
 

記 者 会 見 

 

日時：平成27年11月19日（木）14時 

                        場所：伊達市役所２階 委員会室３ 

 

 

１ 平成 27年第６回伊達市議会定例会について 

招 集 日  平成 27年 11月 26日（木） 

提出案件   16件（人事２件、条例制定３件、条例一部改正４件、補正予算４件、 

その他３件） 

（１）提出議案の概要   資料 １               （総務部総務課） 

（２）12月補正予算の概要 資料 ２               （財務部財政課） 

 

 

２ 伊達市小中学校の適正規模・適正配置 資料 ３        （教育部学校教育課） 

 

 

３ 福島信用金庫との地域密着総合連携協定の締結 資料 ４  （市長直轄総合政策課） 

 

 

４ 平成 27年度伊達市公募地方債（がんばれ！！だて市民債）の募集と利率決定 資料 ５  

                      （財務部財政課） 
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平成27年第６回伊達市議会定例会提出議案概要 

 

提出案件16件【人事２件 条例制定３件 条例の一部改正４件 補正予算４件 その他３件】 

１．人事（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第148号 

議案第149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 

（推薦候補者）２名 

（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 

２．条例制定（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第150号 

伊達市新市建設計画審議会設置条例の制定について 

（制定趣旨） 

合併協定により設置された地域審議会の設置期間の終了に伴い、その

役割を引き継ぐとともに、新市建設計画における一体的なまちづくりを

推進するため、市の附属機関として新市建設計画審議会を設置するため

条例を制定するもの 

（主な内容） 

(1)新市建設計画の変更に関する事項等について、市長の諮問に応じて

審議し答申することを規定する 

(2)必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることを規定 

する 

(3)委員 20名以内で組織する（委員の任期は２年とする) 

（根拠法令） 

地方自治法第 96条第１項 

市長直轄 

総合政策課 

資料 １ 
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議案第151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

条例の制定について 

（制定趣旨） 

  個人番号の独自利用を行う事務及び伊達市の機関外への特定個人情

報の提供を行うことについて、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(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号

法」という。）第９条第２項及び第 19条第９号の規定により条例を制定

するもの 

（主な内容） 

(1)番号法別表第１に掲げられていない事務で個人番号を利用する事務

（独自利用事務）を規定する 

(2)同一執行機関内における複数の事務の間で特定個人情報を移転し、

個人番号を利用する事務（庁内連携事務）を規定する 

(3)同一自治体内の他の執行機関へ提供することができる特定個人情報

について規定する 

（根拠法令） 

地方自治法第 96条第１項 

総務部 

総務課 

議案第152号 

伊達市立図書館条例の制定について 

（制定趣旨） 

 社会教育施設である伊達市立図書館と中央交流館図書室(分室)の設

置に関し、必要な事項を定めるため条例を制定するもの 

（主な内容） 

伊達市立図書館の名称及び位置、事業、使用料等を規定する 

（根拠法令） 

地方自治法第 96条第１項 

教育部 

市立図書館 
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３．条例の一部改正（４件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第153号 

伊達市伊達情報ネットワーク複合施設館条例の一部を改正する条例に

ついて 

（改正趣旨） 

伊達市立図書館条例の制定に伴い、伊達市立図書館に関する規定を整

理するため、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

伊達市立図書館に関する規定を削除する 

（根拠法令） 

地方自治法第 96条第１項 

市長直轄 

秘書広報課 

議案第154号 

伊達市税条例等の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行規則等の一部を

改正する省令の施行に伴い、伊達市税条例等の一部を改正するもの 

（主な内容） 

○地方税における猶予制度の改正 

(1)徴収猶予及び換価の猶予に係る分割納付の方法を改正する 

(2)申請による換価の猶予に係る申請期限を規定する 

(3)徴収猶予及び申請による換価の猶予に係る申請書の記載事項及び添

付書類、並びに申請書及び添付書類の訂正期限を改正する 

○省令改正による文言の修正及び条ずれ等の改正 

（根拠法令） 

地方自治法第 96条第１項 

財務部 

税務課 

議案第155号 

伊達市下水道条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 下水道法施行令の一部改正に伴い、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

