
 
 

第９回 伊達７町合併協議会 
 

日時 平成１６年６月３日（木） 

午後２時００分から 

場所 霊山町中央公民館 

 

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１４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３１-2 号 学校教育事業について 

協議第３３号 下水道事業について 

協議第３４号 環境対策事業について 

協議第３５号 保健衛生事業について 

協議第３６号 保育事業について 

協議第３７号 健康づくり事業について 

協議第３８号 その他の福祉事業について 

協議第３９号 商工、観光事業について 

協議第４０号 勤労者、消費者事業について 
 

（４） その他 
      第１０回協議会の日程について 
       日 時 平成１６年６月２４日（木）午後２時００分～ 
       場 所 月舘町保健福祉センター「やまゆり」 

       協議予定事項 

        ・一部事務組合等の取扱い・公共的団体の取扱い・広報広聴関係事業 

        ・農林水産振興関係事業・農林土木、施設関係事業 

 

 ５．閉  会 



経 過 報 告 

 

（１）第７回新市名称及び事務所の位置検討小委員会 

日時 ５月１７日（月） 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 新市名称の選定について ほか 

 

（２）第５回議員定数及び任期等検討小委員会 

日時 ５月３１日（月） 午前９時３０分～ 

場所 保原町町民センター 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９回正副会長会議 

    日時 ５月２８日（金） 午後０時４０分～ 

    場所 伊達地方町村会 会議室 

    内容 第９回伊達７町合併協議会の提出案件について ほか 

 

（４）第８回幹事会 

    日時 ５月２１日（金） 午後２時００分～ 

    場所 伊達地方衛生処理組合 会議室 

    内容 第９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 

    ５月１７日～６月２日まで、５専門部会延７回開催 

    情報システムプロジェクト関連会議 ８回 

 
（６）事務局先進地視察研修 

日時 ５月２６日（水）～２７日（木）  

場所 山梨県 峡北地域合併協議会及び南アルプス市 

出席者 ８名 （事務局より局長ほか職員 5名 専門部会より総務副部 

会長、財政部会長） 

内容 ５ヶ月後に「北杜市」として７町村が合併する峡北地域合併協議会 

  及び合併後 1年を経た南アルプス市を視察。合併協議をはじめ、電算

統合、新市建設計画及び新市設立に向けた具体作業等について研修。 



報告第 １４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うち、新市名称にかかる協議結果及び協議経過を、

下記のとおり報告する。 
 

平成１６年６月３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７回新市名称及び事務所の位置検討小委員会 
     平成１６年５月１７日(月)  伊達地方衛生処理組合会議室 
     出席委員 １４名 
 
２．協 議 結 果 
  新市名称について、３月１日から４月１５日にかけて実施した新市名称募集を

経て、選定作業を進めてきた。第７回小委員会において次の５案を名称候補に選

定したので、別記選定理由を付して報告する。 
 
                    （ふりがな５０音順） 

新 市 名 称 候 補 ふ り が な 

あ ぶ く ま 市 あ ぶ く ま し 

新 伊 達 市 し ん だ て し 

だ て 市 だ て し 

伊 達 み ら い 市 だてみらいし 

桃 花 市 と う か し 

 
３．協 議 経 過 
  本委員会における新市名称候補の選定過程において、新市の名称候補選定基準

及び募集要項に適合しない、漢字「伊達市」の扱いについて協議され、漢字表記

とすることについて、強い意見があった。 
名称選定上重要な事柄であるため、特に別記のとおり協議概要を報告する。 



 別 記 １  新市名称案選定理由 

（ふりがな５０音順） 

名称候補案 ふりがな 意 味 又 は 理 由（要点） 

あぶくま市 あぶくまし 

・阿武隈川や阿武隈山系の地理的な名称を新市の名称

にすることにより、住民の愛着確保と全国に対するア

ピールが図れる。 

・漢字より平仮名の方が小さい子からお年寄りまで書

きやすい。 

・あぶくま川は、全国的に知名度が高い。 

・伊達７町の中心に流れる川である。 

新伊達市 しんだてし 

・「伊達」の２文字は伊達７町の共通項で、全国的に

も有名。 

・伊達７町が新市になり、新しく生まれ変わり発展す

る願いを込めて。 

・伊達氏発祥の地であり、歴史的に由緒ある｢伊達」

を残す。 

・北海道伊達市と区別し、全国にアピールできる。 

だて市 だてし 

・平仮名だとやわらかく、読み書きが容易である。 

・歴史的にも由緒ある名称であるが、北海道に伊達市

があることから、平仮名の「だて市」とした。 

・慣れ親しんだ「だて」の響きを残したい。 

・伊達郡７町が合併するのだから、新市名称に最も理

想的。 

伊達みらい市 だてみらいし 

・伊達７町住民が、未来へ一丸となって共に歩んでほ

しい。 

・明るい未来が展望できる新しい市になってほしいと

いう願い。 

・漢字と平仮名の組み合わせにより、斬新な名称とし

て全国から注目される名称。 

・全国市場の評価を受けているＪＡと統一し、知名度

向上を図る。 

桃花市 とうかし 

・桃の花のようにきれいな市になってほしいという願

いを込めて。 

・特産である桃の生産地として、対外的にアピールで

きる名称。 

・伊達郡を象徴する桃、その花が咲く地域の特徴を表

している。 

・桃などの果樹生産地域であり、知名度の向上が期待

できる。 



 別 記 ２ 新市名称にかかる協議概要 

 
 
 ○新市名称の選定について（第２次選考） 
  ・第１次選考の結果をもとに、得票数の多い順に上位５点を選定することを確認。

しかし、５点目に複数（東福島市・県北市・伊達みらい市）あるため、その選定

方法について協議。協議の結果、無記名投票により最多の名称候補を選定するこ

とを確認。その場で投票を行い、開票の結果、東福島市６・県北市１・伊達みら

い市７で、伊達みらい市を５点目とした。 
    最終的に協議会に報告する名称候補は、だて市、桃花市、あぶくま市、新伊達

市、伊達みらい市の５案となり、次回協議会（６月３日）に選定理由を付して提

出することで確認。 
 
 ○漢字で表記する「伊達市」の扱いについて 
  ・新市の名称候補選定基準及び募集要項に適合しない「伊達市」について、当小委

員会委員より動議があり、その取扱いについて協議した。 
協議内容は①漢字で表記する「伊達市」の使用を望む住民の声が多くあること。 

（「伊達」に関する応募が多いこと）②地域の名称として歴史があり、郡名に用い

られるなど永く親しまれてきた名称であること。③沖縄県に既存市名を用いる動

きがあり、総務省も柔軟姿勢を示すなど、新たな動きがあること、などから、新

市名称候補としないことに対する、異論、疑問が出された。 
    小委員会としては、これまで行ってきた名称募集の経過等もあり、選定基準及 

び募集要項を変更することは出来ないとしながらも、昭和 45 年の通達に基づき 
定めたもので、特に③にあるような状況の変化があることから、「伊達市」にか 
かる協議経過を付帯報告し、協議会に判断を委ねることとした。 

 

 



協議第３１－２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６月３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。 
(9)学校の適正規模、適正配置については、合併後に検討する。 
 
 



伊達７町管内　小学校児童数の推移

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 69 66 62 42 64 66
２年生 50 69 66 62 42 64
３年生 57 50 69 66 62 42
４年生 65 57 50 69 66 62
５年生 64 65 57 50 69 66
６年生 59 64 65 57 50 69
合計 364 371 369 346 353 369

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 14 12 9 7 10 15
２年生 12 14 12 9 7 10
３年生 11 12 14 12 9 7
４年生 13 11 12 14 12 9
５年生 11 13 11 12 14 12
６年生 21 11 13 11 12 14
合計 82 73 71 65 64 67

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 28 25 17 31 25 16
２年生 17 28 25 17 31 25
３年生 32 17 28 25 17 31
４年生 25 32 17 28 25 17
５年生 39 25 32 17 28 25
６年生 31 39 25 32 17 28
合計 172 166 144 150 143 142

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 15 12 18 15 17 13
２年生 23 15 12 18 15 17
３年生 23 23 15 12 18 15
４年生 18 23 23 15 12 18
５年生 18 18 23 23 15 12
６年生 19 18 18 23 23 15
合計 116 109 109 106 100 90

醸
芳
小
学
校

睦
合
小
学
校

半
田
醸
芳
小
学
校

伊
達
崎
小
学
校

桑折町立醸芳小学校

桑折町立睦合小学校

桑折町立半田醸芳小学校

桑折町立伊達崎小学校



伊達７町管内　小学校児童数の推移

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 80 66 77 79 73 63
２年生 78 80 66 77 79 73
３年生 80 78 80 66 77 79
４年生 70 80 78 80 66 77
５年生 75 70 80 78 80 66
６年生 96 75 70 80 78 80
合計 479 449 451 460 453 438

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 28 29 26 25 25 28
２年生 23 28 29 26 25 25
３年生 27 23 28 29 26 25
４年生 36 27 23 28 29 26
５年生 31 36 27 23 28 29
６年生 45 31 36 27 23 28
合計 190 174 169 158 156 161

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 11 11 8 4 2 8
２年生 10 11 11 8 4 2
３年生 16 10 11 11 8 4
４年生 15 16 10 11 11 8
５年生 13 15 16 10 11 11
６年生 11 13 15 16 10 11
合計 76 76 71 60 46 44

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 53 66 56 47 56 45
２年生 53 53 66 56 47 56
３年生 63 53 53 66 56 47
４年生 51 63 53 53 66 56
５年生 63 51 63 53 53 66
６年生 63 63 51 63 53 53
合計 346 349 342 338 331 323

伊
達
小
学
校

東
小
学
校

小
坂
小
学
校

藤
田
小
学
校

伊達町立伊達小学校

伊達町立東小学校

国見町立小坂小学校

国見町立藤田小学校



伊達７町管内　小学校児童数の推移

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 16 16 10 16 11 11
２年生 9 16 16 10 16 11
３年生 11 9 16 16 10 16
４年生 16 11 9 16 16 10
５年生 10 16 11 9 16 16
６年生 17 10 16 11 9 16
合計 79 78 78 78 78 80

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 11 6 8 9 14 6
２年生 7 11 6 8 9 14
３年生 9 7 11 6 8 9
４年生 12 9 7 11 6 8
５年生 13 12 9 7 11 6
６年生 8 13 12 9 7 11
合計 60 58 53 50 55 54

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 9 15 10 9 6 5
２年生 12 9 15 10 9 6
３年生 9 12 9 15 10 9
４年生 15 9 12 9 15 10
５年生 15 15 9 12 9 15
６年生 22 15 15 9 12 9
合計 82 75 70 64 61 54

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 12 9 11 8 8 10
２年生 9 12 9 11 8 8
３年生 1 9 12 9 11 8
４年生 12 1 9 12 9 11
５年生 13 12 1 9 12 9
６年生 11 13 12 1 9 12
合計 58 56 54 50 57 58

森
江
野
小
学
校

大
木
戸
小
学
校

大
枝
小
学
校

五
十
沢
小
学
校

国見町立森江野小学校

国見町立大木戸小学校

国見町梁川町大枝小学校組合立大枝小学校

梁川町立五十沢小学校



伊達７町管内　小学校児童数の推移

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 8 7 12 3 7 8
２年生 10 8 7 12 3 7
３年生 13 10 8 7 12 3
４年生 18 13 10 8 7 12
５年生 9 18 13 10 8 7
６年生 19 9 18 13 10 8
合計 77 65 68 53 47 45

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 10 6 6 2 3 6
２年生 4 10 6 6 2 3
３年生 12 4 10 6 6 2
４年生 6 12 4 10 6 6
５年生 15 6 12 4 10 6
６年生 11 15 6 12 4 10
合計 58 53 44 40 31 33

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 4 3 8 8 9 4
２年生 10 4 3 8 8 9
３年生 8 10 4 3 8 8
４年生 11 8 10 4 3 8
５年生 12 11 8 10 4 3
６年生 11 12 11 8 10 4
合計 56 48 44 41 42 36

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 87 100 78 98 82 68
２年生 99 87 100 78 98 82
３年生 92 99 87 100 78 98
４年生 92 92 99 87 100 78
５年生 100 92 92 99 87 100
６年生 101 100 92 92 99 87
合計 571 570 548 554 544 513

富
野
小
学
校

山
舟
生
小
学
校

白
根
小
学
校

梁
川
小
学
校

梁川町立富野小学校

梁川町立山舟生小学校

梁川町立白根小学校

梁川町立梁川小学校



伊達７町管内　小学校児童数の推移

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 45 34 44 47 31 37
２年生 44 45 34 44 47 31
３年生 51 44 45 34 44 47
４年生 46 51 44 45 34 44
５年生 51 46 51 44 45 34
６年生 52 51 46 51 44 45
合計 289 271 264 265 245 238

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 21 16 18 18 17 16
２年生 24 21 16 18 18 17
３年生 23 24 21 16 18 18
４年生 18 23 24 21 16 18
５年生 30 18 23 24 21 16
６年生 22 30 18 23 24 21
合計 138 132 120 120 114 106

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 29 42 36 42 38 36
２年生 35 29 42 36 42 38
３年生 40 35 29 42 36 42
４年生 35 40 35 29 42 36
５年生 32 35 40 35 29 42
６年生 27 32 35 40 35 29
合計 198 213 217 224 222 223

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 113 132 136 129 147 131
２年生 131 113 132 136 129 147
３年生 112 131 113 132 136 129
４年生 126 112 131 113 132 136
５年生 138 126 112 131 113 132
６年生 132 138 126 112 131 113
合計 752 752 750 753 788 788

堰
本
小
学
校

粟
野
小
学
校

大
田
小
学
校

保
原
小
学
校

梁川町立堰本小学校

梁川町立粟野小学校

保原町立大田小学校

保原町立保原小学校



伊達７町管内　小学校児童数の推移

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 42 44 35 46 44 28
２年生 62 42 44 35 46 44
３年生 42 62 42 44 35 46
４年生 60 42 62 42 44 35
５年生 49 60 42 62 42 44
６年生 69 49 60 42 62 42
合計 324 299 285 271 273 239

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 21 17 18 21 10 13
２年生 21 21 17 18 21 10
３年生 17 21 21 17 18 21
４年生 21 17 21 21 17 18
５年生 26 21 17 21 21 17
６年生 24 26 21 17 21 21
合計 130 123 115 115 108 100

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 15 13 10 12 12 11
２年生 14 15 13 10 12 12
３年生 11 14 15 13 10 12
４年生 15 11 14 15 13 10
５年生 13 15 11 14 15 13
６年生 10 13 15 11 14 15
合計 78 81 78 75 76 73

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 45 50 32 42 34 33
２年生 44 45 50 32 42 34
３年生 45 44 45 50 32 42
４年生 40 45 44 45 50 32
５年生 41 40 45 44 45 50
６年生 45 41 40 45 44 45
合計 260 265 256 258 247 236

上
保
原
小
学
校

柱
沢
小
学
校

富
成
小
学
校

掛
田
小
学
校

保原町立上保原小学校

保原町立柱沢小学校

保原町立富成小学校

霊山町立掛田小学校



伊達７町管内　小学校児童数の推移

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 11 12 9 5 10 6
２年生 8 11 12 9 5 10
３年生 14 8 11 12 9 5
４年生 19 14 8 11 12 9
５年生 12 19 14 8 11 12
６年生 11 12 19 14 8 11
合計 75 76 73 59 55 53

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 7 9 9 12 11 8
２年生 8 7 9 9 12 11
３年生 14 8 7 9 9 12
４年生 12 14 8 7 9 9
５年生 16 12 14 8 7 9
６年生 17 16 12 14 8 7
合計 74 66 59 59 56 56

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 5 6 4 4 3 2
２年生 7 5 6 4 4 3
３年生 5 7 5 6 4 4
４年生 9 5 7 5 6 4
５年生 5 9 5 7 5 6
６年生 8 5 9 5 7 5
合計 39 37 36 31 29 24

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 5 9 9 8 3 5
２年生 12 5 9 9 8 3
３年生 7 12 5 9 9 8
４年生 7 7 12 5 9 9
５年生 12 7 7 12 5 9
６年生 16 12 7 7 12 5
合計 59 52 49 50 46 39

小
国
小
学
校

大
石
小
学
校

泉
原
小
学
校

石
田
小
学
校

霊山町立小国小学校

霊山町立大石小学校

霊山町立泉原小学校

霊山町立石田小学校



伊達７町管内　小学校児童数の推移

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 39 36 26 30 22 23
２年生 40 39 36 26 30 22
３年生 33 40 39 36 26 30
４年生 31 33 40 39 36 26
５年生 34 31 33 40 39 36
６年生 38 34 31 33 40 39
合計 215 213 205 204 193 176

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 4 3 3 4 6 1
２年生 10 4 3 3 4 6
３年生 3 10 4 3 3 4
４年生 3 3 10 4 3 3
５年生 6 3 3 10 4 3
６年生 9 6 3 3 10 4
合計 35 29 26 27 30 21

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 126 115 106 95 116 110
２年生 102 126 115 106 95 116
３年生 123 102 126 115 106 95
４年生 121 123 102 126 115 106
５年生 132 121 123 102 126 115
６年生 130 132 121 123 102 126
合計 734 719 693 667 660 668

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 108 95 103 104 98 91
２年生 101 108 95 103 104 98
３年生 107 101 108 95 103 104
４年生 106 107 101 108 95 103
５年生 106 106 107 101 108 95
６年生 141 106 106 107 101 108
合計 669 623 620 618 609 599

月
舘
小
学
校

小
手
小
学
校

桑
折
町
合
計

伊
達
町
合
計

月舘町立小手小学校

月舘町立月舘小学校



伊達７町管内　小学校児童数の推移

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 91 99 82 76 83 70
２年生 79 91 99 82 76 83
３年生 99 79 91 99 82 76
４年生 94 99 79 91 99 82
５年生 99 94 99 79 91 99
６年生 99 99 94 99 79 91
合計 561 561 544 526 510 501

