覧－
（□新市建設　新規＝新規事業、一新＝一部新規事業、継続＝継続事業　）

資料１　別紙
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Ⅱ　放射能対策事業

一新 ため池等放射性物質対策事業（産業部農林整備課） 363,900千円

継続 除染対策事業（市長直轄放射能対策課） 1,271,957千円

継続 環境放射線モニタリング事業（市長直轄放射能対策課） 27,406千円

継続 避難者帰還推進事業（市長直轄放射能対策課） 410千円

継続 健康管理一般管理事務（健康福祉部健康推進課） 10,826千円

継続 外部被ばく検査事業（健康福祉部健康推進課） 138,817千円

継続 内部被ばく検査事業（健康福祉部健康推進課） 48,816千円

継続 心と体の健康管理事業（健康福祉部健康推進課） 11,657千円

継続 農地等除染対策事業（産業部農政課） 85,726千円

継続 稲の試験栽培対策事業（産業部農政課） 210千円

継続 農産物放射性物質検査事業費（産業部農政課） 30,000千円

継続 自家用農産物等安全推進事業（産業部農政課） 28,365千円

継続 風評被害対策事業（産業部農政課） 12,212千円

継続 農家経営安定資金債務保証手数料補助事業（産業部農政課） 100千円

継続 農地等除染対策事業（産業部農林整備課） 29,924千円

継続 放射能対策通学支援事業（教育委員会教育部学校教育課） 22,734千円

継続 被災児童生徒就学援助事業（教育委員会教育部学校教育課） 4,145千円

継続 学校給食食材放射性物質検査事業費（教育委員会教育部学校給食センター） 5,228千円

継続 保育所給食食材放射性物質検査事業費（教育委員会こども部こども育成課） 1,552千円
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Ⅲ　第２次総合計画主要事業
１　ともに紡ぐ協働のまちづくり

