
記 者 会 見 

 

日時：平成26年5月29日（木）11時 

場所：伊達市役所２階 委員会室３ 

 

１ 平成26年第４回伊達市議会定例会について 

 

（１）招 集 日  平成26年６月５日（木） 

（２）提出案件   28件（専決処分報告２件、報告６件、人事３件、条例改正６件、

条例廃止２件、補正予算２件、その他７件） 

 

① 提出議案の概要について 資料１（総務部総務課） 

 

② 平成26年度６月補正予算の概要について 資料２（財務部財政課） 

 

 

２ もの作りびとフェアーの開催について 資料３（月舘総合支所） 

 

 

３ 梁川美術館企画展「手から手へ」展の開催について 資料４（教育部文化課）   

 

 

４ くらしの講演会の開催について 資料５（市民生活部生活環境課） 

 

 

 



 

平成26年第４回伊達市議会定例会提出議案概要 

 

提出案件28件【専決処分の報告２件 報告６件 人事３件 条例改正６件 条例廃止２件 補正予算２件 

その他７件】 

 

１．専決処分の報告（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

報告第３号 

専決処分の報告について 

（主な内容） 

自動車事故による損害賠償の額を決定することについて、地方自治法第

180 条第１項の規定により専決処分したので、これを報告するもの 

１ 専決処分日    平成26年５月７日 

２ 損害賠償の額  325,791円 

３ 事故発生日時  平成26年２月17日 午後１時30分頃 

４ 事故発生場所  伊達市梁川町字南本町35番地 

５ 事故の概要   市職員の運転する公用車が、梁川中央交流館(旧梁

川農村環境改善センター)の駐車場内において、雪

に後輪を取られ横滑りを起こし、停車していた相

手方車両の後部に衝突し、損害を与えた 

（根拠法令） 

地方自治法第 180 条第２項 

財務部 

財政課 

報告第４号 

専決処分の報告について 

（主な内容） 

市が設置した交通安全看板の破損が起因した事故による損害賠償の額を

決定することについて、地方自治法第180条第１項の規定により専決処分し

たので、これを報告するもの 

１ 専決処分日     平成 26 年５月 12 日 

２ 損害賠償の額    121,953円 

３ 事故発生日時   平成26年３月31日 午前６時45分頃 

４ 事故発生場所   伊達市保原町字泉町11番地１ 

５ 事故の概要    市道31071号線に市が設置していた交通安全看板

が、強風により根元から折れて駐車していた相手

方車両に接触し、損害を与えた 

（根拠法令） 

地方自治法第 180 条第２項 

総務部 

総務課 

 

資料１ 
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２．報告（６件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

報告第５号 

市が資本金を出資している法人の経営状況を説明する書類の提出について 

（主な内容）  

福島地方土地開発公社の経営状況を説明する書類を提出するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 243 条の３第２項 

市長直轄 

総合政策課 

報告第６号 

市が資本金を出資している法人の経営状況を説明する書類の提出について 

（主な内容） 

株式会社保原振興公社の経営状況を説明する書類を提出するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 243 条の３第２項 