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 196 190 187 193 163 154
２年生 212 196 190 187 193 163
３年生 209 212 196 190 187 193
４年生 218 209 212 196 190 187
５年生 245 218 209 212 196 190
６年生 249 245 218 209 212 196
合計 1,329 1,270 1,212 1,187 1,141 1,083

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 220 248 235 250 251 219
２年生 263 220 248 235 250 251
３年生 222 263 220 248 235 250
４年生 257 222 263 220 248 235
５年生 258 257 222 263 220 248
６年生 262 258 257 222 263 220
合計 1,482 1,468 1,445 1,438 1,467 1,423

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 73 86 63 71 61 54
２年生 79 73 86 63 71 61
３年生 85 79 73 86 63 71
４年生 87 85 79 73 86 63
５年生 86 87 85 79 73 86
６年生 97 86 87 85 79 73
合計 507 496 473 457 433 408

国
見
町
合
計

梁
川
町
合
計

保
原
町
合
計

霊
山
町
合
計



伊達７町管内　中学校生徒数の推移

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 142 130 132 121 123 102

２年生 134 142 130 132 121 123

３年生 132 134 142 130 132 121

合計 408 406 404 383 376 346

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 111 141 106 106 107 101

２年生 113 111 141 106 106 107

３年生 108 113 111 141 106 106

合計 332 365 358 353 319 314

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 91 99 99 94 99 79

２年生 108 91 99 99 94 99

３年生 109 108 91 99 99 94

合計 308 298 289 292 292 272

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 203 249 245 218 209 212

２年生 226 203 249 245 218 209

３年生 198 226 203 249 245 218

合計 627 678 697 712 672 639

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 106 103 88 96 70 97

２年生 97 106 103 88 96 70

３年生 109 97 106 103 88 96

合計 312 306 297 287 254 263

桑折町立醸芳中学校

伊達町立伊達中学校

国見町立県北中学校

梁川町立梁川中学校

保原町立松陽中学校

醸
芳
中
学
校

伊
達
中
学
校

県
北
中
学
校

梁
川
中
学
校

松
陽
中
学
校



伊達７町管内　中学校生徒数の推移

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 145 159 170 161 152 166

２年生 170 145 159 170 161 152

３年生 154 170 145 159 170 161

合計 469 474 474 490 483 479

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 87 97 86 87 85 79

２年生 113 87 97 86 87 85

３年生 97 113 87 97 86 87

合計 297 297 270 270 258 251

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 54 47 40 34 36 50

２年生 36 54 47 40 34 36

３年生 47 36 54 47 40 34

合計 137 137 141 121 110 120

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 939 1,025 966 917 881 886

２年生 997 939 1,025 966 917 881

３年生 954 997 939 1,025 966 917

合計 2,890 2,961 2,930 2,908 2,764 2,684

保原町立桃陵中学校

霊山町立霊山中学校

月舘町立月舘中学校

伊
達
７
町
合
計

桃
陵
中
学
校

霊
山
中
学
校

月
舘
中
学
校



伊達７町管内　小学校児童数の推移

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 43 39 29 34 28 24
２年生 50 43 39 29 34 28
３年生 36 50 43 39 29 34
４年生 34 36 50 43 39 29
５年生 40 34 36 50 43 39
６年生 47 40 34 36 50 43
合計 250 242 231 231 223 197

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１年生 857 872 805 823 800 722
２年生 886 857 872 805 823 800
３年生 881 886 857 872 805 823
４年生 917 881 886 857 872 805
５年生 966 917 881 886 857 872
６年生 1,025 966 917 881 886 857
合計 5,532 5,379 5,218 5,124 5,043 4,879

伊
達
７
町
合
計

月
舘
町
合
計



協議第３３号 
 

   下水道事業について 

 
 下水道事業について、次のとおり提案する。 
 
   平成１６年６月３日提出 
 
 
                    伊達７町合併協議会 
                     会 長  池 田 善 治 
 
協定項目２４―２５ 下水道事業 

１．下水道事業計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後、新市

全体の下水道事業計画を策定する。 
２．公共下水道事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 
（１）受益者負担金の額、納期及び報奨金については、現行のとおり新市に引

き継ぎ、減免、猶予については、合併時に調整する。 
（２）下水道使用料及び徴収については、伊達町の例による。ただし、公衆浴

場については保原町の例によるが、基本使用料は１，２５０円とする。 
（３）排水設備利子補給制度については、梁川町の例によるが、貸付額の範囲

及び償還方法については、伊達町の例による。 
（４）生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金については、梁川町の例に

よる。 
３．農業集落排水事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 
 
 



協定項目

調整の方針

協議項目

種別 種別 種別 種別 種別

処理区名 処理区名 処理区名 処理区名 処理区名

当初認可年月日 当初認可年月日 当初認可年月日 当初認可年月日 当初認可年月日

最終認可年月日 最終認可年月日 最終認可年月日 最終認可年月日 最終認可年月日

事業期間 事業期間 事業期間 事業期間 事業期間

排除方式 排除方式 排除方式 排除方式 排除方式

処理場 処理場 処理場 処理場 処理場

〔全体計画〕 〔全体計画〕 〔全体計画〕 〔全体計画〕 〔全体計画〕

計画処理面積 332.9 ｈａ 計画処理面積 362.8 ｈａ 計画処理面積 251.1 ｈａ 計画処理面積 392.0 ｈａ 計画処理面積 491.0 ｈａ

計画処理人口 8,580 人 計画処理人口 11,000 人 計画処理人口 7,600 人 計画処理人口 11,000 人 計画処理人口 16,000 人

計画汚水量 6,010 ㎥／日 計画汚水量 6,660 ㎥／日 計画汚水量 4,320 ㎥／日 計画汚水量 7,160 ㎥／日 計画汚水量 10,610 ㎥／日

9,570 ㎥／日 10,230 ㎥／日 6,460 ㎥／日 11,180 ㎥／日 16,660 ㎥／日

〔認可計画〕 〔認可計画〕 〔認可計画〕 〔認可計画〕 〔認可計画〕

計画処理面積 132.4 ｈａ 計画処理面積 103 ｈａ 計画処理面積 163.1 ｈａ 計画処理面積 224.2 ｈａ 計画処理面積 171.0 ｈａ

計画処理人口 4,930 人 計画処理人口 4,350 人 計画処理人口 4,990 人 計画処理人口 8,180 人 計画処理人口 6,170 人

計画汚水量 2,560 ㎥／日 計画汚水量 2,170 ㎥／日 計画汚水量 2,830 ㎥／日 計画汚水量 4,120 ㎥／日 計画汚水量 4,520 ㎥／日

3,830 ㎥／日 3,210 ㎥／日 4,340 ㎥／日 6,120 ㎥／日 7,430 ㎥／日

〔総事業費〕 〔総事業費〕 〔総事業費〕 〔総事業費〕 〔総事業費〕

4,326 百万円 3,084 百万円 3,457 百万円 6,427 百万円 4,479 百万円

整備面積 92.3 ha 整備面積 77.7 ha 整備面積 110.1 ha 整備面積 148 ha 整備面積 94 ha

認可整備率 69.7 ％(15年度末） 認可整備率 75.4 ％(15年度末） 認可整備率 67.5 ％(15年度末） 認可整備率 66 ％(15年度末） 認可整備率 55 ％(15年度末）

全体計画整備率 27.7 ％(15年度末） 全体計画整備率 21.4 ％(15年度末） 全体計画整備率 43.8 ％(15年度末） 全体計画整備率 37.8 ％(15年度末） 全体計画整備率 19.1 ％(15年度末）

下水道普及率 23.1 ％(15年度末） 下水道普及率 31.1 ％(15年度末） 下水道普及率 36.7 ％(15年度末） 下水道普及率 26.5 ％(15年度末） 下水道普及率 16.1 ％(15年度末）

〔供用開始年月日〕

平成8年4月1日 平成8年4月1日 平成8年4月1日 平成8年4月1日 平成8年4月1日

〔供用開始年月日〕 〔供用開始年月日〕 〔供用開始年月日〕 〔供用開始年月日〕

（時間最大）

事業認可・汚水計画 事業認可・汚水計画 事業認可・汚水計画 事業認可・汚水計画 事業認可・汚水計画

（時間最大） （時間最大） （時間最大） （時間最大）

（時間最大）

（日最大） （日最大） （日最大） （日最大） （日最大）

（時間最大） （時間最大） （時間最大） （時間最大）

県北浄化センター

（日最大） （日最大） （日最大） （日最大） （日最大）

県北浄化センター 県北浄化センター 県北浄化センター 県北浄化センター

～平成21年3月31日

分流方式 分流方式 分流方式 分流方式 分流方式

～平成21年3月31日 ～平成21年3月31日 ～平成21年3月31日 ～平成21年3月31日

平成15年6月13日

昭和63年9月27日 昭和63年8月16日 昭和63年9月27日 平成2年3月23日 平成2年3月23日

平成15年1月31日 平成15年3月7日 平成15年5月23日 平成14年10月22日

県北処理区

昭和63年7月28日 昭和63年7月28日 昭和63年7月28日 平成2年3月14日 平成2年3月23日

県北処理区 県北処理区 県北処理区 県北処理区

公共下水道 公共下水道 公共下水道 公共下水道 公共下水道 　該当事業なし 　該当事業なし

保原町 霊山町 月舘町

公共下水道事業
　〇公共下水道事業 　〇公共下水道事業 　〇公共下水道事業 　〇公共下水道事業 　〇公共下水道事業

桑折町 伊達町 国見町 梁川町

関係項目

  ・下水道事業計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後、新市全体の下水道事業計画を策定する。
　・公共下水道事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

　下水道事業計画、公共下水道事業　下水道事業

　○あり
下水道事業計画

　○あり

（全県域下水道化構想）

　○あり 　○あり

（全県域下水道化構想） （全県域下水道化構想） （全県域下水道化構想） （全県域下水道化構想） （全県域下水道化構想） （全県域下水道化構想）

○あり 　○あり 　○あり



協定項目

調整の方針

協議項目

　該当事業なし 　該当事業なし

　該当事業なし 　該当事業なし

   １０㎥まで 1,300円    １０㎥まで 1,250円    １０㎥まで 1,250円    １０㎥まで 1,300円    １０㎥まで 1,220円

150円 150円 150円 150円 150円

170円 170円 180円 180円 180円

200円 210円 230円 230円 250円

240円 260円

1,220円

   40円

　　徴収方法は、保原町給水条例に規定
する水道料金の徴収の例による。

　　徴収方法は、桑折町給水条例に規定
する水道料金の徴収の例による。

　　徴収方法は、伊達町水道条例に規定
する水道料金の徴収の例による。

　　徴収方法は、国見町水道条例に規定
する水道料金の徴収の例による。

　　徴収方法は、梁川町水道条例に規定
する水道料金の徴収の例による。

  ロ．超過使用料（1㎥あたﾘ）

   １０㎥を超えるもの

（２）使用料の徴収（２）使用料の徴収 （２）使用料の徴収 （２）使用料の徴収 （２）使用料の徴収

        61㎥～       10１㎥～

41㎥～60㎥ 51㎥～100㎥   　    51㎥～ 　　　　51㎥～

21㎥～40㎥ 31㎥～50㎥ 21㎥～50㎥ 31㎥～50㎥

11㎥～30㎥ 11㎥～20㎥ 11㎥～30㎥ 11㎥～20㎥

　イ．申し出により一括納付可

　第１期納期に全額納付の場合第２期から
第２０期までの合計額の１０％を一括納付
報奨金として交付

（４）負担金の猶予　　有り （４）負担金の猶予　　有り

　第１期納期に全額納付の場合第２期か
ら第２０期までの合計額の１０％を一括納
付報奨金として交付

（３）負担金の減免　　有り

　イ．申し出により一括納付可　イ．申し出により一括納付可

　第１期納期に全額納付の場合第２期か
ら第２０期までの合計額の１０％を一括納
付報奨金として交付

（３）負担金の減免　　有り

（１）使用料の算定

毎使用月に使用した
　　（基本＋超過）×消費税率

毎使用月に使用した
　　（基本＋超過）×消費税率

　　　　51㎥～

　イ．超過使用料（1㎥あたﾘ）

毎使用月に使用した
　　（基本＋超過）×消費税率

　ア．基本使用料

　イ．超過使用料（1㎥あたﾘ）

　ア．基本使用料

　イ．超過使用料（1㎥あたﾘ）

　◎公衆浴場

　イ．基本使用料

下水道受益者
負担金

（４）負担金の猶予　　有り （４）負担金の猶予　　有り

（１）負担金の額

　　土地の面積１㎡当り　　４５０円

下水道使用料
毎使用月に使用した

　　（基本＋超過）×消費税率

　ア．基本使用料

１０㎥まで

毎使用月に使用した
　　（基本＋超過）×消費税率

（１）使用料の算定 （１）使用料の算定 （１）使用料の算定 （１）使用料の算定

11㎥～20㎥

21㎥～50㎥

　下水道事業 　下水道受益者負担金・下水道使用料

（２）納期及び報奨金

関係項目

　・受益者負担金の額、納期及び報奨金については、現行のとおり新市に引き継ぎ、減免、猶予については、合併時に調整する。
　・下水道使用料及び徴収については、伊達町の例による。ただし、公衆浴場については保原町の例によるが、基本使用料は１，２５０円とする。

（１）負担金の額 （１）負担金の額 （１）負担金の額

霊山町 月舘町保原町国見町

第４期　１２月１日～１２月２５日

　ア．１年４期で５年間。計２０回の分割納
付

　ア．１年４期で５年間。計２０回の分割納
付

第３期　１０月１日～１０月３１日 第３期　１０月１日～１０月３１日

第１期　　６月１日～　６月３０日 第１期　　６月１日～　６月３０日

　ア．１年４期で５年間。計２０回の分割納
付

梁川町伊達町桑折町

第４期　１２月１日～１２月２５日

第１期　　６月１日～　６月３０日

第３期　１０月１日～１０月３１日

（２）納期及び報奨金

第４期　１２月１日～１２月２５日

　　土地の面積１㎡当り　　４５０円

（２）納期及び報奨金

第２期　　８月１日～　８月３１日

第３期　１０月１日～１０月３１日

第４期　１２月１日～１２月２５日

　　土地の面積１㎡当り　　４５０円

（２）納期及び報奨金

　ア．１年４期で５年間。計２０回の分割納
付

　　土地の面積１㎡当り　　４５０円

（１）負担金の額

　　土地の面積１㎡当り　　４５０円

（２）納期及び報奨金

　ア．１年４期で５年間。計２０回の分割納
付

　イ．申し出により一括納付可

第２期　　８月１日～　８月３１日 第２期　　８月１日～　８月３１日

　第１期納期に全額納付の場合第２期か
ら第２０期までの合計額の１０％を一括納
付報償金として交付

　イ．申し出により一括納付可

　第１期納期に全額納付の場合第２期か
ら第２０期までの合計額の１０％を一括納
付報奨金として交付

　ア．基本使用料

　イ．超過使用料（1㎥あたﾘ）

　ア．基本使用料

　イ．超過使用料（1㎥あたﾘ）

（４）負担金の猶予　　有り

（３）負担金の減免　　有り

第１期　　６月１日～　６月３０日

第２期　　８月１日～　８月３１日

第３期　１０月１日～１０月３１日

第４期　１２月１日～１２月２５日

第１期　　６月１日～　６月３０日

第２期　　８月１日～　８月３１日

（３）負担金の減免　　有り（３）負担金の減免　　有り



協定項目

調整の方針

協議項目

　該当事業なし 　該当事業なし

ア．対象工事

イ．借入資格

ウ．限度額 ウ．限度額

エ．利子の回数 エ．利子の回数 エ．利子の回数 エ．斡旋件数

　　なし 　　なし 　　なし

オ．償還方法 オ．償還方法 オ．償還方法 オ．償還方法

カ．貸付利子 カ．貸付利子 カ．貸付利子 カ．利子補給 カ．利子補給

　該当事業なし 　該当事業なし 　該当事業なし 該当事業なし 該当事業なし

　ア．対象工事 　ア．対象工事

　イ．対象者 　イ．対象者

　　無利子とする

　エ．事業の実施方法

　　・町が生活扶助世帯に代行して、工事を発
　　　注し、工事完了したときは、町が施工者に
　　　設置費用を支払う

　ウ．補助金の限度額

　　　　３００，０００円

　　・下水道処理区域内に自己所有の住宅を所
　　　持し、くみ取り便所を設けている生活扶助
　　　世帯

（２）生活扶助世帯に対する水洗便所設置費
　　　補助金

排水設備助成

　　・くみ取り便所を水洗便所に改造する工事及
　　　びこれに付随する排水設備工事

処理区域内の工事及び改造工事

　①　供用開始後３年以内に行うくみ取
　　　り便所から水洗便所に改造する工事

　②　供用開始後１年以内に行う既存し尿
　　浄化槽からの切替工事

イ．対象者

　②　集合住宅改造工事１件につき２０万
　　円以上１００万円以下の範囲

エ．利子補給回数

　　貸付金の利子を全額補給

　②　集合住宅改造は１００万円とする

　　建築物の所有者又は占有者について１
　世帯１件集合住宅は町長が認めた件数

　　貸付利率に相当する金額の利子を補給

　③　確実な連帯保証人を有するもの

　①　改造工事１件につき５０万円以内

　　毎月元金均等払い

　　３６ヶ月以内

　　毎月元金均等払い

　　３６ヶ月以内

　　建築物の所有者又は占有者について１
　世帯１回

ア.対象工事

　③　町内に居住し、かつ、前号の要件を
　　満たす第三者の連帯保証人１人以上を
　　有すること

　①　改造工事１件につき２０万円以上
　　５０万円以下の範囲

イ．対象者

　①　処理区域内における建築物の所有者
　　又は当該建築物所有者の同意を得た占
　　有者であること。

　②　町税、下水道事業受益者負担金及び
　　下水道使用料に滞納がないこと。

ア.対象工事の実施期限及び範囲

　①　処理区域内において３年以内に行う
　　工事

　②　前項の工事と一体に整備する便所の
　　汚水以外の下水を排除する排水設備工事

保原町

　・排水設備利子補給制度については、梁川町の例によるが、貸付額の範囲及び償還方法については、伊達町の例による。
　・生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金については、梁川町の例による。