新規 第２次総合計画策定事業（市長直轄総合政策課） 6,727千円

新規 まちの駅やながわ管理運営事業（総務部梁川総合支所） 19,122千円

新規 証明書コンビニ交付サービス事業（市民生活部市民課） 1,108千円

一新 住民情報システム管理事業（総務部総務課） 328,165千円

一新 内部情報システム管理事業（総務部総務課） 140,551千円

一新 ネットワークシステム管理事業（総務部総務課） 253,851千円

一新 災害（防災）対策事業（市民生活部消防防災課） 29,116千円

□ 継続 本庁舎増築事業（総務部総務課） 1,661,589千円

継続 伊達地区内水対策事業（総務部伊達総合支所ほか） 101,752千円

継続 消防施設整備事業（市民生活部消防防災課） 12,100千円

継続 消防施設整備事業（防災対策事業）（市民生活部消防防災課） 162,860千円

継続 ふるさと納税事務（産業部商工観光課） 10,783千円

継続 自立したまちづくりプラン策定事業（建設部都市整備課） 25,000千円

２　豊かな心を育むまちづくり

新規 子どもの貧困対策（教育委員会こども部こども支援課） 2,640千円

□ 一新 放課後児童クラブ建設事業（教育委員会こども部こども育成課） 1,392千円

一新 部活動等奨励事業（教育委員会教育部学校教育課） 13,274千円

一新 学校図書館機能活性化事業（教育委員会教育部学校教育課） 17,578千円

一新 保原学校給食センター運営事業（教育委員会教育部学校給食センター） 386,478千円

継続 児童虐待等相談事業（教育委員会こども部こども支援課） 10,273千円

継続 適正規模・適正配置推進事業（教育委員会教育部教育総務課） 2,007千円

継続 吹奏楽きらめき事業（教育委員会教育部学校教育課） 9,244千円

継続 埋蔵文化財保護事業（教育委員会教育部文化課） 18,267千円

３　地域の魅力が輝くまちづくり

新規 道の駅管理運営事業（建設部管理課） 64,900千円

一新 農業振興支援事業（産業部農政課） 101,940千円

一新 北畠顕家卿生誕700周年記念事業（産業部商工観光課ほか） 10,680千円

一新 農業委員会運営事業（農業委員会） 21,993千円

継続 農業振興対策補助事業（産業部農政課） 5,950千円

継続 多面的機能支払交付金事業（産業部農林整備課） 64,514千円

継続 ふくしま森林再生事業（産業部農林整備課） 62,000千円

□ 継続 伊達氏ゆかりの史跡整備事業（産業部商工観光課） 41,000千円

４　こころ寄り添う健やかなまちづくり

新規 若者の居場所対策事業（ユースプレイス）（健康福祉部社会福祉課） 500千円

新規 特定不妊治療費助成事業（健康福祉部健康推進課） 5,720千円

一新 予防接種事業（任意）（健康福祉部健康推進課） 10,415千円

一新 検診事業（健康福祉部健康推進課） 140,734千円

継続 障がい福祉サービス事業（介護給付）（健康福祉部社会福祉課） 567,269千円

継続 障がい福祉サービス事業（訓練等給付）（健康福祉部社会福祉課） 453,629千円

継続 障がい福祉施設環境整備事業（健康福祉部社会福祉課） 9,315千円

継続 家族介護継続支援事業（健康福祉部高齢福祉課） 3,505千円

継続 脳の健康教室事業（健康福祉部高齢福祉課） 4,309千円



【平成30年2月21日定例会見】

継続 健康・食生活指導事業（健康福祉部健康推進課） 1,507千円

継続 乳幼児相談・指導事業（健康福祉部健康推進課） 2,137千円

５　自然と調和し快適で住みよいまちづくり

一新 赤坂の里森林公園管理事業（保原総合支所） 101,183千円

一新 街路灯管理事業（建設部土木課） 82,473千円

一新 橋梁維持管理事業（建設部土木課） 82,729千円

継続 市営住宅維持管理事業（建設部管理課） 42,532千円

継続 高子駅北地区住宅団地整備事業（建設部都市整備課） 30,000千円

○継続費の設定 （単位：千円）

30年度 31年度

275,010 278,230 553,240

717,318 689,011 1,406,329小中一貫校推進事業

年割額
事業名 総額

通学合宿所整備事業



【平成 30年２月 21日定例会見】 

平成３０年度当初予算のポイント 

 

  

 

 

 

       

 

325 億 5,400 万円 （対前年 ＋7億 4,200万円 ＋2.3％ ） 

 

① みらい創生事業 34億 356 万円 （ △5億 5,097 万円 ） 

 

② 放射能対策事業 21億 5,181 万円 （ ＋2億 6,929 万円 ） 

 

③ 第 2次総合計画事業 269億 9,863 万円 （ ＋10億 2,368 万円 ） 

 

 

  

     

① 市税 55億 5,225万円    

② 地方交付税          96億 3,048万円    

③ 国庫支出金 32億 5,782万円    

④ 県支出金 33億 4,415万円    

⑤ 市債 53億 1,690万円    

  

歳入の約 30％を占める地方交付税は、国が示す地方財政計画を参考に、段階的に縮

減される額も考慮して見込みました。 

 

  

歳入合計 

325億 
5,400万円 

地方交付税 

  29.6% 

 96億3,048万円 

その他の交付金         

 3.7% 

 12億3,929万円 

地方譲与税 

 1.1% 

 3億5,223万円 

市税 

 17.1% 

 55億5,225万円 

税外収入 

11.9%  

38億6,088万円 

市債 16.3% 

53億1,690万円 
  

県支出金 10.3% 

33億4,415万円 

国庫支出金 10.0% 

 32億5,782万円 

自主財源  29.0%  
 94億1,313万円 

依存財源 71.0% 

 231億4,087万円  

２ 歳  入 

１ 予算規模 

資料１ 
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① 義務的経費 129億  28万円    

② 投資的経費 50億 6,889万円    

③ その他 145億 8,483万円    

 

 月舘地域の小中一貫校建設工事などにより、投資的経費が増加しました。 

 

 

 

 

  