保原総合支所

報告第７号 

市が資本金を出資している法人の経営状況を説明する書類の提出について 

（主な内容） 

一般社団法人伊達市農林業振興公社の経営状況を説明する書類を提出する

もの 

（法令根拠） 

地方自治法第 243 条の３第２項 

産業部 

農政課 

報告第８号 

平成 25 年度伊達市一般会計継続費繰越計算書の報告について 

（主な内容） 

地方自治法施行令第 145 条第１項の規定により、平成 25 年度伊達市一般会

計予算の継続費に係る歳出予算の経費を平成 26 年度へ繰り越したので議会

に報告するもの 

（繰り越す事業） 

放課後児童クラブ建設事業 

（根拠法令） 

地方自治法施行令第 145 条第１項 

財務部 

財政課 

報告第９号 

平成 25 年度伊達市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

（主な内容） 

地方自治法施行令第 146 条第１項の規定により、平成 25 年度伊達市一般会

計予算の繰越明許費に係る歳出予算の経費を平成 26 年度へ繰り越したので、

同条第 2項の規定により議会に報告するもの 

（繰り越す主な事業） 

スマートグリッド通信インタフェース導入事業、住民情報システム管理事

業（障がい児通所支援システム改修）、子ども・子育て支援事業（システム

構築）、梁川認定こども園整備事業、農業等施設復旧対策事業、道路維持管

理事業（道路ストック総点検）、さわやか現道整備事業、道路新設改良事業

他 

（根拠法令） 

地方自治法施行令第 146 条第２項 

財務部 

財政課 
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報告第10号 

平成 25 年度伊達市水道事業会計予算の繰越しについて 

（主な内容） 

地方公営企業法第 26 条第１項の規定により、平成 25 年度伊達市水道事業会

計予算のうち建設改良費の一部を平成 26 年度へ繰り越したので、同条第３項

の規定により議会に報告するもの 

（繰越事業の内容） 

市道改良関連配水管布設工事（保原幹線２号線） 

（根拠法令） 

地方公営企業法第 26 条第３項 

上下水道部 

水道総務課 

 

３．人事（３件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第48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 

（提案の理由） 

人権擁護委員の任期満了に伴い、法務大臣に人権擁護委員の候補者を推薦

するにあたり、議会の意見を求めるもの 

（根拠法令） 

人権擁護委員法第６条第３項 

健康福祉部 

社会福祉課 

議案第49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 

（提案の理由） 

人権擁護委員の任期満了に伴い、法務大臣に人権擁護委員の候補者を推薦

するにあたり、議会の意見を求めるもの 

（根拠法令） 

人権擁護委員法第６条第３項 

健康福祉部 

社会福祉課 

議案第50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 

（提案の理由） 

人権擁護委員の辞任に伴い、法務大臣に人権擁護委員の候補者を推薦する

にあたり、議会の意見を求めるもの 

（根拠法令） 

人権擁護委員法第６条第３項 

健康福祉部 

社会福祉課 
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４．条例改正（６件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第51号 

伊達市税条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

地方税法の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令

及び地方税法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、条例の一部を

改正するもの 

（主な改正内容） 

(1)地方法人税の創設により法人税割の標準税率等が引き下げられたこと

による税率の引下げ 

(2)軽自動車税の税率の引上げ 

(3)公害防止用設備、ノンフロン製品等に係る固定資産税課税標準の特例措

置の導入 

(4)地方税法の改正に伴い、市民税及び固定資産税等に係る課税の特例の細

目を定めるほか、所要の規定の整備を行うもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

財務部 

税務課 

議案第52号 

伊達市税特別措置条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

  企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関す

る法律第 20 条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、固定資産

税課税免除の適用期限を延長するため、条例の一部を改正するもの 

（主な改正内容） 

集積区域における課税免除の同意日の期限を２年延長し、平成 28 年３月

31 日までとするもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

財務部 

税務課 
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議案第53号 

伊達市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 地方税法の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令

及び地方税法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、条例の一部を

改正するもの 

（主な改正内容） 

(1)国民健康保険税の後期高齢者支援金に係る賦課限度額を 16 万円に、介

護納付金賦課額に係る賦課限度額を 14 万円に引き上げるもの 

(2)被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準につい

て、５割軽減の基準については 24 万５千円を乗ずる被保険者数に世帯主を

含めるとともに、２割軽減の基準については被保険者数に乗ずる金額を 45

万円とするもの 

(3)特定継続世帯の７割、５割、２割軽減額について改正するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

健康福祉部  

国保年金課 

議案第54号 

伊達市障がい者地域生活支援事業に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

（改正趣旨） 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に

伴い、新規事業及び名称が変更された事業があるため、条例の一部を改正

するもの 

（主な改正内容） 

(1)条例第２条に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律第 77 条の規定に基づき事業を実施する文言を加えるもの 

(2)条例第２条で規定している事業を削除し、規則で定める文言を加えるも

の 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

健康福祉部 

社会福祉課 

議案第55号 

伊達市重度心身障がい者医療費の給付に関する条例の一部を改正する条

例について 

（改正趣旨） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に

伴い、共同生活介護が共同生活援助と一体となるため、条例の一部を改正

するもの 

（主な改正内容） 

共同生活介護の文言を削除するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

健康福祉部 

社会福祉課 
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議案第56号 

伊達市梁川福祉会館条例の全部改正について 

（改正趣旨） 

 伊達市梁川福祉会館の改修に伴い、条例の全部を改正するもの 

（主な改正内容） 

老人福祉センター及び児童館構成を改め、市民福祉増進を図る施設とす

るもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

梁川総合支所

 