（１）排水設備等整備資金利子補給 （１）水洗便所改造資金利子補給

霊山町国見町 月舘町

（１）水洗便所改造資融資斡旋

　　無利子とする

　　３６カ月以内

　　　無利子とする

　　毎月元金均等払い

　　６０ヶ月以内

　①　改造工事一世帯につき２０万円以上
　　５０万円以下の範囲

　①　改造工事一世帯につき２０万円以上
　　５０万円以下の範囲

　①　一整備工事１回に限り２０万円以上
　　１００万円以下の範囲

　　毎月元金均等払い

　②　集合住宅においては、一整備工事１
　　回に限り２０万円以上２００万円以下
　　の範囲

　②　集合住宅等においては町長が特に認
　　めた場合を除き１００万円以下とする

オ．償還方法

　　３６ヶ月以内

　　毎月元金均等払い

　②　集合住宅等においては１００万円以
　　下の範囲

ウ．貸付額の範囲

　①　処理区域内における建築物の所有者
　　又は当該建築物所有者の同意を得た占
　　有者であること。

　③　連帯保証人１人以上を有すること

ウ．貸付額の範囲

　①　処理区域内における建築物の所有者
　　又は当該建築物所有者の同意を得た占
　　有者であること。

　②　町税、下水道事業受益者負担金及び
　　下水道使用料に滞納がないこと

　③　連帯保証人１人以上を有すること

イ．対象者

　②　町税、下水道事業受益者負担金及び
　　下水道使用料に滞納がないこと

　下水道事業

桑折町

　　居住用に供さない建物にかかる整備工
　　事は対象外

　①　供用開始後６月以内に行う既存し尿
　　浄化槽からの切替工事

　②　供用開始後３年以内に行うくみ取
　　　り便所から水洗便所に改造する工事

　　居住用に供さない建物にかかる改造工
　　事は対象外

　排水設備助成関係項目

ア．対象工事 ア．対象工事

梁川町

（１）排水設備等整備資金利子補給

伊達町

　　・町が生活扶助世帯に代行して、工事を発
　　　注し、当該工事が完了したときは、当該工
　　　事を行った者に、その設置に要した費用を
　　　支払う

　ウ．補助金の限度額

　エ．事業の実施方法

　　・くみ取り便所を水洗便所に改造する工事及
　　　びこれに付随する排水設備工事

　　・下水道処理区域内に自己所有の住宅を所
　　　持し、くみ取り便所を設けている生活扶助
　　　世帯

　　　　規定なし

（２）生活扶助世帯に対する水洗便所設置費
　　　補助金

　①　供用開始後６月以内に行う既存し尿
　　浄化槽からの切替工事

　①　国見町下水道条例第５条に規定する
　　排水設備などの計画の確認を受けた者

ウ．貸付額の範囲

　②　町税、下水道事業受益者負担金を滞
　　納していないこと。

イ．対象者

　①　処理区域内における建築物の所有者
　　又は改造工事については当該建築物所
　　有者の同意を得た占有者。

　②　供用開始後３年以内に行うくみ取
　　　り便所から水洗便所に改造する工事

　②　供用開始後３年以内に行うくみ取
　　　り便所から水洗便所に改造する工事

　①　供用開始後１年以内に行う既存し尿
　　浄化槽からの切替工事

（１）排水設備等の整備資金にかかる
    利子補給



協定項目

調整の方針

協議項目

該当事業なし 該当事業なし 該当事業なし 　ア．事業名 　該当事業なし 　該当事業なし 　該当事業なし

　イ．処理施設

計画人口 ４５０人

処理能力

管路施設

計画人口 ２５０人

処理能力

管路施設

計画人口 ９９０人

処理能力

管路施設

　ウ．加入金

　エ．使用料

　・基本料

一般世帯

　　　～１０人

　１０～２９人

　３０～４９人

　５０～

　・人員割料

　・農業集落排水事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

桑折町 伊達町 国見町 月舘町梁川町

　・粟野地区農業集落排水処理事業

 〇農業集落排水事業

保原町 霊山町

　・向川原処理分区

１６２㎥／日

Ｌ＝３，７７１ｍ

９０㎥／日

２，０００円

Ｌ＝１，９４３ｍ

　・向川原処理分区

３５７㎥／日

Ｌ＝８，８７７ｍ

　　　事業所等（算定人口）

　　１人当り　　４２０円

２，０００円

３，０００円

４，０００円

５，０００円

２６２，５００円

　　排水設備新設申請時に納入

　　基本料と人員割合により算定

農業集落
排水事業

　・沼端処理分区

　農業集落排水事業　下水道事業 関係項目



協定項目２４－２５下水道事業 参考資料 関係法令 
 
〇下水道法（昭和３３年４月２４日法律第７９号） 抜粋 
 （この法律の目的） 
第１条 この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域

下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もって

都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資する

ことを目的とする。 
 （管理） 
第３条 公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、都道府県は、二以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみ

では設置することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協議して、当該

公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。この場合において、

関係市町村が協議に応じようとするときは、あらかじめその議会の議決を経なければならな

い。 
 （事業計画の認可） 
第４条 前条の規定により公共下水道を管理する者（以下「公共下水道管理者」という。）は、

公共下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画

を定め、国土交通大臣（政令で定める事業計画にあっては、都道府県知事。第６条において

同じ。）の認可を受けなければならない。認可を受けた事業計画の変更（政令で定める軽微な

変更を除く。）をしようとするときも、同様とする。 
 （水洗便所への改造義務等） 
第１１条の３ 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該

処理区域についての第９条第２項において準用する同条第１項の規定により公示された下水

の処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所（汚水管が公共下水道に連結さ

れたものに限る。以下同じ。）に改造しなければならない。 
２ 建築基準法第３１条第１項の規定に違反している便所が設けられている建築物の所有者に

ついては、前項の規定は、適用しない。 
３ 公共下水道管理者は、第１項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該

くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く

除却され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金調達が困

難な事情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由

があると認められる場合は、この限りでない。 
４ 第１項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様

とする。 
５ 市町村は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそ

のあっせん、その改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の

仲介その他の援助に努めるものとする。 



６ 国は、市町村が前項の資金の融通を行う場合には、これに必要な資金の融通又はそのあっ

せんに努めるものとする。 
 （使用料） 
第２０条 公共下水道管理者は、条例で定めるところにより、公共下水道を使用する者から使

用料を徴収することができる。 
２ 使用料は、次の原則によって定めなければならない。 
（１）下水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。 
（２）能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること。 
（３）定率又は定額をもって明確に定められていること。 
（４）特定の使用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 
３ 公害防止事業費事業者負担法（昭和４５年法律第１３３号）の規定に基づく事業者がその

設置の費用の一部を負担した公共下水道について当該事業者及びその他の事業者から徴収す

る使用料は、政令で定める基準に従い、当該事業者が同法の規定に基づいてした費用の負担

を勘案して定めなければならない。 

 
〇地方自治法（昭和２２年４月１７日法律第６７号） 抜粋 
 （分担金） 
第２２４条 普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体

の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利

益を受ける者から、その利益の限度において、分担金を徴収することができる。 
 



協定項目２４－２５ 下水道事業参考資料 先進事例 
 
 
〇南アルプス市（平成１５年４月１日新設） 
１．公共下水道の取扱い 
 基本的には現状のまま新市に引き継ぎ、使用料や助成制度などはできるだけ統一し、住民の負
担とならないよう可能な限り調整する。 
２．農業集落排水事業の取扱い 
 芦安村だけで実施している本事業については、現状のまま新市に引き継ぐ。 
３．合併処理浄化槽の取扱い 
 現状のまま新市に引き継ぐ。 
４．使用料及び手数料の取扱い 
 公共下水道料金については、県の指導基準を基に統一する。 
５．補助金の取扱い 
 (1) 水洗便所設置費補助金制度については、全市を対象とし若草町の例による。 
 (2) 水洗便所等改造資金融資斡旋制度については、白根町及び櫛形町の例に合わせるが、この制
度に若草町で実施している宅内排水設備等の改造工事資金の利子補給も加える。 

 (3) 排水設備設置費補助金制度については、全市を対象とし白根町及び櫛形町の例による。 
 (4) 生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金については、全市を対象とし甲西町の例によ
る。 

 (5) その他については、現状のまま新市に移行し必要に応じて調整する。 
 
 
 
〇登米市（平成１７年３月２２日新設予定） 
１．公共下水道・農業集落排水・合併処理浄化槽の各事業については、整備計画に基づき計画的
に実施する。 

２．公共下水道・農業集落排水・合併処理浄化槽の各会計については、合併時から特別会計とす
る。 

３．受益者負担金（分担金）について 
 (1) 公共下水道事業受益者負担金（分担金）の算出方法については、合併前までに賦課決定され
たものは現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後は統一して賦課決定するものとする。 

 (2) 農業集落排水事業受益者分担金の算出方法については、合併前までに実施している地区は現
行のとおり新市に引き継ぎ、合併後に新規採択する地区は統一するものとする。 

 (3) 合併処理浄化槽に係る受益者分担金の算出方法については、合併前までに設置したものは現
行のとおり新市に引き継ぎ、合併後に設置したものは統一するものとする。 

 (4) 納期・減免の内容については、合併時に統一する。 
 (5) 負担金・分担金前納報奨金については、合併時に統一する。 
４．使用料について 
 (1) 公共下水道・農業集落排水・合併処理浄化槽の各事業の使用料については、合併時に統一し、
迫川広域公共下水道組合の料金体系に合わせる。 

 (2) 督促手数料については、合併時に統一する。 
５．工事指定店について 
 (1) 工事指定店については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 
 (2) 排水設備工事登録手数料については、合併時に統一する。 
６．水洗便所等改造資金斡旋制度については、合併時に統一する。 
７．私道内下水道設置制度については、合併時に迫川広域公共下水道組合の内容に統一する。 
８．補助金については、合併時に廃止し、新たな集会施設環境改善事業費補助金・宅内排水設備
補助金を制定する。 

９．運営協議会については、新市において設置するものとする。 
 



協議第３４号 
 

   環境対策事業について 

 
 環境対策事業について、次のとおり提案する。 
 
   平成１６年６月３日提出 
 
 
                    伊達７町合併協議会 
                     会 長  池 田 善 治 
 

協定項目２４―１８ 環境対策事業 

(1) 環境審議会及び環境衛生組織等については、条例等及び業務内容を整理し、

合併時に再編する。 

(2) 廃棄物処理計画及び生活排水処理基本計画については、現行のとおり新市

に引き継ぎ、合併後新市計画を策定する。 

(3) ごみ収集・運搬体制については、地域の事情を考慮し、当分の間現行の 

とおりとし、新市において調整する。ごみ収集所設置補助については、新市

において調整する。 

(4) 廃棄物資源化・減量化対策事業助成金等については、合併時に統一する。 

(5) 一般廃棄物収集運搬処理業申請・許可については、合併時に統一する。 

(6) 生ごみ処理機購入費補助については、合併時に制度を統一する。 

(7) 環境美化に関する条例等については、現行の条例等をもとに合併後新市に

おいて制定する。害虫駆除剤配布及び噴霧器消毒については、合併時に調整

する。 

(8) 合併処理浄化槽設置整備事業補助については、合併時に制度を統一する。 

(9) 火葬場については、現施設を新市に引き継ぎ、運営方法は当分の間現行の

とおりとし、新市において調整する。ただし、使用料については合併時に 

統一する。公営墓地については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

 

 



名称

概要

時期

委員

報酬
(参考)

概要

委員

報酬
(参考)

補助
金等

概要

任務

組織等

概要

監視員

協定
関係

関 連 項 目環境対策事業 環境審議会（公害対策審議会）、保健環境委員会、ごみ減量等推進委員会、不法投棄ごみ防止

環境審議会及び環境衛生組織等については、条例等及び業務内容を整理し、合併時に再編する。

国見町生活環境推進員協議会
【目的】
　各町内会での地域環境の整備・保全に必要
な事業活動を行う。
【概要】
　各町内会長より推薦された１名を町長が委
嘱した構成員数６５名で構成。
　平成１１年４月１日、従前の保健委員会と
ごみ減量化推進員会が合併した。

伊達町保健委員会
【目的】
　公衆衛生の向上に寄与し、健康な住みよい
環境をつくることを目的とする。
【委員の構成】
　町内会長及び衛生組合長、３３地区
【役員】
　委員長１名、副委員長２名、理事６名、幹
事２名
【会議】
　総会年１回、役員会及び研修会
【役員の任期】
　２年

桑折町保健委員会
【目的】
　公衆衛生行政に積極的に協力し、自主的な
活動を行うことにより公衆衛生の向上に寄与
する。
【役員】
　・委員長１名、副委員長１名、
　　常任委員９名、監事２名
【会議】
　・定例総会　毎年５月に開催
　・役員会　　随時開催
【役員の任期】
　任期は２年とする。

該当なし 月舘町保健環境委員会
【概要】
　町民の健康保持と環境保全を図るため、組
長が保健環境委員を兼務。廃棄物行政及び生
活排水対策並びに公害関係について、健康的
で文化的な町づくりのため連絡協調を図る。

【事業の内容】
　ごみ減量化事業推進のため、各戸に対し、
生ごみ処理機・生ごみ処理容器等の斡旋チラ
シを配付。

梁川町保健環境委員会
【目的】
　住民の衛生思想の普及向上を図り、組織的
公衆衛生活動により地域住民の健康を守り福
祉を増進し、明るく住みよい町づくりを推進
する。
【任期】
　任期２年。ただし再任は妨げない。
【役員】
　委員長１名、副委員長１名、監事２名、幹
事４名
【経費】
　委託料、補助金及びその他の収入をもって
充てる。

該当なし

該当なし 該当なし 保健環境委員会奨励費
　３９組　３８５，０００円

年　６００，０００円
昆虫駆除散布委託料
　平等割　１，０００円
　均等割　　　２００円

活動費として４０，０００円
コンポストあっせん費用（コンポスト購入費
の１／２）
衛生組合補助金　年額　７００，０００円

活動補助金　９５，０００円
先進地視察研修委託料
　１９０，０００円

【梁川町廃棄物資源化、減量化対策事業補助金交
付要綱】
　保健環境委員会には、町から環境美化運動、廃
棄物資源化ごみ減量化等に対する委託料として、
１，１００，０００円を助成している。
（平成１４年度）

該当なし 該当なし 該当なし該当なし 年額　１人当り　６，５００円 年額　１人当り　１７，０００円 該当なし

１０人以内（公害防止に関し学識経験のある
者から町長が任命する。）

１０人以内（学識経験者、町議会議員、関係
団体の代表者、その他町長が必要と認める
者）任期２年

委員数は１０人以内。（識見を有する者・関
係行政機関の役職員・その他町長が必要と認
めた者）

日額　７，２００円 日額　６，５００円
日額　委員長　７，０００円
　　　委　員　６，４００円

不定期

　町長の諮問に応じ公害対策に関する基本的
事項、事業者からの公害防止処理計画等に対
する審議、意見または特に重要と認める公害
に係る苦情の処理に関する事項の調査審議を
行う。

該当なし

日額　６，５００円 日額　６，５００円 年額　１７，０００円 該当なし

１０人以内
　・学識経験を有するもの
　・行政機関の職員

１２名以内（学識経験を有する者、行政機関
の職員、その他町長が指名した特別委員）

不定期

　環境基本法第４４条の規定に基づき、月舘
町公害対策審議会を設置、委員を任命（任期
２年）し、町長の諮問に応じ、環境保全に関
する基本的事項を調整、審議する。

不定期

霊山町 月舘町

霊山町公害対策審議会 月舘町公害対策審議会

該当なし

保原町

該当なし 保原町公害対策審議会

該当なし 　環境基本法第２条第３号に規定する公害防
止に関する債務を明らかにする基本となる施
策を調整、審議する。

梁川町桑折町

伊達町公害対策審議会

伊達町 国見町

国見町生活環境推進員協議会桑折町公害対策審議会

　町長の諮問に応じ、公害に関する基本事項
事業者からの公害防止処理計画等に対する審
議、意見又は特に重要と認める公害に関する
苦情の処理に関する事項の調査審議を行う。

不定期

６４人（町内会長５４人＋１０人）

該当なし 「国見町生活環境推進員」の職務として、ご
みの分別収集・減量化推進に関する事項があ
る。内容は以下のとおり。

　審議会委員を任命し（任期２年）、町長の
諮問に応じ、公害に関する基本事項及び苦情
に対する事項を調査審議する。

不定期

　諮問機関ではないが、「国見町生活環境推
進員」の職務として公害対策及び環境保全に
関する事項があり、環境に関する事項調査等
の任務を行う。

不定期

６５人（各町内会から１人）

該当なし

該当なし

※国見町生活環境推進員設置要綱より（抜
粋）

・ごみの減量化、資源化の推進および分別
　収集（排出）に関すること。
・ごみステ－ションの管理に関すること。
・環境衛生思想の啓蒙普及に関すること。

国見町生活環境推進員協議会が兼務

該当なし 該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

町内10名のごみ減量等推進委員で組織され、
ごみの減量、資源の再利用、分別処理等につ
いて審議、提言する。

該当なし

【目的】
　排出物の抑制、ごみの減量化、再生利用化
促進に関する審議提言をし町の施策に協力す
る。

　推進委員の任期は２年とし年２回程度の会
議を開催する。ごみ減量化、再生利用促進に
向け審議され町の施策に生かされている。

該当なし

該当なし

【目的】
　ごみの不法投棄の早期発見と未然防止
　県、町、警察及び町内会が緊密に連携して
不法投棄の未然防止並びに適正に対処し、環
境美化及び資源の有効活用を促進し、地域の
安全と良好な生活環境を保全することを目的
とする。
【事業概要】
①職員によるパトロールを随時実施。
②県、警察との通報連絡体制組織化。
③不法投棄者が不明な場合は、町で撤去等を
行っている（年１回）
④不法投棄場所には町内会長と警察で協議し
禁止看板を設置。