補助費等 

12.7%  

41億991万円 

貸付金 0.5%  

1億6,560万円 

維持補修費 

0.6% 

 1億9,745万円 

積立金 0.1% 

 2,304万円 人件費 

13.6% 

44億3,278万円 

扶助費 14.3% 

46億4,323万円 

普通建設事業 

 15.6%  

50億6,889万円 

公債費11.7%  

38億2,427万円 

予備費 0.3% 

 1億円 

繰出金6.5%  

21億3,219万円 

歳出合計 

325億 
5,400万円 

物件費 

 24.1% 

78億5,664万円 

義務的経費 

129億28万円 

39.6%  

投資的経費 

50億6,889万円 15.6% 

その他 

145億8,483万円 44.8% 

３ 歳  出 
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一般会計 

○みらい創生事業 

 

【一新】 支え合い交通構築事業 20,000千円 

 公共交通を補完するため、地域住民の自家用車により送迎を行う仕組みづくりのモデ

ル事業を進めるとともに、これらのマッチングを容易にするシステムを開発する。 

 

【一新】 空き家対策事業 16,990千円 

 ふるさと回帰支援センターを活用した移住促進窓口を設置する。また、移住希望者へ

のアドバイス等を行う移住コンシェルジュによる空き家を活用した移住を推進する。 

 

【一新】 伊達の生涯活躍のまち加速化事業 3,780千円 

 保原町高子駅北地区において、伊達市版生涯活躍のまち構想の具現化に向けた取組み

を進める。 

 

【継続】 共助社会構築推進事業 20,400千円 

 共助ポイント（ど～も）を発行して、地域における共助の仕組みを構築するためのモ

デル事業を行う。 

 

【継続】 学校施設利活用検討事業 2,337千円 

 閉校となった梁川地域の５つの小学校について、地域振興に資する新たな活用に向け

て、伊達市学校施設利活用審議会の開催等を行う。 

 

【継続】 伊達地域まちづくり活性化事業 17,500千円 

 伊達地域全体の新たなまちづくりに向けて、「一般社団法人まちづくり伊達」と連携

した中央商店街の賑わい創出及び地域活性化に対する取り組みを行う。 

 

【継続】 高齢者が車に依存しないまちづくり事業（運転免許返納支援事業） 12,000千円 

 免許返納者に優待証と割引券を交付し、市内デマンドタクシーを割引利用できる事業

を行う。 

 

【継続】 地域自治組織推進事業 69,496千円 

 地域の特徴を生かした地域づくりを推進するため、行政と協働する地域自治組織の活

動を推進する。 

 

４ 主要事業 
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【継続】 伊達市版ネウボラ事業 30,462千円 

 産後の育児不安が強く、専門的なサポートが必要な方への宿泊型産後ケアを新たに実

施する。妊産婦、子どもたちへ切れ目のない支援を行い、気軽に相談する場を提供する。 

 

【継続】 健幸都市推進事業 51,095千円 

 地域特性を活かした歩きたくなるまちの全市展開と、健幸ポイント事業により、健幸

都市を推進する。 

 

【継続】 ＳＷＣ整備事業（白根地区健幸拠点整備事業） 44,150千円 

 白根地区に、「運動」「健康」「交流」を取り入れた健幸都市の拠点を整備する。 

 

 

【継続】 企業誘致推進事業 58,121千円 

 企業誘致を推進するため、企業展示会ブースへの出展など企業誘致活動を行う。 

市内に新規に立地した企業や設備投資した企業に対し地元雇用者を 1年以上継続雇

用した場合に補助を行う。 

 

【継続】 道路新設改良事業（単独事業） 334,000千円 

 高子駅北地区開発に伴い、阿武隈急行ガードの改修工事を行う。（道路５路線） 

 

 

【継続】 保原総合公園拡張整備事業 233,500千円 

 公園全体の造成工事及び駐車場の一部整備工事を行う。 

 

 

【継続】 伊達小学校改築事業 155,209千円 

 老朽化が進んでいる状況のため、伊達小学校の改築に係る実施設計を行う。 

 

 

【継続】 小中一貫校推進事業 742,704千円 

 小手小学校と月舘小学校を統合し、月舘中学校と合わせて小中一貫校を整備するた

め、月舘中学校（校舎・屋体）の改修及び小学校校舎増築工事を行う。 

 

【継続】 通学合宿所整備事業 297,160千円 

市内の小学５年生全員を対象とした通学合宿体験事業を行うため、保原総合公園内に

通学合宿所を整備する。 
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○放射能対策事業 

 