５．条例廃止（２件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第57号 

伊達市特別導入事業基金条例を廃止する条例について 

（廃止趣旨） 

国の家畜導入事業を受けて運用してきた特別導入事業基金が平成17年度

をもって制度を終了、基金への貸付金償還も完了し事業が終了したことに

伴い廃止するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

産業部 

農政課 

議案第58号 

伊達市議会の議決すべき事項に関する条例を廃止する条例について 

（廃止趣旨） 

伊達市議会基本条例の一部が改正され、同条例中に伊達市議会の議決す

べき事項に関する条例に規定する内容(伊達市都市計画マスタープラン基

本構想の策定を議会の議決すべき事項とした規定)が盛り込まれたことに

伴い廃止するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

総務部 

総務課 

 

６．補正予算（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第59号 

平成26年度伊達市一般会計補正予算（第１号） 

 

歳出 放射能対策事業 81,622 千円、その他事業 59,161 千円 

歳入 国庫支出金 51,483 千円、県支出金 63,201 千円、 

      繰入金 24,229 千円、諸収入 470 千円、市債 1,400 千円 

補正総額 140,783 千円 

（根拠法令） 

地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 
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議案第60号 

平成26年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第1号） 

歳出は、概算額確定による介護納付金の増額及び共同事業拠出金の減額、

返還額確定による返還金の増額等の補正 

歳入は、概算額確定による国庫支出金、共同事業交付金の減額及び療養

給付費等交付金、県支出金の増額、国民健康保険税必要額による国民健康

保険税の減額及び繰入金、繰越金の増額等の補正 

歳出 介護納付金22,527千円、共同事業拠出金△5,474千円、返還金

32,009千円  

歳入 国民健康保険税△428,702千円、国庫支出金△157,217千円 

療養給付費等交付金108,140千円、県支出金76,207千円、共同事業

交付金△11,202千円、繰入金189,999千円、繰越金273,834千円 

補正総額 50,304千円 

（根拠法令） 

地方自治法第218条第１項 

健康福祉部 

国保年金課 

 

７．その他（７件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第61号 

伊達市道路線の廃止について 

（主な内容） 

市道東中川原線の先、（民間開発整備事業）に伴い、終点が変更となるた

め廃止するもの 

路線番号（12202）中川原６号線（なかかわはらろくごう） 

路線番号（12203）中川原線（なかかわはらせん） 

（法令根拠） 

道路法第 10 条第３項 

建設部 

管理課 

議案第62号 

伊達市道路線の認定について 

（主な内容） 

(1)市道東中川原線の先、（民間開発整備事業）に伴い、終点が変更となる

ため廃止した路線を別路線として認定するもの 

路線番号 13037 路線名 中川原 7号線（なかかわはらななごう） 

路線番号 13038 路線名  中川原８号線（なかかわはらはちごう） 

(2)県道丸森梁川線の先、市道江越堂庭線（26001）までの道路新設改良事

業（梁川八幡神社周辺整備事業）に伴い、新たに整備する路線を認定する

もの 

路線番号 26169 路線名 上並松２号線（かみなみまつにごう） 

(3)県道飯坂保原線の先、市道下二ノ田２号線（34220）までの道路新設改

良事業に伴い、新たに整備する路線を認定するもの             

路線番号 34341 路線名 下二ノ田３号線（しもにのたさんごう） 

（根拠法令） 

道路法第８条第２項 

建設部 

管理課 
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議案第63号 

工事請負変更契約の締結について 

（提案の理由） 

梁川小学校改築建築主体工事請負契約について、労務単価改正に伴い工

事請負契約約款第 25 条第６項の規定（インフレ条項）による請負代金額の

変更請求があったため、変更契約を締結するもの 

（主な内容） 

１ 契約の名称  梁川小学校改築建築主体工事 

２ 契約の金額  変更前 2,100,000,000 円 

変更後 2,141,020,560 円 

３ 契約の相手方  佐藤・渡辺・酒井東栄特定建設工事共同企業体 

 