下水道法施行令の水質基準の強化に伴う改正 

（根拠法令） 

地方自治法第 96条第１項 

上下水道部 

下水道課 
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議案第156号 

伊達市立認定こども園条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 伊達市立月舘認定こども園の開園に向け、施設の名称及び位置を定め

るため、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

１ 名 称  伊達市立月舘認定こども園 

２ 位 置  伊達市月舘町月舘字関ノ下８番地２ 

（根拠法令） 

地方自治法第 96条第１項 

こども部 

こども育成課 

 

４．補正予算（４件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第157号 

平成27年度伊達市一般会計補正予算(第４号) 

歳出 放射能対策事業 13,421 千円、その他事業 110,499千円 

歳入 地方特例交付金 824千円、普通交付税 178,812 千円、 

   分担金及び負担金 7,827千円、使用料及び手数料 297 千円 

   国庫支出金 23,366千円、県支出金 21,886 千円、 

財産収入 884千円、寄附金 5,100千円、繰入金△102,083千円、 

諸収入△17,493、市債 4,500 千円 

補正総額 123,920千円 

（根拠法令） 

地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第158号 

平成27年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算(第３号) 

歳入は、医療費の増額補正に伴う負担金・補助金等の増、基金利子分

の増、災害臨時特例補助金の増による国保基金繰入金減額等の補正 

歳出は、人件費の増額による総務費の増、一般・退職の療養費の不足

に伴う保険給付費の増、基金利子の積立による増等の補正 

歳入 療養給付費等負担金58千円、普通調整交付金16千円、 

   災害臨時特例補助金1,837千円、療養給付費交付金462千円、 

   財政調整交付金16千円、基金利子55千円、繰入金△1,494千円 

歳出 総務費253千円、一般被保険者療養費179千円、 

   退職被保険者療養費462千円、基金積立金56千円   

補正総額 950千円 

（根拠法令） 

地方自治法第218条第１項 

健康福祉部 

国保年金課 
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議案第159号 

平成27年度伊達市介護保険特別会計補正予算(第３号) 

歳入は、地域支援事業費増額に伴う国庫補助金、支払基金交付金、県

支出金の増額補正、及び地域支援事業費増額と人件費補正による一般会

計繰入金の増額補正 

歳出は、地域支援事業費増額に伴う介護給付費準備基金への積立金の

減額補正、及び人件費補正による総務費の増額補正 

歳入 国庫補助金407千円、支払基金交付金473千円、県補助金204千

円、一般会計繰入金1,913千円 

歳出 総務費691千円、基金積立金△342千円、地域支援事業費2,648

千円 

補正総額 2,997千円 

（根拠法令） 

地方自治法第218条第１項 

健康福祉部 

高齢福祉課 

議案第160号 

平成27年度伊達市水道事業会計補正予算(第３号) 

○収益的収支 

手当及び法定福利費変更に伴う人件費の増額補正 

支出 営業費用504千円    補正総額504千円 

○資本的収支 

法定福利費変更に伴う人件費の減額補正 

支出 建設改良費△122千円 補正総額△122千円 

（根拠法令） 

地方公営企業法第24条 

上下水道部 

水道総務課 

５．その他（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第161号 

議案第162号 

議案第163号 

指定管理者の指定について 

（主な内容） 

伊達市霊山こどもの村、伊達市霊山こどもの村児童館及び伊達市りょ

うぜん紅彩館の指定管理者を指定するため、議会の議決を求めるもの 

１ 公の施設の名称 

「伊達市霊山こどもの村」 

「伊達市霊山こどもの村児童館」 

「伊達市りょうぜん紅彩館」 

２ 指定管理者 一般社団法人 りょうぜん振興公社 

３ 指定の期間 平成 28年４月１日から平成 31年３月 31日まで 

（根拠法令） 

地方自治法第 244条の２第６項 

地域政策監 

霊山総合支所 
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12月補正予算の概要 

 

 一般会計補正予算（第４号）については、復興・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の補正を行います。 

 

１ 歳入歳出予算の補正額 

    