【一新】 ため池等放射性物質対策事業 363,900千円 

 ため池の放射性物質対策等の調査・設計・対策工を行う。 

 

 

【継続】 除染対策事業 1,271,957千円 

 除染廃棄物等の仮置き場を適正に管理するとともに、市民の放射線に対する不安を解

消する。 

 

【継続】 外部被ばく検査事業 138,817千円 

 放射能外部被ばくによる市民の健康不安の解消及び安心確保のため、積算線量計によ

る日常の放射線量の測定に取り組む。 

 

【継続】 内部被ばく検査事業 48,816千円 

 放射能内部被ばくによる市民の健康不安の解消及び安心確保のため、ホールボディカ

ウンタによる検査を実施する。小中学生については、学校ごとに送迎バスによる集団受

診を実施する。 

 

【継続】 心と体の健康管理事業 11,657千円 

 放射能リスクの不安や生活状況の変化によるストレスの解消を目的に、元気アップ復

興隊（専門家のチーム）によるお茶のみ会等の地区支援・健康相談窓口・放射能Ｑ＆Ａ、

帰還者支援、母子支援の他、すこやか運動教室により、心と体のケアを行う。 

 

【継続】 農地等除染対策事業 115,650千円 

 山菜の放射性セシウム吸収抑制対策の共同研究、里山再生モデル事業除染実施計画作

成及び、ため池放射性物質対策事業による除去物を仮置場へ搬入する。 

放射線暫定基準値を超える農業系汚染廃棄物（堆肥、稲わら等）の一時保管場所の維

持管理を行う。  
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○第 2次総合計画主要事業 

 

【新規】 第２次総合計画策定事業 6,727千円 

 まちづくりの指針となる最上位の行政計画である伊達市第２次総合計画の後期基本

計画（平成 31年度から平成 34年度まで）を策定する。 

 

【新規】 証明書コンビニ交付サービス事業 1,108千円 

 個人番号カード（マイナンバーカード）を利用して、コンビニエンスストア等に設置

されている多機能端末（マルチコピー機）から、住民票の写しや印鑑証明書など各種証

明書が取得できるサービスを行う。 

 

【新規】 子どもの貧困対策事業 2,640千円 

 子どもの貧困の実態を把握するためアンケート調査を実施し、貧困状態にある子ども

の実情に合った支援体制を検討する。 

 

【新規】 特定不妊治療費助成事業 5,720千円 

 特定不妊治療を行う夫婦の経済的負担軽減のため、治療費の一部を助成する。 

 

 

【新規】 若者の居場所対策事業（ユースプレイス） 500千円 

 ひきこもり、ニートなど社会生活を円滑に営むことが困難な若者に対して「居場所」

を提供し、就労意欲向上や社会的自立を促進する。 

 

【一新】 災害（防災）対策事業 29,116千円 

 市民への情報伝達手段を拡充するために増設を予定している、同報系防災行政無線戸

別受信機の電波伝達調査を行う。また、防災無線維持管理などの防災対策を行う。 

 

【一新】 部活動等奨励事業 13,274千円 

 新たに市内中学校６校に部活動指導員を配置して、部活動の円滑な運営を図る。 

 各種大会参加に係る費用の一部を助成する。 

 

【一新】 農業振興支援事業 101,940千円 

 平成 31年４月に開設予定の福島大学食農学類（仮称）に対し、施設整備等への支援

を行う。また、「きゅうり」の品質及び生産量向上を目指すため、選果選別機等のリー

ス導入に対して産地パワーアップ事業を活用し支援を行う。 
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【一新】 北畠顕家卿生誕 700周年記念事業 10,680千円 

 北畠顕家卿生誕 700年記念に係る文化講演会やイベント事業を行う。 

 

 

【一新】 予防接種事業（任意） 10,415千円 

 多子世帯に対し 3人目以降のお子さんがインフルエンザワクチンを接種する際の費

用助成額を拡充する。重症化予防、医療費抑制効果が図られるロタウイルスワクチン、

インフルエンザワクチン、成人風疹ワクチン接種の費用を一部助成する。 

 