【目的】
　ごみの不法投棄の早期発見と未然防止を目的
　住民等及び事業者が相互に協力し、ごみの投げ
捨て及び放置の禁止並びに適正な処置、管理を図
ることにより、環境美化及び資源の有効活用を促
進し、もって快適な生活環境に資することを目的
とする
　住民の通報等により現場を確認しケースにより
適正に対処する。
【活動内容】
　職員によるパトロールを定期的（月２回程度）
に実施している。不法投棄を発見した場合は県
（産業廃棄物）、警察に連絡し現場検証を行い必
要な措置を執っている。
　不法投棄者が不明の場合は町で撤去等を行って
いる。
　通常は職員が実施しているが、大がかりな時は
業者に委託する。費用は町負担。

【目的】
　町内におけるごみの不法投棄の早期発見と
未然防止のため、ごみのポイ捨て防止、不法
投棄未然防止など町民の主体的なボランティ
ア活動と合わせて、不法投棄監視員の設置、
町内金融機関との協定、町内一円のパトロー
ル等により不法投棄廃棄物の早期発見と適正
処理に努める。
　不法投棄者が不明の場合は、町で撤去して
いる。撤去にかかる費用は町負担。

月舘町廃棄物不法投棄監視員
　６名
　年間勤務日数
　任期２年
【経費】
　監視員報償６名分　230,400円

該当なし 該当なし

該当なし 郵便局との協定

該当なし

【目的】
　ごみの不法投棄の早期発見と未然防止
　住民等及び事業者が相互に協力し、ごみの投げ
捨て及び放置の禁止並びに適正な処置、管理を図
ることにより、環境美化及び資源の有効活用を促
進し、もって快適な生活環境に資することを目的
とする。
【活動内容】
　生活環境推進員等の通報等により現場を確認し
ケースにより適正に対処する。
　不法投棄を発見した場合は、県（産業廃棄物の
場合）・桑折警察署に連絡し、現場検証を行い必
要な措置を取っている。
　ボランティアによる不法投棄ごみ撤去作業を年
１回行っている。
　町が撤去作業の支援を行っている。
　不法投棄が多い場所についてはごみ捨て禁止看
板を設置。

【目的】
　ごみの不法投棄の未然防止
　住民等及び事業者が相互に協力し、ごみの投げ
捨て及び放置の禁止並びに適正な処置、管理を図
ることにより、環境美化及び資源の有効活用を促
進し、もって快適な生活環境に資することを目的
とする。
　住民の通報等により現場を確認しケースにより
適正に対処する。
【活動内容】
　職員によるパトロールを随時実施。
　不法投棄を発見した場合は、県（産業廃棄物の
場合）・警察に連絡し、現場検証を行い必要な措
置を取っている。
　不法投棄者が不明な場合は町で撤去等を行って
いる。撤去にかかる費用は町負担。
　不法投棄が多い場所については区長の要望が
あった場合ごみ捨て禁止看板を設置。

梁川町廃棄物不法投棄監視員
【目的】
　廃棄物の不法投棄を未然に防止することによ
り、生活環境の保全及びこう私有衛生の向上を図
る。
　町内８地区から１人づつ廃棄物不法投棄監視員
を委嘱し、各地区において特に不法投棄されやす
い場所を巡回しながら不法投棄の発見、防止、指
導勧告、その他町が行う不法投棄物の撤去作業へ
の協力。
【活動内容等】
　不法投棄が行われやすいと認める箇所に、防止
のための立看板を設置。
　不法投棄の未然防止及び早期発見のため定期的
な巡回を行う。年６回程度
　不法投棄に関する通報及びその防止。不法投棄
者に対する指導勧告等。

国見町生活環境推進員 梁川町廃棄物不法投棄監視員
　８名　各地区から１名
　年間勤務日数３日以上
　任期２年
【報酬】
　7,000円×６日＝42,000円

該当なし該当なし 該当なし 該当なし 郵便局との協定

協 定 項 目

調 整 の 方 針
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【概要】
　ごみの不法投棄の早期発見と未然防止のた
め、監視の強化に努め、環境美化及び資源の
有効活用を促進する。住民の通報等により現
場を確認し、適正に処理する。
　不法投棄を発見した場合は、警察署に連絡
し現場検証を行い必要な措置を講ずる。不法
投棄者が不明な場合は、町で撤去する。

該当なし

ご
み
減
量
等
推
進
委
員
会

・ごみの出し方についての指導及び助言
・ごみの分別収集等減量化及び再生利用の
　推進に関する協力
・ごみの適正処理に関する調査研究及び
　意見、要望等の提出
・ごみの不法投棄等の通報
・環境美化の推進に関する協力

・町内会長の推薦により町長が委嘱する。
・原則として、各ごみｽﾃｰｼｮﾝごとに１人とす
る
・推進員の任期は、２年とし再任を妨げない
・推進員数　２０９名

　ごみの適正な排出についての意識向上を図
るためごみステーション全てにごみ減量化推
進員を配置しごみの減量化、ごみの分別方法
等に寄与。

該当なし ３９人３３人 ６５人（各町内会から１人） １２６人（各町内会から１人） 該当なし
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調 整 の 方 針 廃棄物処理計画及び生活排水処理基本計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後新市計画を策定する。

協 定 項 目 環境対策事業 関 連 項 目 廃棄物処理計画、生活排水処理基本計画

【概要】
　桑折町に同じ

【事務手続】
①霊山町一般廃棄物処理基本計画
　桑折町に同じ（伊達地方衛生処理
組合の計画を準用）

②霊山町生活排水処理基本計画
　桑折町に同じ。平成１５年１月策
定。目標年度は平成２４年度。
　
③容器包装リサイクル法に基づく霊
山町分別収集計画
　桑折町に同じ。平成１４年６月策
定

【概要】
　桑折町に同じ

【事務手続】
①一般廃棄物処理基本計画
　桑折町に同じ（伊達地方衛生処理
組合の計画を準用）

②月舘町生活排水処理基本計画
　桑折町に同じ。平成５年度策定。
目標年度は平成２２年度。

②容器包装リサイクル法に基づく月
舘町分別収集計画
　桑折町に同じ

月 舘 町霊 山 町

【概要】
　桑折町に同じ

【事務手続】
①一般廃棄物処理基本計画
　桑折町に同じ（伊達地方衛生処理
組合の計画を準用）

②梁川町生活排水処理基本計画
　桑折町に同じ。平成５年度策定。
目標年度は平成1６年度。
　今年度から新たに策定予定。

③一般廃棄物処理計画
　実施計画を毎年度策定している。

④容器包装リサイクル法に基づく梁
川町分別収集計画
　桑折町に同じ

【概要】
　桑折町に同じ

【事務手続】
①一般廃棄物処理基本計画
　廃棄物の処理について策定時から
１５年後を目標に計画し、３年ごと
に見直していく。平成１２年４月策
定。

②生活排水処理基本計画
　桑折町に同じ。平成６年４月策
定。目標年度は平成１６年度。

③一般廃棄物処理計画
　３年ごとに策定。

④容器包装リサイクル法に基づく保
原町分別収集計画
　桑折町に同じ

保 原 町

【概要】
　桑折町に同じ

【事務手続】
①一般廃棄物処理基本計画
　桑折町に同じ（伊達地方衛生処理
組合の計画を準用）

②国見町生活排水処理基本計画
　桑折町に同じ。平成６年９月策
定、目標年度は平成１６年度。

③容器包装リサイクル法に基づく国
見町分別収集計画
　桑折町に同じ

梁 川 町国 見 町

【概要】
　桑折町に同じ

【事務手続】
①一般廃棄物処理基本計画
　桑折町に同じ（伊達地方衛生処理
組合の計画を準用）

②伊達町生活排水処理基本計画
　桑折町に同じ。平成７年４月策
定。目標年度は平成１７年度。

③容器包装リサイクル法に基づく伊
達町分別収集計画
　桑折町に同じ

伊 達 町

【概要】
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6
条に基づき、市町村は区域内の一般廃棄
物の処理に関する基本的な事項について
定める基本計画と基本計画の実施のため
に必要な実施計画を策定し、告示しなけ
ればならない。

【事務手続】
①一般廃棄物処理基本計画
　伊達地方衛生処理組合で策定している
計画に町分も網羅されているため、それ
を基本計画としている。
②桑折町生活排水処理基本計画
　生活排水、し尿、浄化槽汚泥の処理に
ついて、平成６年４月策定。目標年度は
平成１６年度。
③容器包装リサイクル法に基づく桑折町
分別収集計画
　容器包装リサイクル法に基づき、容器
包装廃棄物をどのように分別しリサイク
ルしていくかの計画を策定。５年間を期
間とし、３年ごとに改定する。

桑 折 町

【概要】
霊山町生活排水処理基本計画
　本町の水質汚濁の改善と広く住民
のニーズに答えうるおいとやすらぎ
のある水辺環境を目指し総合的かつ
計画的な生活排水対策を策定する。

【基本方針】
①人口密集地は集合処理とするが当
面は小型合併処理浄化槽の推進を図
る。
②単独浄化槽から合併処理浄化槽へ
の転換指導を行う。

【計画年度】
　平成１５年度から平成２４年度ま
で

【策定年度】
　平成１４年度（平成１５年1月）

【概要】
　平成５年から生活排水対策重点地
域に指定された広瀬川の快適な水環
境保全のため、適正な生活排水処理
を基本理念とし、合併処理浄化槽の
推進など施設の整備を促進する。

【計画年度】
　平成６年度～平成２２年度（中間
目標年度は設けていないが、諸条件
に大きな変動があった場合は見直し
を行う）

【計画見直し予定の理由】
①平成１３年１２月より合併処理浄
化槽のみの設置となり、家屋の新築
及び水周りの改築に伴い、合併処理
浄化槽の普及が進み、水質汚濁の大
きな原因といわれる生活雑排水の浄
化が促進されることが見込まれる。
②少子高齢社会の到来により、人口
の減少が著しく、目標数値等が現状
にそぐわない。
③財政状況の悪化により、下水道事
業への着手は事実上困難となってい
る。

【目的】
　廃棄物の処理及び清掃に関する法
律（昭和５４年法律第１３７号）第
６条第１項の規定に基づく一般廃棄
物の処理計画うち生活排水処理に係
る部分を定める基本計画であり、生
活排水の適正処理を図り、河川等の
水質保全と生活環境の改善を図るこ
とを目的としている。

【基本方針】
　桑折町に同じ

【計画年度】
　平成６年度から平成１５年度まで

※平成１５年度で計画期間が満了す
ることから、平成１６年度を初年度
とする新たな計画を策定予定。

【理念】
　水は人間にとって生命の源であ
り、日常生活には１日たりとも欠か
すことの出来ないものです。また、
快適な水環境は人の心にうるおいと
やすらぎを与えてくれます。
　こうした水及び水環境の重要性を
知り河川の水環境を良好に保全し、
次世代に引き継ぐことは、私たちに
課せられた責務であるとの認識のも
とに、生活排水対策を積極的に推進
する。

【基本方針】
　桑折町に同じ

【計画年度】
　平成７年度から平成１６年度まで
なお、中間目標年度は設けないが、
諸条件に大きな変動があった場合に
おいては見直しを行うものとする。

生
活
排
水
処
理
基
本
計
画

【目的】
　生活排水対策の基本として、水の
適正利用に関する普及啓発をすす
め、生活排水処理施設を逐次整備
し、水質汚濁の改善を図るため総合
的かつ計画的な生活排水対策とす
る。

【基本方針】
①人口密集地域においては、集合型
処理施設を整備する。下水道、大型
合併処理浄化槽、コミュニティ・プ
ラント等の施設の特徴を分析し、適
切な施設の配置により処理する。
②分散して立地している家屋につい
ては、各戸又は共同での合併処理浄
化槽により処理する。
③単独合併浄化槽を設置している家
庭については合併処理浄化槽への転
換の指導を行う。
④宅地開発の際には、規模に応じ
て、合併処理浄化槽又はコミニ
ティ・プラントの整備を行う。

【計画年度】
　平成７年度から平成１６年度
　平成６年４月に策定。５年ごとに
見直しをしていく。

【目的】
　生活排水を適切に処理し公共水域
の水質保全、生活環境保全を図るた
め、生活排水計画を策定する。

【基本方針】
　桑折町に同じ

【計画年度】
　平成８年度から平成１７年度まで
の１０年間
生活排水処理計画を定め、公共下水
道及び合併処理浄化槽を設置整備を
推進する。

【目的】
　廃棄物の処理及び清掃に関する法
律（昭和５４年法律第１３７号）第
６条第１項の規定に基づく一般廃棄
物の処理計画うち生活排水処理に係
る部分を定める基本計画であり、生
活排水の適正処理を図り、河川等の
水質保全と生活環境の改善を図るこ
とを目的としている。

【基本方針】
　桑折町に同じ

【計画年度】
　平成７年度から平成１６年度まで
（５年毎に見直し）

【策定年月】
　平成６年９月



概要

分別種類

収集状況

収集方法
・回数

排出方法

ご
み
収
集
所
設
置
補
助

該当なし 該当なし 該当なし該当なし 該当なし 【概要】
　町内会が管理するごみ置場の施
設を改修等する場合、経費の一部
を補助金として交付する。
　平成１５年度から実施

【補助率及び補助限度額】
　補助額はごみ置場の改修等に要
した費用の２分の１以内とし、補
助限度額は３０千円とする。

該当なし

協 定 項 目 環境対策事業 関 連 項 目 ごみ収集・運搬体制、ごみ収集所設置補助

ごみ収集・運搬体制については、地域の事情を考慮し、当分の間現行のとおりとし、新市において調整する。
ごみ収集所設置補助については、新市において調整する。

ご
み
収
集
・
運
搬
体
制

調 整 の 方 針

①対象人員 4,289世帯 13,845人
②対象区域 町内全世帯
③収集体制 委託
④収集方式 ステーション収集

桑折町

定期収集
　地区を３ブロックに分け収集
　 ・可燃ごみ　週２回
　地区を６ブロックに分け収集
　 ・不燃ごみ　月１～２回
　 ・資源ごみ　月２回
　 ・古紙回収　月１回
　 ・粗大ごみ　月１回

定期収集
　地区を４ﾌﾞﾛｯｸに分け収集
　 ・可燃ごみ　週２～３回
　 ・不燃ごみ　週１回
　 ・資源ごみ
　　　ペットボトル　週１回
　　　ガラスビン　月２回
　 ・古紙回収　月１回
　地区を大字単位に分け収集
　 ・粗大ごみ　年１・２回

定期収集
　町内２ブロックに分け収集
　 ・可燃ごみ　週４回
　 ・不燃ごみ　月２回
　 ・資源ごみ　月２回
　 ・古紙回収　月２回
　 ・粗大ごみ　月１回

定期収集
　町内全地区
　 ・可燃ごみ　週３回
　 ・不燃ごみ　月１回
　 ・資源ごみ　月１回
　 ・ペットボトル　月２回
　 ・ガラス瓶　月１回
　 ・古紙回収　月１回
　 ・粗大ごみ　３ヶ月に１回

定期収集
　国見町を２地区に分割
　 ・可燃ごみ　週２～３回
　 ・不燃ごみ　週１回
　 ・資源ごみ　月１回
　 ・ペットボトル　月２回
　 ・ガラス瓶　週１回
　 ・古紙回収　月１回
　 ・粗大ごみ　月２回

定期収集
　町内全地区
　・可燃ごみ　週２回
　・資源ごみ
　　　ペットボトル 月２回
　　　ガラス瓶　色ごと月１回
　・古紙回収　３ヶ月に１回
　・粗大ごみ
　　　可燃・不燃とも　年１回

①対象人員 3,280世帯 11,024人
②対象区域 町内全域
③収集体制 委託
④収集方式 ステーション収集

梁川町国見町

桑折町に同じ

伊達町に同じ

桑折町に同じ

伊達町に同じ

①対象人員 3,502世帯 11,066人
②対象区域 町内全域
③収集体制 委託
④収集方式 ステーション収集

伊達町 月舘町霊山町

①対象人員 5,749世帯 20,927人
②対象区域 町内全域
③収集体制 委託
④収集方式 ステーション収集

①対象人員 7,483世帯 24,965人
②対象区域 町内全域
③収集体制 委託
④収集方式 ステーション収集

保原町

桑折町に同じ

伊達町に同じ

桑折町に同じ

可燃ごみ
　伊達町に同じ
不燃ごみ
　伊達町に同じ
資源ごみ
　伊達町に同じ
粗大ごみ
　伊達町に同じ

①対象人員 2,763世帯 10,024人
②対象区域 町内全域
③収集体制 委託
④収集方式 ステーション収集

①対象人員 1,268世帯　4,692人
②対象区域 町内全域
③収集体制 委託
④収集方式 ステーション収集

定期収集
　町内全地区
　 ・可燃ごみ　最低週２回
　 ・不燃ごみ　週１回
　 ・資源ごみ　種類毎に月１回
　 ・古紙回収　月１回
　 ・粗大ごみ　春・秋の年２回

可燃ごみ　町指定袋・ｽﾃｰｼｮﾝ

不燃ごみ　町指定専用容器・ｽﾃｰｼｮﾝ

資源ごみ
　・ガラス製容器　町指定袋・ｽﾃｰｼｮﾝ
　・ペットボトル　町指定袋・ｽﾃｰｼｮﾝ
　・缶　　　町指定専用容器・ｽﾃｰｼｮﾝ
　・紙パック　切り開き乾かして
　　　　　　　専用ﾎﾞｯｸｽ

古紙（段ボール、新聞、雑誌）
　　ｽﾃｰｼｮﾝ収集、業者引き渡し

粗大ごみ　ステーション

可燃ごみ　町指定袋・ｽﾃｰｼｮﾝ

不燃ごみ　コンテナ・ｽﾃｰｼｮﾝ

資源ごみ（全て洗ってｷｬｯﾌﾟを外す）
　・ペットボトル
　　指定袋に入れ収集ｽﾃｰｼｮﾝに出す。
　・ガラスビン
　　指定袋に入れ収集ｽﾃｰｼｮﾝに出す。

古紙（段ボール、新聞、雑誌）
　　ｽﾃｰｼｮﾝ収集、業者引き渡し

粗大ごみ　ｽﾃｰｼｮﾝ

可燃ごみ
　伊達町に同じ
不燃ごみ
　伊達町に同じ
資源ごみ
　ﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ(町内会に１ヶ所)
粗大ごみ
　申し込み方式、ｽﾃｰｼｮﾝ