補正前の額                    35,910,149千円 

   補正額                       123,920千円 

   補正後の額                    36,034,069千円 

    補正額財源  

地方特例交付金         824千円 

普通交付税         178,812千円 

分担金及び負担金       7,827千円 

使用料及び手数料        297千円 

国庫支出金              23,366千円 

          県支出金               21,866千円 

          財産収入            884千円 

寄付金            5,100千円 

繰入金              △102,083千円 

                諸収入            △17,493千円 

市 債                    4,500千円 

    【財政調整基金残高見込         3,186,654千円】 

 

２ 補正の主な事業内容 

 

（１）復興・放射能対策事業                   13,421千円 

  ①農地等除染対策事業(県補助10/10)            12,380千円 

    平成28年産の牧草地(23ha)に塩化カリを散布する事業に対する資材代の 

補助や果樹改植事業に対する補助金を増額します。  

   ②被災児童生徒就学援助事業（県補助 10/10）       1,223千円 

   子ども被災者支援法により、県の補助を受けて、自主避難者の学校給食 

費、学用品等の就学援助を行います。 

（２）その他の事業                     110,499千円 

  ①公共交通等利用促進参画事業（地方創生先行型）      6,098千円 

   阿武隈急行沿線開発推進協議会が広域連携して新たな観光資源創出事業 

  を実施するために、国の補助を受け同協議会へ負担金を支出します。 

 

   

資料 ２ 
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②月舘認定こども園整備事業               28,083千円 

     平成28年４月１日の「月舘認定こども園」開園に向け、教材や厨房機器 

などを整備します。 

  ③放課後児童健全育成事業                1,494千円 

   平成28年４月１日の「はしらざわ児童クラブ」開設に向け、クラブ運営 

に係る備品などを整備します。 

④観光で賑わう魅力づくり事業              2,106千円 

伊達氏の歴史観光の魅力を発信するため、ふくしまＤＣで好評だった「伊 

達氏スタンプコレクション」をアフターＤＣでも実施します。 

⑤宅地関連災害復旧事業（県営事業負担金）        10,000千円  

９月の関東・東北豪雨による急傾斜地崩壊被害箇所に対して県主体で実 

施する「災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業」の市負担金。 

対象箇所：梁川町山舟生字中ノ内地内 

問合せ先 

財務部財政課 

電話 575-1189 
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資料 ３ 

伊達市立小中学校の適正規模・適正配置 
 

 

伊達市教育委員会では、教育機会の均等と教育水準の維持向上を図り、教育
的効果を向上させるため、「伊達市立小中学校適正規模・適正配置基本計画」
を策定し、市長と教育委員で構成する総合教育会議で定めた「伊達市教育大綱」
にもその内容が盛り込まれました。 
 これは、学級数が少なくなることで生じる可能性のある様々な課題を解決す
るために、地域性を勘案しながら、伊達市における小中学校の適正規模・適正
配置を定めたものです。 

 

１ 伊達市の現状 

（１）児童・生徒数の推移    

年  度 小学校児童 
減少率 

（対合併時） 
中学校生徒 

減少率 

（対合併時） 

平成 18 年 

（合併時） 
4,055人  2,232 人  

平成 27 年 

（現在） 
2,839人 △ 30％ 1,810 人 △ 19％ 

平成 32 年 

（見込み） 
2,298人 △ 43％ 1,345 人 △ 40％ 

（２）学校数 

   小学校数 21校（伊達地域２校、梁川地域８校、保原地域５校、 

霊山地域４校、月舘地域２校） 

   中学校数  ６校  (保原地域２校、他４地域各１校) 

（３）1学年が1学級に満たない小規模校の状況（平成27年度） 

   小学校 21校中 10校 内完全複式４校 

※ 平成32年度には10校すべてが完全複式学級編成の見込み 

 

２ 適正規模の基本的な考え方 

  （１）小学校・・・１学年１学級以上 

  （２）中学校・・・１学年２学級以上 

 

３ 適正配置の基本的な考え方 

  （１）小学校・・・５学級以下になる場合は統合を進める。 

  （２）中学校・・・各地域に1校は中学校を置くことから、現時点では統合 

は進めない。 
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４ 適正規模及び適正配置の基本的な考え方から現時点で対象となる学校  