【一新】 検診事業 140,734千円 

 市民の食塩摂取量の実態を把握して生活習慣病予防対策に反映させることを目的に、

尿中塩分測定検査事業を新たに実施する。各種がん検診、肝炎、骨粗しょう症検診を実

施する。 

 

【一新】 街路灯管理事業 82,473千円 

 市内街路灯のＬＥＤ化のため実態調査等を実施する。 

 

 

【継続】 本庁舎増築事業 1,661,589千円 

 増築庁舎本体工事、駐車場用地取得・工事、既存庁舎改修工事を行う。 

 

 

【継続】 伊達地区内水対策事業 101,752千円 

 伊達地域における台風及び集中豪雨時の内水対策として、阿武隈川樋管に排水ポンプ

の設置及び新堀川の水路改修工事を行う。 

 

【継続】 高子駅北地区住宅団地整備事業 30,000千円 

 住宅団地整備を実施する高子駅北地区の組合等に対して、工事費の費用の一部を補助

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 問い合わせ 

財務部財政課 電話 575-1189 
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平成30年第１回伊達市議会定例会提出議案の概要 

 

提出案件 51件  人事            １件 

条例制定    ２件 

条例の一部改正 12件 

条例廃止    １件 

補正予算    ９件 

当初予算    21件 

その他     １件 

専決処分の報告 ４件 

 

 

１．人事（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第１号 

人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて 

■提案理由 

人権擁護委員の任期満了に伴い、法務大臣に候補者を推薦するもの 

■推薦候補者 

千葉 利市（ちば りいち） 再任 

 

 

２．条例制定（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第２号 

伊達市手話言語条例の制定 

■制定趣旨 

手話が言語であるという認識に基づき、手話を使う市民が安心して日常生活を

送ることができる環境を整え、手話を言語とする人と、それ以外の人とが共生す

ることのできる社会の実現を目指すため、条例を制定するもの 

■主な内容 

(1) 手話の理解及び普及のため、基本理念、市の責務並びに市民及び事業者の役

割を明示 

(2) 手話に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的事項を定める 

資料２-１ 
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議案第３号 

伊達市介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の要件並びに指定居宅

介護支援等の事業の人員及び運営に係る基準に関する条例の制定 

■制定趣旨 

介護保険法の一部改正に伴い、介護保険法及び厚生労働省令により定められて

いた基準が地方公共団体の条例で定めることとなったため条例を制定するもの 

■主な内容 

(1) 指定居宅介護支援事業者の指定に係る事業者の要件の制定 

(2) 指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準の制定 

(3) 基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準の制定 

 

 

３．条例の一部改正（12件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第４号 

伊達市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例 

■改正趣旨 

市民の利便性の向上や行政事務の効率化を図るため、「行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律」で規定された事務に加え、市

独自事務について個人番号を利用することができるよう、所要の改正を行うもの 

■主な内容 

(1) 「学資の貸与に関する事務」を追加 

(2) 公布の日から施行 

議案第５号 

伊達市介護保険条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

平成 30 年度から平成 32 年度までの介護保険料を定めるため、条例の一部を改

正するもの 

■主な内容 

平成 30 年度から平成 32 年度の３ヵ年に見込まれる介護保険給付費に基づき必

要となる保険料額を算出し、保険料率を第１号被保険者の区分に応じて、年額の

保険料を定めるもの 
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議案第６号 

伊達市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に係る基準に関する条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正

に伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1) 共生型地域密着型通所介護の基準の設定 

(2) 身体的拘束等の適正化 等 

議案第７号 

伊達市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準の一部改正に伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1) 身体的拘束等の適正化 

(2) 緊急時対応等の連携機関に介護医療院を追加 等 

議案第８号 

伊達市介護保険法に基づく指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護

予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、条例の一部

を改正するもの 

■主な内容 

(1) 基本方針における連携する事業者の追加 

(2) 利用者への説明における事業者の役割の追加 等 
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議案第９号 

伊達市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

国民健康保険法の一部を改正する法律及び高齢者の医療の確保に関する法律の

一部を改正する法律が施行されることに伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1) 国民健康保険法により住所地特例の適用を受けている者が 75 歳に達するな