可燃ごみ
　伊達町に同じ
不燃ごみ
　伊達町に同じ
資源ごみ
　伊達町に同じ
粗大ごみ
　伊達町に同じ

　一般廃棄物を適正に処理し、減
量化・リサイクル化を促進するた
め、分別収集を進める。

可燃ごみ
不燃ごみ
粗大ごみ
資源ごみ
　・ガラス製容器
　　　　(無色・茶色・その他)
　・ペットボトル
　・缶(スチール缶・アルミ缶)
　・紙パック

可燃ごみ
不燃ごみ
粗大ごみ
資源ごみ
　・缶(アルミ・スチール）
　・びん(無色・茶色・着色)
　・ペットボトル

桑折町に同じ

伊達町に同じ

桑折町に同じ

伊達町に同じ

可燃ごみ
　伊達町に同じ
不燃ごみ
　伊達町に同じ
資源ごみ
　伊達町に同じ
粗大ごみ
　大字単位に指定された場所にて
　回収

可燃ごみ
　伊達町に同じ
不燃ごみ
　伊達町に同じ
資源ごみ
　伊達町に同じ
粗大ごみ
　年２回（春・秋）、
　月舘町森林公園にて回収



概　要

助成金等

概　要

手数料

一般廃棄物収集運搬業
　①許可申請手数料
　　　　　１件　５，０００円
　②更新許可申請手数料
　　　　　１件　５，０００円
　③許可証再交付申請手数料
　　　　　１件　２，０００円
　④変更許可申請手数料
　　　　　１件　２，０００円
一般廃棄物処分業
　①許可申請手数料
　　　　　１件　８，０００円
　②更新許可申請手数料
　　　　　１件　８，０００円
　③許可証再交付申請手数料
　　　　　１件　３，０００円
　④変更許可申請手数料
　　　　　１件　３，０００円
検査証交付手数料
　　　　　１件　　　５００円
従事者証交付手数料
　　　　　１件　　　５００円

一般廃棄物収集運搬
　①許可申請手数料
　　　　　　１件　３，０００円
　②検査証交付手数料
　　　　　　１件　　　３００円
　③身分証交付手数料
　　　　　　１件　　　３００円

一般廃棄物収集運搬業
　①許可申請手数料
　　　　　１件　　３，０００円
　②身分証明書発行手数料
　　　　　１件　　　　３００円
　③機材検査手数料
　　　　　１件　　　　３００円

霊山町廃棄物の処理及び清掃に関する
条例
【概要】
　桑折町に同じ

【目的】
　桑折町に同じ

【許可年数】
　桑折町に同じ

月舘町廃棄物の処理及び清掃に関する
条例
【概要】
　桑折町に同じ

【目的】
　桑折町に同じ

【許可年数】
　桑折町に同じ

梁川町廃棄物の処理及び清掃に関する
条例
【概要】
　桑折町に同じ

【目的】
　桑折町に同じ

【許可年数】
　桑折町に同じ

保原町廃棄物の処理及び清掃に関する
条例
【概要】
　桑折町に同じ

【目的】
　桑折町に同じ

【許可年数】
　桑折町に同じ

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料
　　　１件　３，０００円
　　　許可内容変更の際も同額
検査証交付手数料
　　　１件　　３００円
　　　再交付の際も同額
身分証交付手数料
　　　１件　　３００円
　　　再交付の際も同額

一般廃棄物収集運搬業
　・許可申請手数料
　　　　　１件　３，０００円
　・許可証再交付申請手数料
　　　　　１件　　　５００円
　施設又は機材の検査証
　　　　　１件　　　３００円
　再交付　１件　　１００円
　身分証　従事者１人　　３００円
　再交付　従事者１人　　１００円

一般廃棄物収集運搬業
　①許可申請手数料
　　　　　１件　３,０００円
　②検査証手数料
　　　　　１件　　３００円
　③身分証の交付手数料
　　　　　１件　　３００円

一般廃棄物収集運搬業
　①許可申請手数料
　　　　　１件　３，０００円
　②施設及び機材の検査証交付手数料
　　　　　１件　　　３００円
　③従事者身分証交付手数料
　　　　　１件　　　３００円

一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
処
理
業
申
請
・
許
可

桑折町廃棄物の処理及び清掃に関する
条例
【概要】
　一般廃棄物の収集運搬又は処分を業
として行おうとする者に対して、審査
のうえ許可を与える。
【目的】
　許可を与えることにより、事業系ご
み等のごみ処理にきめ細やかに対応す
る。
【許可年数】
　許可日から２年以内（年度区切り）

国見町廃棄物の処理及び清掃に関する
条例
【概要】
　桑折町に同じ

【目的】
　桑折町に同じ

【許可年数】
　許可日から２年

伊達町廃棄物の処理及び清掃に関する
条例
【概要】
　桑折町に同じ

【目的】
　桑折町に同じ

【許可年数】
　桑折町に同じ

関 連 項 目 廃棄物資源化・減量化対策事業、一般廃棄物収集運搬処理業申請・許可

廃棄物資源化・減量化対策事業助成金等については、合併時に統一する。
一般廃棄物収集運搬処理業申請・許可については、合併時に統一する。

環境対策事業協 定 項 目

調 整 の 方 針

国見町

【概要】
　容器包装の再資源化のため、他の再
資源化が可能な廃棄物とともに分別回
収を促進する。
　ごみの減量・資源の有効活用を図る
ため、各種町民団体が自主的に実施す
る集団回収について奨励金を交付す
る。

【町民への周知】
　集団回収を実施している町民団体お
よび集団回収業者に奨励金の案内を送
付する。

【分別収集】
　ごみ収集について、新聞、雑誌、段
ボール、アルミ缶、びん類に分別収集
し、資源ごみについては再利用、再資
源化を図る。

伊達町

廃
棄
物
資
源
化
・
減
量
化
対
策
事
業

【概要】
　容器包装の再資源化のため、他の再
資源化が可能な廃棄物とともに分別回
収を促進する。
　ごみの減量・資源の有効活用を図る
ため、各種町民団体が自主的に実施す
る集団回収について奨励金を交付す
る。

【町民への周知】
　集団回収を実施している町民団体へ
奨励金の案内をする。

【分別収集】
　ごみ収集について、新聞、雑誌、段
ボール、アルミ缶、びん類に分別収集
し、資源ごみについては再利用、再資
源化を図る。

桑折町

桑折町資源回収団体報奨金交付要綱

回収量１ｋｇあたり５円の報奨金を交
付する。

伊達町補助金等の交付等に関する規則
保健衛生活動事業費補助金交付要綱

回収量１ｋｇ　４円の奨励金を交付

国見町資源回収団体報奨金交付要綱

自主的に資源回収活動を実施した団体
に対し収集した資源物の重量１ｋｇあ
たり５円を報奨金として交付する。

月舘町霊山町

【概要】
　容器包装の再資源化のため、他の再
資源化が可能な廃棄物とともに分別回
収を促進する。
　ごみの減量・資源の有効活用を図る
ため、各種町民団体が自主的に実施す
る集団回収について奨励金を交付す
る。

【町民への周知】
　集団回収を実施している町民団体お
よび集団回収業者に奨励金の案内を送
付する。

【分別収集】
　資源ごみについては新聞、雑誌、段
ボール、アルミ缶、びん類に分別収集
し、再利用、再資源化を図る。

【概要】
　容器包装の再資源化のため、他の再
資源化が可能な廃棄物とともに分別回
収を促進する。
　ごみの減量・資源の有効活用を図る
ため、町が認める各団体が自主的に実
施する集団回収について奨励金を交付
する。
　
【分別収集】
　資源ごみについては（金属類、ペッ
トボトル、空きびん類、空き缶類、古
紙）に分別収集し、再利用、再資源化
を図る。

保原町梁川町

梁川町廃棄物資源化・減量化対策事業
補助金交付要綱
廃品回収奨励金
【実施団体】
　保健環境委員会、町内会、ＰＴＡ、
子供会、老人クラブ及びその他町長が
適当の認める団体等
【内容】
　新聞、雑誌等古紙類を団体が回収
し、廃品回収業者に再資源化を目的に
受け渡した場合。
　補助額　証明数量１kg当たり５円

【概要】
　容器包装の再資源化のため、他の再
資源化が可能な廃棄物とともに分別回
収を促進する。
　ごみの減量・資源の有効活用を図る
ため、各種住民団体が自主的に実施す
る集団回収について奨励金を交付す
る。

【町民への周知】
　ごみ分別収集を掲載した「ごみ収集
カレンダー」を町内全戸に配布すると
ともに、集団回収を実施している町内
会および団体に奨励金の案内をする。

【分別収集】
　資源ごみは（空きびん類、アルミ缶
類、古紙、ダンボール）に分別収集
し、再利用、再資源化を図る。

保原町廃棄物資源化、減量化対策事業
補助金等交付要綱
集団資源回収奨励金
【内容】
　町が認める団体が自主的に新聞・雑
誌等古紙類を回収し、廃品回収業者に
再資源化を目的に受渡した場合に奨励
金を交付する。
【金額】
　回収量　１㎏当たり３円

霊山町資源回収団体報奨金交付要綱
【内容】
団体が回収し、回収業者に売却した事
業に対し支給する。
対象品目は（新聞紙、ダンボール、紙
パック）
【金額】
　売却した有価物１ｋｇ当たり５円

月舘町一般廃棄物減量化・再資源化事
業補助金交付要綱
【対象者】
　町内婦人会・子ども会など再資源化
団体として申請し、町長が認め登録さ
れた団体
【補助率】
　再資源化した物品の重量１㎏に対
し、３円の補助

【概要】
　容器包装の再資源化のため、他の再
資源化が可能な廃棄物とともに分別回
収を促進する。
　ごみの減量・資源の有効活用を図る
ため、各種町民団体が自主的に実施す
る集団回収について奨励金を交付す
る。

【町民への周知】
　集団回収を実施している町民団体お
よび集団回収業者に奨励金の案内を送
付する。

【分別収集】
　資源ごみについては新聞、雑誌、段
ボール、アルミ缶、びん類に分別収集
し、再利用再資源化を図る。

【再資源化事業の概要】
　ごみの減量化・再資源化のために空
き缶・古紙類のリサイクルをした団体
等に対し、補助金を交付する。



コンポスト

生ごみ処理機

その他

協 定 項 目

調 整 の 方 針

関 連 項 目環境対策事業

生ごみ処理機購入費補助については、合併時に制度を統一する。

生ごみ処理機構入費補助

該当なし 該当なし 販売価格の半額対象経費の５０㌫以内
　１世帯２容器を限度とす
る｡

あっせん価格の１／２ 販売価格の１／２
　　１９０㍑型　2,700円
　　２３０㍑型　3,150円

町から５割

【概要】
　ごみの減量化、資源化の
ために生ごみ処理容器の購
入斡旋と補助金の交付を行
う。

【対象機器】
　コンポスト
　電動生ごみ処理機

伊達町

【概要】
　家庭から排出される生ご
みの減量化を図るため、家
庭用電動生ごみ処理機の購
入者及び家庭用生ごみ処理
容器を設置する者に対し、
その一部を補助する。

【対象機器】
　コンポスト
　電動生ごみ処理機

桑折町

【概要】
　ごみの減量化、資源化の
ために生ごみ処理容器の購
入斡旋と補助金の交付を行
う。

【対象機器】
　コンポスト

【概要】
　ごみの減量化、資源化の
ために生ごみ処理機等を購
入する者に補助金を交付す
る。町内住民が保健環境委
員会を通じて購入した物に
ついて補助する。

【対象機器】
  生ごみ処理機
　生ごみ処理用薬剤

梁川町国見町 月舘町保原町 霊山町

※（平成１５年度から廃
止）

【目的】
　ごみの減量化及び資源の
再利用に対する意識の高揚
を図るため、ごみの資源
化、減量化事業実施団体に
対し、減量化処理容器購入
補助金の交付を行う。

【内容】
　保原町保健委員連合会
が、ごみの資源化と減量化
のため生ごみ処理容器の購
入斡旋を行うとき助成す
る。

該当なし 【概要】
　ごみの減量化・資源化の
ために生ごみ処理機等を購
入する者に補助金を交付す
る。ただし、保健環境委員
会を補助交付団体として登
録するため、保健環境委員
会斡旋チラシにより申し込
みされた物に限る。

【予算】
　減量化事業補助金として
250,000円

生
ご
み
処
理
機
購
入
費
補
助

対
象
機
器
と
補
助
内
容

電動生ごみ処理機
　購入価格の２分の１以内
　　25,000円を限度とし
　　１世帯１台までとする

該当なし

電動生ごみ処理機
　購入金額の１／２

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

生ごみ処理用薬剤
町保健環境委員会から５割

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

生ごみ処理機
　　１台あたりの販売価格
　50,000円を限度とし、
　その半額助成

該当なし
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霊山町 月舘町

該当なし 該当なし

梁川町

国見町環境美化推進要綱

【目的】
　ポイ捨てによる空き缶、たば
この吸い殻等の散乱及び犬のふ
んの放置防止を図り町民の快適
な生活を確保することを目的と
する。

【事業概要】
　環境美化を推進するには、町
民一人ひとりの自覚と実行が必
要であることから、ごみや飼い
犬のふんの持ち帰りを喚起して
いる。
　また、事業者にも自動販売機
の空き缶の回収容器の設置や消
費者への啓発も義務付けしてい
る。

【施行】
　平成１６年４月１日

【その他】
　罰則規定はなし

保原町

該当なし 該当なし

桑折町

伊達町ポイ捨て及び犬の糞の放
置防止に関する条例
【目的】
　ごみの不法投棄の未然防止を
目的とする。
　住民等及び事業者が相互に協
力し、ごみの投げ捨て及び放置
の禁止並びに適正な処置、管理
を図ることにより、環境美化及
び資源の有効活用を促進し、
もって快適な生活環境に資する
ことを目的とする
住民の通報等により現場を確認
しケースにより適正に対処す
る。
【事業概要】
　職員によるパトロールを随時
実施。
　不法投棄を発見した場合は、
県（産業廃棄物の場合）・警察
に連絡し、現場検証を行い必要
な措置を取っている。不法投棄
者が不明な場合は町で撤去等を
行っている。撤去にかかる費用
は町負担。不法投棄が多い場所
については、区長の要望があっ
た場合ごみ捨て禁止看板を設置
している。

伊達町 国見町

【目的】
　桑折町に同じ

【事業内容】
　町保健委員会を通じて病害虫
殺虫剤を配布している。

　蜂の駆除については、民間専
門業者への紹介のみにしてい
る。

【目的】
　桑折町に同じ

【事業内容】
　平成１２年までは､希望者に対
し殺虫剤及び殺そ剤を無料配布
していたが平成１３年度より中
止している。

　蜂の駆除については、民間の
ボランティアへの紹介のみにし
ている。

【目的】
　桑折町に同じ

【事業内容】
　町内会の保健環境委員を通じ
て、害虫駆除衛生薬剤を配布
し、生活環境の保持増進に努め
ている。
　ただし、平成１１年度から生
活環境上及び生活排水対策事業
の整備に伴い、下水道施設集落
排水設置世帯及び補助事業によ
る浄化槽設置世帯には配布して
いない。

　蜂の駆除については、町では
行っていないが、防虫服を貸与
している。

該当なし

【目的】
　桑折町に同じ

【事業内容】
町内会の希望により、殺虫剤を
散布し、駆除している。

【目的】
　桑折町に同じ

【事業内容】
　平成１１年度までは各行政区
長を通じ殺虫剤を無料配布して
いたが、平成１２年度より中止
している。
ただし、広域的な衛生害虫の発
生を認めた場合は町職員による
薬剤駆除を実施する。

　蜂の駆除につては民間専門業
者への紹介のみにしている。

【目的】
　桑折町に同じ

【概要】
  害虫駆除は希望地区及び公共
施設に薬剤の配布することによ
り対応。
  ねずみ類の駆除については、
保健環境委員会斡旋チラシによ
り薬剤の共同購入を取り入れて
いる。

　蜂の駆除については、民間業
者斡旋協会の紹介により対応。

協 定 項 目

調 整 の 方 針

関 連 項 目環境対策事業

環境美化に関する条例等については、現行の条例及び規則をもとに、合併後新市において制定する。
害虫駆除剤配布及び噴霧器消毒については、合併時に調整する。

環境美化に関する条例等、そ族昆虫

【目的】
　伝染病の発生と流行の媒介源
を駆除し快適なよりよい生活環
境の保持増進に寄与するため、
町保健委員会に委託し粉剤・乳
剤を散布。
【事業内容】
　粉剤　ｽﾐﾁｵﾝ粉剤　１世帯500ｇ
　乳剤　ｽｰﾊﾟｰSP乳剤　１世帯10ｇ
※無償配布

　蜂の駆除については、民間専
門業者への紹介のみにしてい
る。



要綱

目的・概要

事務手順

添付書類

補助金額

補助対象外区域

調 整 の 方 針

環境対策事業

合併処理浄化槽設置整備事業補助については、合併時に補助制度を統一する。

下水道認可区域とその区域以外の新築及
び全面改築の場合

該当なし（全域対象） 該当なし（全域対象）

５人槽      　３５４千円
６～７人槽　　４１１千円
８～10人槽　　５１９千円

５人槽　　　　　　　　３５４千円
６～７人槽　　　　　　４１１千円
８～10人槽以上　　　　５１９千円
11～20人槽以上　　　　９８１千円
21～30人槽以上　　１，６６８千円