（根拠法令） 

伊達市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第２条 

教育部 

教育施設課 

議案第64号 

工事請負契約の締結について 

（提案の理由） 

伊達市移動系防災行政無線施設整備工事請負契約の締結について、議会

の議決を求めるもの 

（主な内容） 

１ 契約の名称  伊達市移動系防災行政無線施設整備工事 

２ 契約の金額    354,240,000 円 

３ 契約の方法    指名競争入札 

４ 契約の相手方 株式会社 テレコム東北支店 

（根拠法令） 

伊達市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第２条 

市民生活部 

消防防災課 

議案第65号 

工事請負契約の締結について 

（提案の理由） 

粟野小学校屋内運動場改築工事請負契約の締結について、議会の議決を

求めるもの 

（主な内容） 

１ 契約の名称  粟野小学校屋内運動場改築建築主体工事 

２ 契約の金額    235,440,000 円 

３ 契約の方法    指名競争入札 

４ 契約の相手方 株式会社 酒井東栄コーポレーション 

（根拠法令） 

伊達市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第２条 

教育部 

教育施設課 
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議案第66号 

工事請負契約の締結について 

（提案の理由） 

堰本小学校屋内運動場改築工事請負契約の締結について、議会の議決を

求めるもの 

（主な内容） 

１ 契約の名称  堰本小学校屋内運動場改築建築主体工事 

２ 契約の金額    259,200,000 円 

３ 契約の方法    指名競争入札 

４ 契約の相手方 株式会社 渡辺工務店 

（根拠法令） 

伊達市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第２条 

教育部 

教育施設課 

議案第67号 

土地の取得について 

（提案の理由） 

梁川屋内外運動場用地を取得することについて、議会の議決を求めるも

の 

（主な内容） 

１ 所在地   伊達市梁川町字小梁川15番地１ 

２ 面積    5,122.53平方メートル 

３ 取得金額  110,000,000円 

４ 相手方   株式会社 丸幸ニット 

（根拠法令） 

伊達市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条 

こども部 

こども支援課
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平成26年度６月補正予算の概要について 

 
 一般会計補正予算（第１号）については、放射能対策やその他各種事業など

緊急かつやむを得ない事業について予算補正を行います。 

 

１ 歳入歳出予算の補正 

   補正前の額                    33,783,000千円 

   補正額                       140,783千円 

   補正後の額                    33,923,783千円 

    補正額財源 国庫支出金             51,483千円 

          県支出金              63,201千円 

          基金繰入金           24,229千円 

          諸収入              470千円 

市 債                  1,400千円 

     （財政調整基金残高見込       3,931,597千円） 

 

２ 補正の主な事業内容 

（１）放射能対策事業               81,622千円 

  ①農地等除染対策事業（県補助）       23,140千円 

     旧作付制限地域の営農再開に向け、自粛水田の保全管理から畦畔から 

の漏水対策等補助への切り替え。 

  ②農作物モニタリング調査事業（県補助）   3,917千円 

    あんぽ柿産地の再生を目指し、幼果などの検査費用を補助する。 

   モデル地域を拡大し、市内全域で実施する。 

  ③こども体力低下対策事業（国補助）      7,769千円 

    市内私立保育園（２園）の遊具を更新する。 

  ④公園遊具更新事業（国補助）        37,805千円 

    市内公園（5公園）の遊具を更新する。 

  ⑤風評被害対策事業（県補助）        6,751千円 

    「元気な伊達産（だてもん）プロモーション事業」を展開し、生産者 

と消費者の交流・販売を通し、風評被害の払拭、消費拡大を図る。 

  ⑥だてな暮らし体験ツアー事業（県補助）   2,240千円 

    着地型体験プログラム「だてな暮らし体験ツアー」を実施し、首都圏 

の消費者と生産者の交流、農業体験を通し、伊達市の状況について情報 

発信し、風評被害を払拭する。     

 

（２）その他                  59,161千円 

  ①地域介護・福祉空間整備交付金（国補助）   12,000千円 

    特別養護老人ホーム「孝の郷」の20床増床分の補助を行う。 

  ②農業振興支援事業（県補助）        27,153千円 

    米の作付制限解除区域の稲作振興のため、穀類乾燥調整施設、及びコ 

ンバイン導入の支援を行う。（小国ライスセンター、柱沢地区） 

  