どした場合、特例を引継ぎ、従前住所地の後期高齢者医療被保険者とすること

に伴う「保険料を徴収すべき被保険者」の改正 

(2) 法改正に伴う参照条項の改正 

議案第10号 

伊達市道路占用料条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

 道路法施行令の改正に伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1) 占用料の単価を改正すること 

(2) 占用面積等の端数処理方法を精緻化すること 

議案第11号 

伊達市行政財産使用料条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

伊達市道路占用料条例の改正に伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

伊達市道路占用料条例に準拠している項目について、別表の一部を改正するもの  

(1) 掲示板、広告板等を設置するために使用する場合 

表示面積１平方メートルにつき 1,100 円を、道路占用料条例に定める額に

改める。（1,100円から 960円に金額変更） 

(2) 郵便差出箱の区分修正 

(3) 郵便差出箱を設置する場合 

１個につき 270円を、道路占用料条例に定める額に改める。（金額変更なし）  

議案第12号 

伊達市都市公園条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

都市公園法施行令の改正に伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

都市公園に設置される公園施設の設置基準（公募対象公園施設にかかる建ぺい

率及び運動施設率）の改正 
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議案第13号 

伊達市都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

都市計画法施行令の改正に伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

開発行為によって設置される公園等の設置基準及び面積等の改正 

議案第14号 

伊達市市民体育館条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

保原体育館の冷暖房空調設備の設置に伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

体育館施設使用料の改正（保原体育館の冷暖房使用料を追加） 

議案第15号 

伊達市学校給食センター条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

梁川学校給食センター及び保原学校給食センターを統合し、（仮称）伊達市保原

学校給食センターの稼働が開始されることに伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1) 梁川学校給食センター及び保原学校給食センターの統合後の名称を「伊達

市中央給食センター」とする。 

(2) 「伊達学校給食センター」の名称に「伊達市」を付け加え、「伊達市伊達学

校給食センター」とする。 

(3) 給食センター運営委員会の設置についても、同様の改正をする。 

 

 

４．条例廃止（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第16号 

伊達市復興きずな基金条例を廃止する条例について 

■改正趣旨 

復興きずな基金の事業完了に伴い、当該基金について定めた条例を廃止するもの  

■主な内容 

東日本大震災からの復興に向けて、地域の実情に応じたきめ細かな取組を実施

するため設置した伊達市復興きずな基金が、平成 29年度に事業が完了するため、

本条例を廃止するもの 
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５．補正予算（９件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案17号 

平成 29年度伊達市一般会計補正予算（第６号）   

■主な内容 

  資料 2-2 に概要を掲載 

■補正総額 △329,148千円 

議案18号 

平成 29年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 

■主な内容  国民健康保険税還付金による諸支出金の増額補正 

■補正総額   567千円 

議案19号 

平成 29年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号） 

■主な内容  保険料収入増に伴う後期高齢者医療広域連合納付金の増額補正 

■補正総額  3,625千円 

議案第20号 

平成 29年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

■主な内容  保険給付費、基金積立金等の精査による減額補正 

■補正総額  △146,391千円 

議案第21号 

平成 29年度伊達市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

■主な内容  下水道普及費の支出見込額減等の精査による減額補正 

■補正総額  △106,883千円 

議案第22号 

平成 29年度伊達市粟野地区農業集落排水処理事業特別会計補正予算（第２号） 

■主な内容  施設管理費調査研究委託料の事業確定による減額補正 

■補正総額  △4,000千円 

議案第23号 

平成 29年度伊達市工業団地特別会計補正予算（第１号） 

■主な内容  新工業団地開発に係る設計及び不動産鑑定評価費用等の減額補正 

■補正総額  △94,400千円 

議案第24号 

平成 29年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

■主な内容  一般管理費及び事業費の整理による減額補正 

■補正総額  △20,245千円 

議案第25号 

平成 29年度伊達市水道事業会計補正予算（第５号） 

■主な内容  事業費実績見込みに伴う予算の整理補正 

■補正総額  収益的収支 △ 49,667千円 

■補正総額    資本的収支 △133,812千円 
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６．当初予算（21件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第26号 