５人槽　　　　３５４千円
６～７人槽　　４１１千円
８～10人槽　　５１９千円

関 連 項 目 合併処理浄化槽設置整備事業補助金協 定 項 目

桑折町合併処理浄化槽設置要綱･
桑折町合併処理浄化槽設置整備事業補助
金交付要綱

伊達町合併処理浄化槽設置整備事業補助
金交付要綱

国見町合併処理浄化槽設置整備事業補助
金交付要綱

梁川町合併処理浄化槽設置整備事業補助
金交付要綱

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
補
助
金

保原町合併処理浄化槽設置整備事業補助
金交付要綱

霊山町合併処理浄化槽設置整備事業補助
金交付要綱

　公共下水道事業計画区域のうち大字八
幡の区域を除く第１処理分区及び第３処
理分区内
　農業集落排水事業の整備済区域内
　梁川南ニュータウン区域内

５人槽　　　　３５４千円
６～７人槽　　４１１千円
８人槽以上　　５１９千円

　５人槽　　　３５４千円
　７人槽　　　４１１千円
１０人槽　　　５１９千円

５人槽　　　　　　３５４千円
６～７人槽　　　　４１１千円
８～10人槽　　　　５１９千円
11～20人槽　　　　９８１千円
21～30人槽　　１，６６８千円
31～50人槽　　２，３３８千円
51人槽以上　　２，５５６千円

５人槽      　３５４千円
６～７人槽　　４１１千円
８～10人槽　　５１９千円

公共下水道の事業認可区域  下水道認可区域、市街化区域で新築ま
たは全面改築の場合。

　公共下水道認可区域

桑折町 伊達町 国見町 梁川町 保原町 霊山町 月舘町

　申請者は、補助金交付申請書に、次に
掲げる書類を添付して町に提出しなけれ
ばならない。
①審査期間を経過した浄化槽設置届出書
の写しまたは建築確認通知書の写し
②設置場所の案内図
③住宅等を借りている者は、賃貸人の承
諾書
④小型合併処理浄化槽機能保証登録証
⑤その他、町長が必要と認めた書類

【実績報告】
　町は、提出された実績報告を審査し、
事業の成果が補助金交付決定内容、条件
に適合すると認めるときは補助金の交付
額確定通知書により、補助対象者に通知
する。町は、補助金交付請求書による補
助対象者からの請求に基づき、補助金を
交付する。

月舘町合併処理浄化槽設置整備事業補助
金交付要綱

【事業の目的】
　生活排水による公共用水域の水質汚濁
を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生
の向上に寄与することを目的とする。
【概要】
　町は定める地域内において、浄化槽を
設置しようとする者に対して、予算の範
囲内で補助金を交付する。

【事業の目的】
　生活排水による公共用水域の水質汚濁
を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生
の向上に寄与することを目的とする。
【概要】
　町は定める地域内において、浄化槽を
設置しようとする者に対して、予算の範
囲内で補助金を交付する。

【事業の目的】
　生活排水による公共用水域の水質汚濁
を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生
の向上に寄与することを目的とする。
【概要】
　町は定める地域内において、浄化槽を
設置しようとする者に対して、予算の範
囲内で補助金を交付する。

【事業の目的】
　生活排水による公共用水域の水質汚濁
を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生
の向上に寄与することを目的とする。
【概要】
・町は定める地域内において、浄化槽を
設置（居住を目的とした住宅に設置され
るもので、１０人槽以下）しようとする
者に対して、予算の範囲内で補助金を交
付する。

　申請者は補助金交付申請書に次に掲げ
る書類を添付して町に提出しなければな
らない。
①審査機関を経過した浄化槽設置届出書
の写し又は建築確認通知書の写し
②合併処理浄化槽に要する費用の見積書
の写し
③合併処理浄化槽の配置配管図
④合併処理浄化槽を接続する建築物平面
図
⑤設置場所の案内図
⑥住宅等を借りている者は、賃借人の承
諾書
⑦その他町長が必要と認める書類
　町は提出された実績報告を審査し、事
業の成果が補助金交付決定内容、条件に
適合すると認めるときは、補助金の交付
額確定通知書により補助対象者に通知す
る。町は、補助金交付請求書による補助
対象者からの請求に基づき、補助金を交
付する。

　申請者は補助金交付申請書に次に掲げ
る書類を添付して町に提出しなければな
らない。
①建築確認通知書及び浄化槽調書の写し
又は審査期間を経過した浄化槽設置届出
書の写し
②設置場所の位置図
③専用住宅を借りている者は、賃貸人の
合併処理浄化槽設置承認書
④工事請負契約書（請負者の瑕疵担保責
任が明記してあるものに限る）の写し
⑤合併浄化槽設置整備事業に係る合併処
理浄化槽登録要領による登録証の写し及
び登録浄化槽管理表
⑥その他町長が必要と認める書類
　町は提出された実績報告を審査し、事
業の成果が補助金交付決定内容、条件に
適合すると認めるときは、補助金の交付
額確定通知書により補助対象者に通知す
る。町は、補助金交付請求書による補助
対象者からの請求に基づき、補助金を交
付する。

　申請者は補助金交付申請書に次に掲げ
る書類を添付して町に提出しなければな
らない。
①審査期間を経過した浄化槽設置届出書
の写し又は建築確認通知書の写し
②設置場所の位置図
③住宅を借りている者は、賃貸人の合併
処理浄化槽設置承認書
④工事請負契約書（請負者の瑕疵担保責
任が明記してあるものに限る）の写し
⑤合併浄化槽設置整備事業に係る合併処
理浄化槽登録要領による登録証の写し及
び登録浄化槽管理表
⑥その他町長が必要と認める書類
　町は提出された実績報告を審査し、事
業の成果が補助金交付決定内容、条件に
適合すると認めるときは、補助金の交付
額確定通知書により補助対象者に通知す
る。町は、補助金交付請求書による補助
対象者からの請求に基づき、補助金を交
付する。

　申請者は補助金交付申請書に次に掲げ
る書類を添付して町に提出しなければな
らない。
①建築確認通知書の写し又は審査期間を
経過した浄化槽設置届出書の写し
②設置場所の案内図
③住宅を借りている者は、賃貸人の承諾
書
④登録浄化槽管理票（Ｃ票）
⑤合併浄化槽設置整備事業に係る合併処
理浄化槽登録要領による登録証の写し
⑥小型合併処理浄化槽機能保証制度の保
証登録証
⑦その他町長が必要と認める書類
※　実績報告書受理後、施工業者立会の
もと現場確認（検査）を実施

・工事請負契約書の写し
・浄化槽管理票（Ｃ票）
・登録証
・保証登録証
・設備士免状
・納税証明書または申立書

・納税証明書
・浄化槽設備士免状の写し
・工事請負契約書の写し
・工事費の見積書
・浄化槽管理票（Ｃ票）
・登録証
・保証登録証

・納税証明書
・浄化槽設備士免状の写し
・工事請負契約書の写し
・工事費の見積書
・浄化槽管理票（Ｃ票）
・登録証
・保証登録証

・登録浄化槽工事業者登録通知書の写し
又は特例浄化槽工事業者届出書の写し
・浄化槽設備士免状の写し（昭和６２年
度以前の資格取得者の場合は小規模合併
処理浄化槽施工技術特別講習会修了証書
の写し）
・工事請負契約書の写し
・工事見積書
・桝リスト

・浄化槽設備士の免状の写し
・工事請負契約書の写し
・工事見積書
・桝配置図
・下水道計画区域内申請書の下水切替念
書

・登録業者の証明書
・設備士の資格証明書
・登録機種の証明書

・登録業者の証明書
・設備士の資格証明書
・登録機種の証明

【事業目的】
　生活排水による公共用水域の水質汚濁
を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生
の向上に寄与することを目的とする。
【概要】
　町は定める地域内において、浄化槽を
設置しようとする者に対して、予算の範
囲内で補助金を交付する。

【事業の目的】
　生活排水による公共用水域の水質汚濁
を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生
の向上に寄与することを目的とする。
【概要】
　町は定める地域内において、浄化槽を
設置しようとする者に対して、予算の範
囲内で補助金を交付する。

【事業の目的】
　生活排水による公共用水域の水質汚濁
を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生
の向上に寄与することを目的とする。
【概要】
　町は、定める地域において、浄化槽を
設置しようとする者に対して、予算の範
囲内で補助金を交付する。

 申請者は、補助金交付申請書に次に掲
げる書類を添付して町に提出しなければ
ならない。
(1)審査期間を経過した浄化槽設置届出
の写し又は建築確認通知書の写し
(2)設置場所の案内図
(3)住宅等を借りている者は、賃貸人の
承諾書
(4)その他町長が必要と認める書類
 町は提出された実績報告を審査し、事
業の成果が補助金交付決定内容、条件に
適合すると認めるときは、補助金の交付
額確定通知書により補助対象者に通知す
る。町は、補助金交付請求書による補助
対象者からの請求に基づき、補助金を交
付する。

　申請者は補助金交付申請書に次に掲げ
る書類を添付して町に提出しなければな
らない。
①建築確認通知書及び浄化槽調書の写し
又は審査期間を経過した浄化槽設置届出
書の写し
②設置場所の位置図
③専用住宅を借りている者は、賃貸人の
合併処理浄化槽設置承諾書
④工事請負契約書（請負者の瑕疵担保責
任が明記してあるものに限る）
⑤合併浄化槽設置整備事業に係る合併処
理浄化槽登録要領による登録証の写し及
び登録浄化槽管理表
⑥その他町長が必要と認める書類
　町は提出された実績報告書を審査し、
事業の成果が補助金交付決定内容、条件
に適合すると認めるときは、補助金の交
付額確定通知書により補助対象者に通知
する。町は補助金交付請求書による補助
対象者からの請求に基づき、補助金を交
付する。
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該当なし 該当なし
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場

該当なし 【趣旨】
　桑折町･伊達町･国見町火葬場協議
会火葬場以外の火葬場を利用した場
合、その火葬場使用料を補助する。
【施行年度】
　平成３年度
【補助額】
　使用した火葬場の使用料。
【請求方法】
　使用した火葬場の領収書を添付の
上、交付申請書を提出
【実績額】
　平成１２年度　１件　２０千円
　平成１３年度　４件　８０千円
　平成１４年度　３件　６０千円
　平成１５年度　３件　６０千円

該当なし 該当なし

梁川町に同じ 梁川町に同じ 梁川町に同じ

公
営
墓
地

協 定 項 目

調 整 の 方 針

該当なし

【施設利用料】
管内(桑折・伊達・国見町居住者）
　無料
管外
　１２歳以上　　30,000円
　１２歳未満　　18,000円
　死産及び肢体　12,000円
　胞衣　　　　　 9,000円

【霊柩車利用料】
　該当なし

【委託料】
　・火葬委託料等
　　　　6,666,500円
　・公共施設管理委託等
　　　　3,306,142円
　・火葬炉設備保守点検業務委託
　　　　　315,000円

火葬場、公営墓地

火葬場については、現施設を新市に引き継ぎ、運営方法は当分の間現行のとおりとし、新市において調整する。ただし、使用料については合併時に統一する。
公営墓地については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

環境対策事業 関 連 項 目

該当なし 該当なし 【所在地】
　月舘町大字布川字蒦の内２番
ほか町内１６カ所
【区画数と面積】
　７０区画

　墓所１区画＝３．０ｍ
２

【使用料・管理料】
　使用料＝１区画120,000円
　管理料＝年間3,000円

該当なし 該当なし 該当なし 　町所有地の墓地（承継登記に
よる）に、管理人をおいて適正
に管理している。

桑折町に同じ 桑折町に同じ 【施設使用料】
　区域内とは死亡者が保原町、
梁川町、霊山町、月舘町に住所
を有する場合をいう。
　大人（12歳以上）
　　1件　区域内　 5,000円
　　　　 区域外　20,000円
　小人（12歳未満）
　　1件　区域内　 2,500円
　　　　 区域外　10,000円
　死胎・肢体
　　1件　区域内　 2,500円
　　　　 区域外　10,000円
  ※生活保護適用者は免除とする。

【霊柩車使用料】
　基礎額（２時間３０分以内）
　　区域内外共　8,000円
　２時間３０分を越える場合
　　３０分毎の加算額450円
　※使用料は消費税課税。

桑折町に同じ 保原町外三町斎場組合

地域住民の公衆衛生、公共の福
祉の見地から支障なく火葬が行
われることを目的として、保原
町、梁川町、霊山町、月舘町の
４町で斎場組合を設立し直営で
火葬業務と霊柩車の運行を行っ
ており、事務局は保原町役場内
に置き事務を担当している。

伊 達 町

桑折町･伊達町･国見町火葬場協
議会

　公衆衛生及び宗教的感情に適
合した遺体の焼骨を行い公共の
福祉向上に寄与。
　民間業者と施設管理・火葬委
託契約を締結し、施設の維持管
理及び火葬執行する。

桑 折 町

桑折町に同じ

梁 川 町国 見 町 月 舘 町保 原 町 霊 山 町

梁川町に同じ 梁川町に同じ 梁川町に同じ



協定項目２４－１８ 先進事例 
 
■登米市（宮城県） 
１．コンポスト購入費助成事務については、合併時に制度を統一する。 

２．生ごみ処理機購入費助成事務については、合併時に制度を統一する。 

３．ごみ集積所設置補助については、合併後に新たに補助制度を制定するものとする。 

４．分別回収事業については、現行どおり新市に引き継ぐものとする。 

５．一般廃棄物収集運搬、処分、受付業務については、現行どおり新市に引き継ぐ 

ものとする。 

 
■柴田市（宮城県） 

１．環境審議会については、合併時に再編し設置する。 

２．環境美化事業については、合併後、速やかに再編する。ただし、経費負担に 

ついては、合併時までに調整する。 

３．ごみ分別・収集については、当面現行のとおり実施し、合併後すみやかに作成 

する一般廃棄物処理計画に基づき実施する。 

 
■北杜市（山梨県） 

１．ごみ処理の啓蒙、啓発については、新市において現行の内容を調整し、ごみ処理に 

ついての啓蒙、啓発を図る。 

 ２．ごみの不法投棄及び散乱防止対策については、当面現行の対策を継続して実施して 

いくが、 新市において現行の内容を調整し、不法投棄に関する啓蒙と併せより効果 

的な対策を図る。 

 ３．ごみ・資源物収集については当面現行の体制で継続していくが、新市において一般 

廃棄物処理計画及び分別収集計画を策定する中で、より効率的な収集体制の整備を 

図る。 

 
 
 
 
 

 



協議第３５号 
 

   保健衛生事業について 

 
 保健衛生事業について、次のとおり提案する。 
 
   平成１６年６月３日提出 
 
 
                   伊達７町合併協議会 
                    会 長  池 田 善 治 
 
協定項目２４－１０  保健衛生事業 

(1)母子保健計画、健康日本２１計画は、各町の計画を新市に引き継ぎ、合併後

速やかに策定する。 
(2)基本健康診査は、合併年度はそれぞれの町の例により実施し、合併後１年以

内に統一する。 
(3)町単独健康診査事業は、合併後１年以内に調整する。 
(4)ガン検診は、合併年度はそれぞれの町の例により実施し、合併後１年以内に

統一する。 
 
 



協定項目 関係項目

調整の方針

「健康ほばら２１」策定推進事業と
して平成13･14年の2ヶ年で「健康ほ
ばら２１」を策定した。15年度から
は計画の実践として健康教育等で事
業を開催している。

【計画の趣旨】
疾病の早期発見、早期治療にとどま
るのではなく、発病を予防するこ
と、生活の質を高めることにより、
生活習慣病予防や介護予防が期待で
きる。
　また、健康づくりの課題・重点目
標が明確になり今後の活動の指針と
なる。
【内容】
第3次国民の健康づくり運動に基づ
き、霊山町の健康寿命を延伸させる
ための10年間を見込んだ住民主体の
具体的行動計画を、関係機関と連携
しながら健康づくり計画を策定す
る。
　15年～16年度の2年間で策定予定。
【現況】
平成15年9月以降の立ち上げとなる。

【目的】
　健康は、笑顔かがやくまちづくり
の大きな活力である。そのため、健
康づくりを町政の重要課題として、
月舘町第三次振興計画のもと町民ひ
とり一人が、明るく健やかな毎日を
送ることができるよう、町民と一体
となって、「食」から考える健康づ
くり『つきだてヘルス２１』運動と
して進めることを目的とする。
【対象者】　　町民すべて
【つきだてヘルス２１展開期間】
２０１０年度
【推進組織】
　月舘町
　月舘町健康づくり推進協議会
　各小中学校、保育園、幼稚園及び
ＰＴＡ
　★ワーキンググループ
　（メンバー数：８名　メンバー構
成：保育技師、小中学校養護教諭、
ＪＡ月舘女性部、ゆりの会、ヘルス
メイト）
　食生活改善推進協議会（ヘルスメ
イト）
　その他関係機関
　★アドバイザー（県立医科大学看
護学部情報科学教授　林　正幸氏）

健康日本２１
計画

【計画の趣旨】
疾病の早期発見、早期治療にとどま
るのではなく、発病を予防するこ
と、生活の質を高めることにより、
生活習慣病予防や介護予防が期待で
きる。
また、健康づくりの課題・重点目標
が明確になり今後の活動の指針とな
る。
【内容】
　第3次国民の健康づくり運動に基づ
き、桑折町の健康寿命を延伸させる
ための10年間を見込んだ住民主体の
具体的行動計画を、平成14～15年度
の2年間で策定する。

【名称】
桑折町健康づくり計画策定委員会
【任務】
（１）健康づくり計画の策定に関す
ること。
（２）その他健康づくり計画策定に
係わる必要な事項に関すること。
【組織】
　委員会は17名以内で組織し、町長
が委嘱する。
【任期】
　委員の任期は、平成１６年３月３
１日までとする。
【委員の報酬】
　医師　5,000円　その他の委員
3,000円

母子保健計画

【名称】桑折町母子保健連絡協議会
【目的】
　桑折町の母子保健向上と、総合的な母
子保健サービスを提供するため、医療・
教育・福祉等各分野の連携を図り、更に
協力関係を強化して事業を推進すること
を目的とする。
【活動内容】
　・下記についての助言・協議
（1）母子保健計画の策定と実施に関する
こと
（2）母子保健ケースの対応に関すること
（3）母子保健の向上に関すること
（4）母子保健に関する情報の交換
【委員の謝礼】予算額　50,000円
【その他】
・町長が委嘱、平成15年度委員10名
・任期2年