資料２ 

５月29日 記者会見資料 

財務部財政課 

電話 575-1189 
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「第5回モノ作りびとフェア in つきだて花工房」 の開催について 

 

全国各地から集まるクラフト作家が自慢の作品を展示・販売するクラフト展

です。木工、陶器、皮工芸、ガラス工芸など多彩な作品とともに、作者との会

話も楽しめます。 

また、モノ作り木工体験や作り手との交流を通して、製作活動への意欲を高

めたり、表現する楽しさを味わったりしながら、地域に笑顔と元気を与えます。 

 

１ 日 時    ５月３１日（土） 10：00～17：00 

６月 １日（日） 10：00～16：00 

 

２ 会 場    つきだて交流館もりもり 

 

３ 内 容 

○ クラフト作家の出展 

○ 体験コーナー  

組木・どんぐりストラップ・皮ベルト/キーホルダー製作 

○ つきだて匠の会よりプレゼント 

  竹ぽっくり 竹とんぼ 

  ○地元のおいしいものコーナー 

 

４ 参加数  全国から 63 店舗 （内 伊達市内から ６店舗） 

 

５ 主 催      モノ作りびとフェア実行委員会 

           （共 催） 

      一般社団法人つきだて振興公社 

            伊達市月舘総合支所 

 

 

 

資料３ 

５月29日 記者会見資料 

モノ作りびとフェア実行委員会 

電話 571-1777 
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  梁川美術館企画展「手から手へ」展の開催について 

 

「3．11 後の世界から私たちの未来を考える」というテーマのもと、７カ国 110

名の絵本作家から寄せられた 160 点余りの作品を展示する。 

大人はもちろん、未来ある子どもたちに、作品鑑賞やワークショップ体験を

通して、表現活動への意欲を高めたり、表現する楽しさを味わったりしながら

笑顔と元気を取り戻す機会とする。 

 

１ 企画展の名称 

手から手へ展 

～絵本作家から子どもたちへ 3.11 後のメッセージ～ 

 

２ 会期と開館時間 

(1)  会 期 ６月 13 日（金）～７月 13 日（日） 

(2)  時 間 ９：30～17：00（最終入館 16：30） 

 

３ 会 場   伊達市梁川美術館 市民ギャラリー 

 

４ 関連行事 

   ６月 15 日（日）読み聞かせ会 

   ６月 20 日（金）降矢奈々氏によるギャラリートーク 

   ７月 ６日（日）読み聞かせ会 

   会期中毎日   希望者によるワークショップ 

          （実際に手を動かして作品作りを行う） 

 

 

５ 入場料 一般（高校生以上）500 円 

中学生以下    無料 

        

 

 

 

 

 

 

資料４ 

５月29日 記者会見資料 

教育部文化課 

電話 577-3221 
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「暮らしの講演会」の開催について 

 
 悪質訪問販売対策について、落語家で埼玉県の悪質商法啓発ポスターのメイ

ンキャラクターを務め、消費生活講演会等も行っている林家たい平師匠を講師

に迎え、「暮らしの講演会」を開催します。 

 

１ 日 時 平成26年6月15日（日）午後１時30分～午後３時 

（午後零時30分開場） 

 

２ 場 所 伊達市保原市民センター 

 

３ 講 師 林家 たい平 師匠 

      1964年 埼玉県秩父市生まれ 

      落語家 

      経 歴 

武蔵野美術大学造形学部卒業/日本テレビ「笑点」大喜利メンバ

ー/平成19年度芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞/武蔵野美術大

学芸術文化科客員教授ほか  

 

４ 演 題 「いい人だからさすけねー！えっ、おらあ騙さっちだのがい？」 

      

５ 定 員  400名 

 

６ 参加費 無料 

      伊達市消費生活センターへ電話にて申し込み（℡574-2233） 

 

７ 主 催 伊達市 

資料５ 

5月29日 記者会見資料 

伊達市消費生活センター 

（市民生活部生活環境課内）

電話 574-2233 

13


	次第
	00　次第・資料1-5.pdf
	260529次第
	【資料1】26.6提出議案概要について
	【資料2】6月補正予算概要
	【資料3】「第5回モノ作りびとフェア」　について
	【資料4】「手から手へ」展　について
	【資料5】暮らしの講演会の開催について.pdf