平成 30年度伊達市一般会計予算 

【主な内容】 

予算総額 32,554,000千円 （前年度比 742,000千円） 

資料１に概要を掲載 

議案第27号 

平成 30年度伊達市国民健康保険特別会計予算 

■主な内容 

予算総額  6,878,221千円 （前年度比 △1,502,699千円） 

議案第28号 

平成 30年度伊達市後期高齢者医療特別会計予算 

■主な内容 

予算総額  753,568千円 （前年度比 26,302千円） 

議案第29号 

平成 30年度伊達市介護保険特別会計予算 

■主な内容 

予算総額 7,141,602千円 （前年度比 82,299千円） 

議案第30号 

平成 30年度伊達市公共下水道事業特別会計予算 

■主な内容 

予算総額 1,132,383千円 （前年度比 △24,913千円） 

議案第31号 

平成 30年度伊達市粟野地区農業集落排水処理事業特別会計予算 

■主な内容 

予算総額   19,047千円 （前年度比 △1,496千円） 

議案第32号 

平成 30年度伊達市工業団地特別会計予算 

■主な内容 

予算総額    14,241千円 （前年度比 △85,344千円） 

議案第33号 

平成 30年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計予算 

■主な内容 

予算総額    23,187千円 （前年度比 △2,781千円） 

議案第34号 

～ 

議案第45号 

平成 30年度伊達市財産区特別会計予算 

■主な内容 

予算総額［12財産区］ 12,585千円 （前年度比 △214千円） 
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議案第46号 

平成 30年度伊達市水道事業会計予算 

■主な内容 

収益的収支 
収入 1,817,199千円 （前年度比   △4,189千円） 

支出 1,736,915千円 （前年度比  △63,009千円） 

 

資本的収支 
収入 207,916千円 （前年度比 △231,823千円） 

支出 787,821千円 （前年度比 △215,346千円） 
 

 

 

５．その他（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第47号 

伊達市道路線の認定 

■主な内容 

道路新設に係る２路線及び、開発行為に伴う帰属 16路線の市道認定 

 

 

６．専決処分の報告（４件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

報告第１号 

～ 

報告第４号 

専決処分の報告 

■主な内容 

事故の損害賠償額の決定及び和解することの専決処分について報告するもの 

 

○市道の維持管理に起因する事故 

 ・専決処分日 平成 30年１月 10日 

  （平成 29年 10月 31日発生事故、損害賠償額 11,550円） 

・専決処分日 平成 30年１月 27日 

  （平成 29年 11月 ４日発生事故、損害賠償額 6,200円） 

 

○自動車事故 

・専決処分日 平成 30年１月 29日 

   （平成 29年 ５月４日発生事故、損害賠償額 101,520円） 

・専決処分日 平成 30年２月 14日 

   （平成 29年 11月７日発生事故、損害賠償額 683,899円） 

 

問い合わせ先 

総務部総務課 

電話 575-1111 
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平成29年度３月補正予算の概要 

 

１ 一般会計歳入歳出予算の補正額 

 

   補正前の額                    33,181,541千円 

   補正額                      △ 329,148千円  

   補正後の額                    32,852,393千円 

     

  

２ 補正の主な事業内容 

（１）障がい児通所支援事業                 11,297千円 

・ 放課後デイサービス事業所の増に伴う扶助費の増額 

 

（２）小学校施設整備事業                  467,965千円 

・ 掛田小学校改築事業費が、国の補正予算で採択されたことに伴う工事請

負費等の増額 

 

（３）地方債償還元金                    378,119千円 

・ 将来負担軽減の為の繰上償還の実施 

 

（４）阿武隈急行支援事業                  36,874千円 

・ 阿武隈急行の車両更新費用等が、国の補正予算で採択されたことに伴う

補助金の計上 

 

（５）その他                      △1,223,403千円 

・ 通学合宿所整備事業費の減額、及び年間所要見込みによる減額等 

 

資料２－２ 

問合せ先 

財務部財政課 

電話 575-1189 
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 人々がふれあい行き交う「平成の宿場」 

 道の駅「伊達の郷りょうぜん」オープン 

 