☆母子保健連絡協議会☆
【目的】
母子保健の向上と総合的な母子保健サー
ビスを提供するため、保健、医療、教
育、福祉等各関係機関が連携を図り、協
力し、事業を推進するため
【事業内容】
・母子保健計画の効果的な推進にかんす
ること（進行管理組織）
・母子保健事業の向上、推進に関するこ
と
・母子保健事業に関する情報交換、連携
に関すること
【委員】
町が委嘱　15名以内（保健関係者、医療
関係者、教育関係者、福祉関係者他）平
成14年度14名
【任期】　2年
【協議会】　年2回予定
【報酬】　7，200円

【計画の趣旨】
　親が安心して、楽しく子育てができ、
子供がすこやかにそだつことを目標と
し、平成９年３月に策定した。策定後５
年が経過し見直しの時期になっている。
　母子を取り巻く環境が大きく変化し、
住民のニーズも多種多様化しているな
か、目標を達成するために更なる子育て
支援、母子の健康増進、医療、福祉、教
育との連携が必要。
　今後は、住民とともに取り組めるよう
計画の見直しが必要である。
【現況】
　現在の計画をもとに保健師で素案づく
りを実施中。
　計画策定に当たり母子に関する住民グ
ループや関係者、住民などを含めて意見
を取り入れ評価体制を含めた計画を策定
する。
　最終的に町の上位団体である「健康づ
くり推進協議会」で協議する。

【計画の趣旨】
　町の長期計画の中の「健康で心のかよ
う福祉の町づくり」に基づき、平成９年3
月に21世紀を担う子供たちが心身ともに
健やかに生まれ育つために、母子保健計
画を作成したが、保健師の活動計画にと
どまっている。
　母子を取り巻く環境が大きく変化し、
住民のニーズも多種多様化している。
　今後、上記の目標を達成するために、
更なる子育て支援、母子の健康増進、医
療、福祉、教育との連携が必要です。
　また、前回の計画では、住民の意見が
含まれず、住民主体の計画になっていな
いため、住民とともに取り組める行動計
画を目指すものに見直しが必要です。
【現況】
　保健師で見直し検討中。
　既存のデータ‐を見直し活用すること
と、住民の意見を取り入れる方法につい
て検討中。

【計画の趣旨】
　梁川町第3次振興計画に基づき、平成9
年3月に「安心して子育てできるまちづく
り」を目指し、平成9年度から13年度まで
の母子保健計画を作成してきた。13年度
が本計画の見直し時期に当たっていた
が、町の第4次振興計画作成時期になって
いたため、
第4次振興計画を優先し、その後に見直す
考えできた。
　母子を取り巻く環境が大きく変化し、
住民のニーズも多種多様化している。
今後、、安心して子育てできるまちづく
り目指し、更なる子育て支援、母子の健
康増進、医療、福祉、教育との連携が必
要です。
町の第4次振興計画に基づき、「健やか親
子21」「新エンゼルプラン」を含めた計
画づくりを考えている。
【現況】
　評価体系図をもとに保健師で素案づく
りを実施中。

伊達町 保原町 霊山町

計画

・母子保健計画、健康日本２１計画は、各町の計画を新市に引き継ぎ、合併後速やかに策定する。

【保原町すこやか子育てプラン計画の趣
旨】
　町の長期総合計画の「みんなで助け合
い心ふれあう健康福祉都市」に基づき、
「すべての子どもがすこやかに成長する
ことのできる町」を目指し、平成8年度に
第一次計画策定、その後評価を踏まえ、
平成13年度第2次母子保健計画を策定し
た。平成18年度までのプランであり、目
標を達成するため、住民、関係者、行政
が連携し、地域での子育てを支援し、評
価をしながら見直しをすすめていく。
【現状】
　プランに基づいた事業を展開してい
る。今後も、住民との話し合いや評価体
系図をもとに、見直しに向け、進めてい
く。最終的には、母子保健連絡協議会の
中で、検討していく。

桑折町

【計画の趣旨】
　安心して子育てできる町づくりの実現
を目指し、平成9年度に母子保健計画を策
定し､5か年計画で保健事業を展開してき
た。平成13年度に計画を見直し、母子保
健の施策を効果的・総合的に推進するた
め､妊娠・出産・育児・その他、健やかな
子育てに関する現状の分析・検討を行
い、「安心して出産・子育てができ、子
ども達が健やかに成長できる町」の実現
に向けて母子保健計画を策定した。
【計画の期間】
　平成14年度を初年度とし、平成18年度
を目標年度とする、5か年計画とする。こ
の計画は、社会経済情勢の変動や母子の
ニーズの変化を踏まえながら、5年ごとに
検討を行う。

保健衛生事業

梁川町国見町 月舘町

【計画の趣旨】
　霊山町では、平成9年3月に健全な生活
習慣の確立や、すこやかに子どもを育て
るためのやさしい地域づくりを基本理念
として取組んできました。
　その後、町人口の減少・若い世代の他
町への転出婚姻率の低下等に伴う少子高
齢化の進展や、住民ニーズの多様化等に
的確に対応できる母子保健サービスの充
実を目指し、平成１１年より母子保健計
画の見直しに着手し育児をしている母親
との話し合いや育児アンケートによる
ニーズの把握から「すべての子どもたち
がすこやかに生まれ安心して子育てので
きる町」を基本理念として母子保健計画
改訂版
「すこやか親子ゆめプラン」を策定して
います。
Ｈ13年4月～Ｈ18年3月
【現況】
　①年度毎に、事業の評価を評価計画に
そって記入している。
　②育児アンケート結果集作成したが、
一部の住民の方に配付のみなので、住民
の方へ広く広報にて周知している。
　子育て支援･母子の健康増進･医療･福
祉･教育との連携をふまえ住民とともに取
り組める行動計画部分が不足していた。



協定項目 関係項目

調整の方針

基本健康診
査

町単独健康
診査事業

保健衛生事業 各種検診

・基本健康診査は、合併年度はそれぞれの町の例により実施し、合併後１年以内に統一する。
・町単独健康診査事業は、合併後１年以内に調整する。

【目的】
　自営業、農業等の在宅の若い世代（18
～39歳の男女）を対象に健康診査を実施
し、疾病のより早期の発見、予防、さら
に町民の健康づくりにつなげる。
【事業概要】
①対象者
　18～39歳の男女
②診査内容
　老人保健事業基本健康診査と同内容､
さらに尿酸（町単独）
③方法
　集団健診で手順､会場､実施時期､周知
方法､委託検診機関とも基本健康診査と
同内容で実施
④自己負担
　800円（ただし､国保加入者､町民税非
課税世帯､生活保護世帯の方は無料）

【目的】
　自営業、農業等の在宅の若い世代（35
～39歳の男女）を対象に健康診査を実施
し、疾病のより早期の発見、予防、さら
に町民の健康づくりにつなげる。
【事業概要】
①対象者
　35～39歳の男女
②診査内容
　・老人保健事業基本健康診査と同内容
　・胃ガン検診
③方法
　集団健診で手順､会場､実施時期､周知
方法､委託検診機関とも基本健康診査・
胃ガン検診と同内容で実施
④自己負担
　　無し

【目的】
　老人保健法に規定する基本健康診査を
実施することにより生活習慣病を早期発
見し早期治療へとつなげる。また、健診
結果において必要な者に対して個人の生
活習慣などを考慮した支援や健康管理体
制を図る。さらに健診を受診することに
より健康についての認識と自覚の高揚を
図る。
【事業概要】
①対象者：40歳以上の者
次の者は除く
・事業所などで受診できる者。
・診査の対象疾患で治療中及び経過観察
中の者。
・歩行困難な者。妊産婦
②診査内容
　問診、身体計測、血圧測定、検尿、循
環器検査、貧血検査、肝機能検査、腎機
能検査　血糖検査、心電図、眼底検査、
肝炎ウィルス（節目年齢）
委託先：福島県保健衛生協会
実施回数：平成15年度13回（結核・大
腸・前立腺がん検診成人歯科健康診査を
同時に実施
③自己負担金：基本健康診査：1,000円､
･自己負担金免除者：国保加入者、70歳
以上の方
　　　　　町民税非課税世帯、生活保護
世帯の方
④経費負担：国1/3、県1/3、町1/3（基
準額内で）

桑折町

【目的】
　老人保健法に規定する基本健康診査を
実施することにより生活習慣病の早期発
見をするとともに診査の結果、必要な者
に対して、個々人の生活習慣等を考慮し
た保健支援や健康管理体制を図る。ま
た、壮年期からの健康についての認識と
自覚の高揚を図る。
【事業概要】
①対象者：40歳以上の住民
　次のものは除く
・事業所等で受診できる者。
・診査の対象疾患で治療中及び経過観察
中の者。
②診査内容
　問診、身体計測、理学的検査、血圧測
定、検尿、循環器検査、貧血検査、肝機
能検査、腎機能検査及び血糖検査、心電
図　肝炎ウィルス（節目年齢など）
③自己負担金
基本検診1000円、B・C型肝炎検査（無
料）
･自己負担金免除者・・・生活保護世
帯、住民税非課税世帯、老人医療受給者
の人
④経費負担：国1/3、県1/3、町1/3

伊達町 国見町 梁川町

【目的】
　老人保健法に規定する基本健康診査を
実施することにより生活習慣病の早期発
見をするとともに診査の結果、必要な者
に対して、個々人の生活習慣等を考慮し
た保健支援や健康管理体制を図る。ま
た、壮年期からの健康についての認識と
自覚の高揚を図る。
【事業概要】
①対象者：40歳以上の住民
　次のものは除く
・事業所等で受診できる者。
・診査の対象疾患で治療中及び経過観察
中の者。
②診査内容
　問診、身体計測、理学的検査、血圧測
定、検尿、循環器検査、貧血検査、肝機
能検査、腎機能検査及び血糖検査、心電
図、眼底、　肝炎ウィルス（40～70歳検
査未の希望者）、尿酸（町単独）
③委託先：福島県保健衛生協会
・周知方法：検診日程のお知らせ全戸配
布、広報、
　　　　　　健康推進員による啓発
④自己負担金：基本健康診査：800円､
　　　　　　　肝炎検査：600円､
（ただし、国保加入者、70歳以上の方町
民税非課税世帯、生活保護世帯の方は無
料）
⑤経費負担：国1/3、県1/3、町1/3（基
準額内で）

保原町

【目的】
　老人保健法に規定する基本健康診査を
実施することにより生活習慣病の早期発
見をするとともに診査の結果、必要な者
に対して、個々人の生活習慣等を考慮し
た保健支援や健康管理体制を図る。ま
た、壮年期からの健康についての認識と
自覚の高揚を図る。
【事業概要】
①対象者：40歳以上の住民
　次のものは除く
・事業所等で受診できる者。
・診査の対象疾患で治療中の者。
②診査内容
　問診､身体計測､理学的検査､血圧測定､
検尿､循環器検査､貧血検査､肝機能検査､
眼底検査､腎機能検査及び血糖検査
（HbA1Cは選択性）､心電図､肝炎ウィル
ス（節目年齢及び要指導者）
③委託先：福島県保健衛生協会
　周知方法：広報、婦人保健協力員によ
る啓発
　実施回数：平成14年度21回（結核・が
ん検診等とセットで実施）
自己負担：無し
④経費負担：国1/3､県1/3､町1/3

【目的】
　老人保健法に基づく基本健診を実施
し、住民の健康増進を図る。
【内容】
①対象者
　４０歳以上の住民
②診査内容
　問診､身体測定､血圧測定､検尿､心電
図､血液検査､肝炎ウイルス検査
③委託先　福島県保健衛生協会
自己負担:基本健診1,300円､肝炎検診８
００円

霊山町 月舘町

【目的】
　老人保健法に規定する基本健康診査を
実施することにより生活習慣病の早期発
見をするとともに診査の結果、必要な者
に対して、個々人の生活習慣等を考慮し
た保健支援や健康管理体制を推進し、住
民の健康増進を図る。
【事業概要】
①対象者
　40歳以上の住民
　肝炎ウイルス検診は40～70歳までの節
目（40、45、50、55、60、65、70）
②診査内容
　問診､身体計測､血圧測定､腎臓･尿路､
糖､脂質､肝臓､心電図､眼底､貧血､HbA1c､
肝炎ウィルス（節目年齢）
③方法
・集団健診
手順：希望者の申し込みを取り、案内、
問診票など必要書類を区長が配布し当日
持参し受診する。
後日結果通知を郵送。関連する健康教育
や事後指導等を行う。
委託先：（財）福島県保健衛生協会
周知方法：住民検診一覧表、広報紙
場所：町内9箇所　10日間
自己負担金：
・基本健診1,000円(対象外は実費7,025
円)､
・肝炎ウイルス検診800円
自己負担金無料の者…70歳以上の者
　　　　　　　　生活保護世帯､住民税
非課税世帯､
【経費負担】　国 1/3　県 1/3　町 1/3

【目的】生活習慣病の早期発見、早期治
療を図る。さらに、検診の結果、必要な
者に対してそれぞれの生活習慣を考慮し
た保健支援や健康管理体制を整え、住民
の健康の保持増進を図る。
【対象者】40歳以上の住民
【内容】問診､身体計測､血圧測定､腎
臓・尿路､糖､脂質､肝臓､心電図､眼底､貧
血､ＨｂＡ１ｃ､肝炎ウイルス
自己負担：基本健診700円､肝炎ウイルス
検査　500円､ただし､70歳以上､非課税､
世帯､生活保護世帯､国保被保険者は無料
【経費負担】国１/３　県１/３　町１/
３

　



協定項目 関係項目

調整の方針

ガン検診

保健衛生事業 各種検診

・ガン検診は、合併年度はそれぞれの町の例により実施し、合併後１年以内に統一する。

【実施日数】（平成１５年度）
・胃・肺がん（レントゲン）：１５日間
・肺がん（喀痰）：回収１日間
・大腸がん：配布・回収２日間
【委託検診機関】：福島県保健衛生協会
【周知方法】
　広報・健康推進員による啓発（胃が
ん、肺がん（レントゲン）は案内を全戸
配布、
　肺がん（喀痰）、大腸がんは希望者に
案内）
【自己負担】
　胃がん：600円
　肺がん胸部レントゲン：無料
　肺がん喀痰：800円
　大腸がん：無料
　（国保加入者、７０歳以上の方、町民
税非課税世帯、生活保護世帯の方は無
料）
【結果】：子宮がん個別通知
　　乳がん受診時病院より渡す
【会場】
・胃・肺がん（レントゲン）：
・肺がん（喀痰）：観月台文化センター
・大腸がん：観月台文化センター外４箇
所

【委託先】
保健衛生協会～胃・大腸・肺・子宮がん
町内医療機関外7ヶ所：乳がん
　医療機関4ヶ所～　：子宮がん
【周知方法】　広報・婦人保健協力員に
よる啓発
【自己負担】　施設検診のみ
　乳がん（30～49歳）～400円
  乳がん（50歳～）～1,600円
　子宮がん（頸部）～1,800円
  子宮がん（体部）～1,400円

　

【実施回数】　１５年度
　胃がん１２日・肺がん１５日
　子宮・乳がん　　　　　３日
　大腸がん　　　　　　　３日
【委託先】：保健衛生協会（胃・子宮・
乳・肺）
町内外医療機関４か所（乳）
町内医療機関２か所（大腸）
【周知方法】　広報、ホームページ
【自己負担】
・大腸がん５００円
・胃がん９００円
・肺がん５００円
・乳がん４００円（７００円）
・子宮がん６００円（１，３００円）
　　（　）は、施設検診
自己負担金無料の人：国保加入者
　　　　　　　　　　７０歳以上の方
　　　　　　　　　　町民税非課税世帯
　　　　　　　　　　生活保護世帯

実施回数　　胃がん　　8日
　大腸がん　配布と回収で2日
　肺がん（レントゲン）基本健診と同日
10日
　　〃　　(喀痰)　　　配布と回収で2
日
　乳がん　　2日
　子宮がん　2日
委託先：保健衛生協会
大腸がんのみ保原中央クリニック
子宮・乳がん施設健診…７施設
周知方法：住民検診一覧表の配布、広
報、保健協力員による啓発
自己負担
・胃がん　　　700円
・大腸がん　　無料
・肺がんレントゲン　無料
・肺がん喀痰　600円
・乳がん　【集団・施設）　500円
・子宮がん（集団）　500円
　　　　　【施設）　800円【体部500円
追加）
自己負担金無料の人：老人医療受給者

〔実施回数〕
・胃・大腸・肺がん：６日間　総合検診
と同時
・喀たん検査　　　１日
・子宮がん検診　　１日
・乳がん検診　　　１日
委託先：保健衛生協会
　　　　施設検診…委託医療機関
〔周知方法〕広報　生涯学習カレンダー
通知
〔自己負担額〕
・胃がん　６００円
・大腸がん　３００円
・肺がん喀痰　４００円
・子宮がん（集団）５００円
　　　　　（施設）８００円(体部５０
０円追加)
・乳がん　（集団）２００円
　　　　　（施設）４００円
自己負担無料のもの：７０歳以上のもの
　　　　　　　　　　非課税世帯
　　　　　　　　　　生活保護世帯
　　　　　　　　　　国保被保険者

【目的】
　がん予防とがんの早期発見、早期治
療。住民自らの健康管理に役立て、健康
意識の高揚を図る。
【対象】
　40歳以上の住民
　乳がん、子宮がんは30歳以上の女性
【方法】
集団と医療機関個別検診を実施
種類：
胃がん検診（胃透視）
大腸がん（便潜血）
肺がん（胸部レントゲン、喀痰検査）
子宮がん頚部・体部（頸部細胞診）
乳がん（医師の視触診）
前立腺検診（50歳以上希望男性、町単
独）

【目的】がんの早期発見、早期治療を図
り、住民の健康の保持増進を図る｡
【対象者】
４０歳以上の住民
乳がん・子宮がん検診は３０歳以上の女
性
乳がん検診は５０歳以上は偶数年齢のも
の
【方法】
・集団検診：胃・大腸・肺がん
　乳・子宮がん
・施設検診…乳・子宮がん（頸部・体
部）
【種類】
　胃がん検診（胃透視）
　大腸がん検診（便潜血検査）
　肺がん検診（胸部レントゲン、喀たん
検査）
　子宮がん検診（頚部細胞診）
　乳がん検診（視触診・マンモグラ
フィー）
　５０歳以上がマンモ実施