      梁川地域：五十沢小、富野小、山舟生小、白根小、大枝小 
      保原地域：富成小 
      霊山地域：小国小、大石小、石田小 
      月舘地域：月舘小、小手小、月舘中は小中一貫教育とし、施設一体型 

の小中一貫校を設置する。 

 

５ 統合に向けた地域とのかかわりと、その時期 

  統合の実施に向け、対象保護者や地域の十分な理解と協力を得ながら進め 
ていきます。平成 31年度までの５年間を目安として統合を推進しますが、そ 
の過程で合意の得られた学校から統合を進めていきます。 

 

 

 

 

※総合教育会議：地方教育行政法の改正に伴い、平成 27年４月から各都道府 

県・市町村に設置される会議。首長と教育委員会で構成され、 

教育大綱の策定や教育に関する方針等を協議する。 

※教育大綱  ：首長が教育委員と協議・調整して定める教育の目標や施策の 

根本的な方針。 

  

問合せ先 

教育部 学校教育課 

電話 577-3250 
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福島信用金庫との地域密着総合連携協定の締結  

 

伊達市と福島信用金庫は、相互に緊密に連携することにより、双方の資源を

有効に活用した協働による活動を推進し、人口減少対策、地域の活性化及び市

民サービスの向上に資することを目的に、地域密着総合連携協定を締結します。 

 

１ 協定締結式 

（１）日 時  11月19日（木）15：30 

（２）場 所  伊達市役所応接室 

（３）出席者  伊 達 市   仁志田昇司 市長ほか 

        福島信用金庫 樋口 郁雄 理事長ほか 

 

２ 連携分野 

（１）人口減少対策・地域経済活性化に関すること。 

（２）地域産品の販売及び観光の振興に関すること。 

（３）災害対策に関すること。 

（４）地域及び暮らしの安全・安心に関すること。 

（５）その他地域社会の活性化及び住民サービスの向上に関すること。 

 

３ 協定の特徴 

金融機関のノウハウを活かした官民連携事業に取り組み、地域創生関連事 

業での連携を行う。 

  【具体的連携例】 

・地域創生支援ローンや空き家対策ローンの活用による地域創生関連事業 

への連携 

・施策提案プロジェクトチームへの福島信用金庫職員の参加 

・健幸都市事業での協力 
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問合せ先 

市長直轄 総合政策課 

電話 575-1142 

   



【平成 27年 11月 19日定例会見】 

 

 

 

 

  平成27年度伊達市公募地方債（がんばれ！！だて市民債） 

の募集と利率決定 

 

  

市民の皆さんに市債の購入を通じて積極的に市政に参加いただくため、平成

27年度伊達市公募地方債（がんばれ！！だて市民債）を発行します。 

その利率が決定しましたのでお知らせします。申込み開始は12月１日からで、

先着順ですので、お早めにお申し込みください。 

 

１ 地方債利率 

    利率  年 0.26％（固定金利）  

 

２ 発行概要 

 

（１）発行総額   ２億円 

(２）充当事業   道路新設改良事業 

(３）申込受付期間 12月１日（火）～12月11日（金） 先着順 

(４）購入対象者  伊達市内に在住、在勤の個人、または市内に営業拠点が 

ある法人・団体 

（５）発行価格   額面100円につき100円 

（６）購入単位   10万円 ※個人（法人）500万円まで 

（７）利払日    年２回（６月、12月） 

（８）発行日    12月18日（金） 

（９）償還年限   平成32年12月18日に元金を一括償還（５年債） 

（10）取扱金融機関 ㈱東邦銀行  保原支店、梁川支店 （取扱額 1億円） 

           福島信用金庫 保原支店、梁川支店、伊達支店、掛田 

支店、月舘支店 （取扱額 ９千万円） 

           ㈱福島銀行  保原支店（取扱額 １千万円） 

 

３ 申込み方法 

   預金通帳、通帳届出印などを持参し、取扱金融機関で直接お申し込みく 

ださい。 
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問合せ先 

財務部財政課 

電話 575-1189 
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