 東北中央自動車道の相馬玉野ＩＣ～霊山ＩＣ間の開通に続き、３月24日に伊達市

初、福島県内で33番目の道の駅として「伊達の郷りょうぜん」がオープンします。 

 訪れる人と地元の人々がふれあう場、そして利用する人にとって、本市の魅力を

知るきっかけとなる「玄関口」を目指していきます。 

 

１ オープニングセレモニー開催概要 

 （１）日 時  平成30年３月24日（土）10時～ 

（２）内 容  式典 10時～ 

※式典終了後、午後から一般開放 

  

２ 施設概要 

（１）名 称  伊達の郷りょうぜん 

（２）所 在  伊達市霊山町下小国字桜町３番地１ 霊山ＩＣ入口 

（３）営業時間 本館：９時 30分～18時 

        ※休憩施設・公衆トイレは 24時間利用可能 

（４）管理運営 一般社団法人りょうぜん振興公社 

 

３ 主な特徴 

 （１）建物のデザイン、コンセプト 

・ 来訪者と地元の人々が行き交い、ふれあう「平成の宿場」をイメージ 

・ 木のぬくもりが感じられる和の空間 

（２）情報発信拠点としての機能 

・ 休憩室内に設置したテレビモニターやデジタルサイネージで歴史的文化

財などの市内観光施設やイベント等の情報、道路情報を案内 

 （３）「伊達食メニュー」でのおもてなし 

・ 館内レストランで、伊達鶏や地元の新鮮な農産物を使用し、ここでしか

味わえない「伊達食メニュー」を提供 

 （４）物産販売コーナー、体験型農園の設置 

・ 伊達市の名産品を揃えた販売コーナー、出荷者協議会の約 100人が生産

した新鮮な野菜や果物等を販売する直売所を設置（売り場面積 330㎡） 

・ 観光客向けの体験型農園を整備予定（イチゴ狩り用ハウス３棟、200㎡） 

 （５）地域防災拠点施設としての機能 

   ・飲料水 240本（ペットボトル 500ml）、軽食 50箱、毛布 30枚を備蓄 

 

資料３ 

問い合わせ先 
建設部 管理課 
電話 577-3147 

 





【平成 30年２月 21日定例会見】 
 

地元の名水で仕込んだお酒で、伊達の魅力をＰＲ 

オリジナル日本酒「初代朝宗 大吟醸」の完成・披露会開催 

 

 県外や市外から訪れた皆さんに、本市の魅力を知っていただくきっかけとなるよ

うな新たな特産品として、本年度、国内外で高い評価を得ている県内の酒造会社の

協力のもとで企画・製造を進めていたオリジナル日本酒「初代朝宗 大吟醸」が完

成しました。これを記念し、３月１日に完成披露会を開催します。  

「初代朝宗 大吟醸」は限定1,800本の販売で、本日２月21日から市内の酒類販

売店で予約を開始します。 

  

１ 「初代朝宗 大吟醸」の概要 

（１）特 徴   使用酒米は「山田錦」（100％使用）、仕込み水には名峰「霊

山」の麓から湧き出る名水を使用。銘柄に本市ゆかりの伊達氏

初代当主「伊達朝宗」の名を冠し、「伊達氏発祥の地」である

本市の歴史、風土に思いを馳せながらご賞味いただけるような

日本酒に仕上げました。 

また、銘柄の題字は、本市の復興、風評被害の払しょくの思

いを込め、京都清水寺貫主の森清範氏に書いていただきました。 
（２）価格等  720ml 4,000円（税込 4,320円） 

（３）販売数  限定 1,800本 

（４）製造者  有限会社 金水晶酒造店 

（５）オフィシャルサイト http://tomomune.com 

 

２ 予約・販売開始日 

（１）予約開始  ２月 21日（水）から各酒類販売店で予約受付 

（２）販売開始  ３月３日（土）から各酒類販売店で販売開始 

         ※県南酒販ホームページからも購入可 

 

３ 完成披露会 

 （１）日 時  ３月１日（木）18時 30分～ 

 （２）会 場  セレビアスカイパレス（伊達市保原町西町） 

 （３）招待者  市内商工団体、市内酒店、ＪＡ、県関係者など 

資料４ 

問い合わせ先 
産業部 商工観光課 

電話 577-3175 

 

http://tomomune.com/
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