月舘町霊山町

【目的】
　がん予防とがんの早期発見、早期治
療。住民自らの健康管理に役立て、健康
意識の高揚を図る。
【対象】
40歳以上の住民
乳がん、子宮がんは30歳以上の女性
【方法】
・集団検診：胃・大腸・肺がん（総合検
診）
　乳・子宮がん
・施設検診・・乳・子宮がん（頸部・体
部）
種類】
・胃がん検診（胃透視）
・大腸がん検診（便潜血）
・肺がん検診（胸部レントゲン・喀痰検
査）
・乳がん検診  30～49歳…視・触診
　　　　　　　50歳以上はマンモグラ
フィー
・子宮がん検診（頚部細胞診）

【目的】
　老人保健法に基づく、各種がん検診を
実施し、住民の健康増進を図る。
【対象】
40歳以上の住民
乳がん、子宮がんは30歳以上の女性
【方法】
・集団検診：胃・大腸・肺がん
　乳・子宮がん
・施設検診・・乳・子宮がん（頸部・体
部）
【種類】
・胃がん検診（胃透視）
・大腸がん検診（便潜血）
・肺がん検診（胸部レントゲン・喀痰検
査）
・乳がん検診  視・触診
・子宮がん頚部・体部検診（頚部細胞
診）

保原町

【目的】
がん予防とがんの早期発見、早期治療。
住民自らの健康管理に役立て、健康意識
の高揚を図る。
【対象】
40歳以上の住民
乳がん、子宮がんは30歳以上の女性
【方法】
集団検診：胃・大腸・廃前立腺
施設健診：子宮・乳がん
【種類】
・胃がん検診（胃透視）
・肺がん検診（胸部レントゲ ン・喀痰
検査）
・大腸がん検診（便潜血）
・子宮がん検診（医師の診察、細胞診）
・乳がん検診（医師の診察、視触診）
【希望者の把握】
・胃がん、大腸がんは健康管理世帯調査
台帳であらかじめ把握
・肺がん（レントゲン）は結核検診受診
者とする
・肺がん（喀痰）は基本健康診査受診者
から希望者把握

梁川町国見町

【目的】
　がん予防とがんの早期発見、早期治
療。住民自らの健康管理に役立て、健康
意識の高揚を図る。
【対象】
40歳以上の住民
乳がん、子宮がんは30歳以上の女性
【方法】
集団検診：胃・大腸・廃前立腺・子宮が
ん
施設健診：子宮・乳がん
【種類】
・胃がん検診（胃透視）
・肺がん検診（胸部レントゲ ン・喀痰
検査）
・大腸がん検診（便潜血）
・前立腺がん検診（血液検査）
・子宮がん検診【頚部細胞診）
・乳がん検診（視・触診 ）
【希望者の把握】
・総合健診調査台帳であらかじめ把握
・肺がん（喀痰）は基本健康診査受診者
から希望者把握

伊達町

④実施日数（平成１５年度）
・総合検診　９日間
・子宮がん(集団）1.5日
・子宮がん(施設）　40日
・乳がん健診　　　４０日
【委託先】福島県保健衛生協会
【周知方法】CATV・健康カレンダー・広
報
【自己負担】
　乳がん（触診）　 800円
  子宮がん（頚がん・集団）　700円
  子宮がん（頚がん・施設）1,000円
  子宮がん（体がん・施設）1,000円
自己負担無料の者…
　・町県民税非課税世帯の者
　・70歳以上の者
　・国民健康保健加入者

【目的】
がん予防とがんの早期発見、早期治療。
住民自らの健康管理に役立て、健康意識
の高揚を図る。
【対象】
・40歳以上の住民
・子宮がんは30歳以上の女性
・乳がんは40歳以上の女性
・前立腺がんは基本健康診査を受診する
50～75歳の男性
【方法】集団検診。子宮がんは集団と個
別検診を実施。
【種類】
・胃がん検診（胃透視）
・肺がん検診（胸部レントゲ ン・喀痰
検査）
・大腸がん検診（便潜血）
・子宮がん（医師の診察、細胞診
・乳がん健診（視・触診・マンモグラ
フィー)
【希望者の把握】
・世帯台帳であらかじめ把握

　
　

桑折町

実施回数…平成15年度
　胃がん8日間、大腸がん13日間、
　肺がん（ﾚﾝﾄｹﾞﾝ）13日間、
　肺がん（喀痰）1日間､乳がん3日間、
子宮がん（集団）1日間、（施設）8月～
11月。
委託先…福島県保健衛生協会。
周知方法…回覧、広報、各世帯台帳配布
時に検診の案内を配布。
自己負担…胃がん800円
　肺がん胸部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ無料
　肺がん喀痰500円
　乳がん1000円
　子宮がん　バス600円
　          施設800円(体部500円）
自己負担無料の者…
　・町県民税非課税世帯の者
　・70歳以上の者
　・国民健康保健加入者



協定項目２４－１０ 保健衛生事業 先進事例 
 
■登米市 

１．「健康づくり２１」計画については、新市において速やかに策定する。 
２．基本健康診査などの検診内容については合併時に統一する。  

 
 
■笛吹市 

１．新市において新たに策定する保健計画では、健康日本２１の趣旨を取り入れ、住民

の主体的な参加による健康づくり対策を講ずる。 
２．健康診査、各種検診は、現行制度を継続して実施するが、内容については合併時

までに調整する。 

 



協議第３６号 
 

   保育事業について 

 
 保育事業について、次のとおり提案する。 
 
   平成１６年６月３日提出 
 
 
                    伊達７町合併協議会 
                     会 長  池 田 善 治 
 
協定項目２４―１５ 保育事業 

(1)保育所は、７町において設置主体の違いはあるが、現行のとおり新市に引き

継ぐ。 
(2)保育料は、合併時に国の基準の５階層として統一する。ただし、軽減率につ

いては新市において調整する。 
(3)保育料の減免は、国県補助の基準に基づき、引き続き新市において実施する。 
(4)延長保育は、現行のとおり新市に引き継ぎ、公立保育所の延長時間は、新市

において速やかに統一する。 
(5)乳児保育は、その入所時期を産休明けとし、合併時に統一する。 
(6)季節保育所は存続し、地域性とその趣旨を考慮し、新市において常設保育所

との整合性を図る。 
(7)保育所振興事業補助は、現行のとおり新市に引き継ぐ。 
 
 



協定項目 関係項目

調整の方針

保育所

月舘町国見町 梁川町 保原町 霊山町

【平成１５年度保育所徴収基準額】
階層区分　第１階層
定義　生活保護法による被保護世帯
（単給世帯を含む）
３歳未満児０円　３歳以上児０円
階層区分　第２階層
定義　所得税、市町町民税非課税世
帯
３歳未満児　9,000円　３歳以上児
6,000円
階層区分　第３階層
定義　所得税非課税世帯町民税課税
世帯
３歳未満児　19,500円　３歳以上児
16,500円
階層区分　第４階層
定義　所得税課税世帯
３歳未満児　30,000円　３歳以上児
27,000円
但し母子家庭にあっては,第２階層
に当る場合は、免除となる。第３階
層に当る場合は、１、０００円引い
た額となる。
桑折町は、４階層を上限としてい
る。

保育料

桑折町

【平成15年度保育所徴収基準額】
階層区分　第1階層
定　義
生活保護法による被保護世帯（単給
世帯を含む）
3歳未満児 0円
3歳児　　　 0円
4歳以上児 0円
階層区分　第2階層
定　義　市町町民税非課税世帯
3歳未満児 9,000円
3歳児　　　 6,000円
4歳以上児 6,000円
階層区分　第3階層
定　義　市町町民税課税世帯
3歳未満児 19,500円
3歳児　　　 16,500円
4歳以上児 16,500円
階層区分　第4階層
所得税 64,000円未満
3歳未満児 30,000円
3歳児　　　 27,000円
4歳以上児 27,000円
階層区分　第5階層
定　義
所得税 64,000円以上
3歳未満児 44,500円
3歳児　　　 41,500円
4歳以上児 39,950円

伊達町

町立　　　１
定員　１２０

私立　　１
定員　８０

保育事業 保育所

・保育所は、７町において設置主体の違いはあるが、現行のとおり新市に引き継ぐ。
・保育料は、合併時に国の基準の５階層として統一する。ただし、軽減率については新市において調整する。
・保育料の減免は、国県補助の基準に基づき、引き続き新市において実施する。
・延長保育は、現行のとおり新市に引き継ぎ、公立保育所の延長時間は、新市において速やかに統一する。
・乳児保育は、その入所時期を産休明けとし、合併時に統一する。

【平成１５年度保育所徴収基準額】
階層区分　第１階層
定　義：生活保護法による被保護世
帯（単給世帯を含む）
３歳未満児　０円
３歳児　　　　０円
４歳以上児　０円
階層区分　第２階層
定　義：市町村民税非課税世帯
３歳未満児　０円
３歳児　　　　０円
４歳以上児　０円
階層区分　第３階層
定　義：市町村民税課税世帯
３歳未満児　９，７５０円
３歳児　　　　８，２５０円
４歳以上児　８，２５０円
階層区分　第４階層
定　義：所得税６４，０００円未満
３歳未満児　２１，０００円
３歳児　　　　１８，９００円
４歳以上児　１８，９００円
階層区分　第５階層
定　義：所得税６４，０００円以上
１６０，０００円未満
３歳未満児　３５，５００円
３歳児　　　　２９，３１０円
４歳以上児　２４，３６０円
階層区分　第６階層
定　義：所得税１６０，０００円以
上
３歳未満児　５２，０００円
３歳児　　　　３１，１４０円
４歳以上児　２５，８８０円

【平成１５年度保育所徴収基準額】
階層区分　第１階層
定義
生活保護法による被保護世帯
３歳未満児　０円
３歳児　　　　０円
４歳児以上　０円
階層区分　第２階層
定義　市町村民税非課税世帯
３歳未満児　9,000円
３歳児　　　　6,000円
４歳児以上　6,000円
階層区分　第３階層
定義　市町村民税課税世帯
３歳未満児　19,500円
３歳児　　　　16,500円
４歳児以上　16,500円
階層区分　第４階層
定義　所得税64,000円未満
３歳未満児　30,000円
３歳児　　　　27,000円
４歳児以上　27,000円
階層区分　第５階層
定義　所得税64,000円以上160,000
円未満
３歳未満児　44,500円
３歳児　　　　41,500円
４歳児以上　41,500円
階層区分　第６階層
定義　所得税160,000円以上408,000
円未満
３歳未満児　54,000円
３歳児　　　　46,000円
４歳児以上　46,000円
階層区分　第７階層
定義　所得税408,000円以上
３歳未満児　61,000円
３歳児　　　　51,000円
４歳児以上　51,000円

【平成15年度保育所徴収基準額】
　階層区分　第1階層
　定　義
　生活保護法による被保護世帯（単
給世帯を含む）
　3歳未満児　　0円
　3歳以上児 　　0円
　階層区分　第2階層
　定　義　市町町民税非課税世帯
　　3歳未満児 　9,000円
　　3歳以上児　　6,000円
　階層区分　第3階層
　　定　義　市町町民税課税世帯
　　3歳未満児　19,500円
　　3歳以上児　16,500円
　階層区分　第4階層
　　所得税 64,000円未満
　　3歳未満児 　30,000円
　　3歳以上児 　27,000円
　階層区分　第5階層
　　定　義
　　所得税 64,000円以上 160,000
円未満
　　3歳未満児 　39,000円
　　3歳以上児 　35,000円
　階層区分　第6階層
　　定　義
　　所得税 160,000円以上 408,000
円未満
　　3歳未満児 　39,000円
　　3歳以上児 　35,000円
階層区分　第7階層
　　定　義
　　所得税 408,000円以上 720,000
円未満
    3歳未満児 　39,000円
　　3歳以上児 　35,000円

【平成15年度保育所徴収基準額】
階層区分　第１階層
定　義
生活保護法による被保護世帯（単給
世帯を含む）
３歳未満児 0円
３歳児　０円
４歳児　０円
５歳児　０円
階層区分　第２階層
定　義　町民税非課税世帯
３歳未満児　７，０００円
３歳児　５，０００円
４歳児　５，０００円
５歳児　５，０００円
階層区分　第３階層
定　義　均等割の額のみの（所得割
の額にない）世帯
３歳未満児　１６，０００円
３歳児　１３，０００円
４歳児　１３，０００円
５歳児　１０，７５０円
階層区分　第４階層
定　義　所得割の額のある世帯
３歳未満児　１９，５００円
３歳児　１６，５００円
４歳児　１６，５００円
５歳児　１２，５００円
階層区分　第５階層
定　義　所得税　１３，６００円未
満
３歳未満児　２５，０００円
３歳児　２２，０００円
４歳児　２２，０００円
５歳児　１５，２５０円
階層区分　第６階層
定　義　所得税　１３，６００円以
上６４，０００円未満
３歳未満児　３０，０００円
３歳児　２７，０００円
４歳児　２７，０００円
５歳児　１７，７５０円
階層区分　第７階層
定　義　所得税　６４，０００円以
上
３歳未満児　４２，０００円
３歳児　３７，８４０円
４歳児　３１，８７０円
５歳児　２０，１８０円

【平成15年度保育所保育料徴収基準
額】
階層区分　第1階層
定義　生活保護法による被保護世帯
（単給世帯を含む）
3歳未満児 0円
3歳児     0円
4歳以上児 0円
階層区分　第2階層
定義　市町村民税非課税世帯
3歳未満児 9,000円
3歳児　   6,000円
4歳以上児 6,000円
階層区分　第3階層
定義　市町村民税課税世帯かつ所得
税非課税世帯
3歳未満児 19,500円
3歳児　   16,500円
4歳以上児 16,500円
階層区分　第4階層
定義　所得税 24,000円未満
3歳未満児 25,000円
3歳児　   22,000円
4歳以上児 22,000円
階層区分　第5階層
定義　所得税 24,000円以上 64,000
円未満
3歳未満児 30,000円
3歳児     27,000円
4歳以上児 27,000円
階層区分　第6階層
定義　所得税 64,000円以上
160,000円未満
3歳未満児 44,500円
3歳児　   36,000円
4歳以上児 30,000円
階層区分　第7階層
定義　所得税 160,000円以上
408,000円未満
3歳未満児 54,000円
3歳児　   36,000円
4歳以上児 30,000円
階層区分　第8階層
定義　所得税 408,000円以上
3歳未満児 54,000円
3歳児　   36,000円
4歳以上児 30,000円

町立　　１
定員　６０

私立　　１
定員　６０

町立　　１
定員　８０

私立　　　３
定員　２９０

町立　　　２
定員　１７０



協定項目 関係項目

保育料減免

延長保育

乳児保育

【目的】
保育所入所児童の保護者がやむ
を得ない事情のため、通常の保
育時間を越えて保育を必要とす
る場合
【概要】
延長保育の時間は、午前７時１
５分から午後６時３５分までと
する
【事務手順】
延長保育申請書により受付け
る。
【費用】
通常保育料のみの徴収で、特別
な保護者負担は無し。
【経費負担】
延長保育促進事業
国　　1/2
県　　1/4
町　　1/4

月舘町霊山町

（１）「母子世帯等」・・母子及び寡
婦福祉法に規定する配偶者のない女子
で現に児童を扶養しているものの世帯
及びこれに準ずる父子家庭の世帯。
（２）「在宅障害児（者）のいる世
帯」・・次に揚げる児（者）を有する
世帯。
　①身体障害者福祉法第１５条に定め
る身体障害者手帳の交付を受けた者
　②養育手帳制度要綱に定める養育手
帳の交付を受けた者
　③特別児童扶養手当等の支給対象
児、国民年金法に定める国民年金の障
害基礎年金等の受給者
（３）「その他」・・保護者の申請に
基づき、生活保護法に定める要保護者
等特に困窮していると町長が認めた世
帯
　第２階層
　３歳未満児の場合　0円
　３歳以上児の場合　０円
　第３階層
　３歳未満児の場合　18,500円
　３歳以上児の場合　15,500円

【2人以上同時入所の場合】
徴収基準額を国のガイドラインの計算
法で作成し、実徴収についてはその基
準どおり（ただし、５階層以上頭打
ち）とする。
　徴収金基準額表の第2階層から第8階
層までの世帯であって、同一世帯から2
人以上の児童が入所している場合にお
いて、第2階層から第4階層までの場合
は最も高い児童が満額、次に高額の児
童が1/2、その他は1/10になる。第5階
層から第8階層は最も低い保育料が満
額、次に低額の児童が1/2、その他の児
童は1/10になる。
「母子世帯等」「在宅障害児（者）」
のいる世帯」「その他の世帯」
階層区分　　第２階層　0円　　第３階
層　３歳未満児　18,500円　３歳以上
児　15,500円
災害、疾病、その他特別の理由により
町長が必要と認めたときは、保育料の
全部又は一部を免除する。

梁川町国見町

保育事業 保育所

保原町

【２人以上同時入所の場合】
　徴収金基準額表の第２階層から第７
階層までの世帯であって、同一世帯か
ら2人以上の児童が入所している場合に
おいて、第２階層から第６階層に属す
る世帯で最も徴収基準額が低い児童に
ついては、徴収基準額　以外の児童の
うち、最も基準額が低い児童にちいて
は、１／２　上記以外の児童について
は、０円。第７階層に属する世帯で最
も徴収基準額が高い児童については、
徴収基準額　以外の児童のうち、最も
徴収基準額が高い児童については１／
２　上記以外の児童については、０
円。
【母子世帯・在宅障害児（者）のいる
世帯の場合】
第２階層　０円　第３階層・第４階層
は、それぞれ１，０００円減額

保育所費用徴収基準の各階層にそ
れぞれ異なった減免率を適用し保
育料を減額している。
災害、その他町長が特に認めた場
合の減免は、その都度別に実施し
ている。

民間保育所が実施する事業に対
しての補助事業
【目的】
延長保育に対する需要に対応す
るため、保育所が自主的に延長
保育に取り組む場合に補助を行
うことにより児童の福祉の増進
を図る。
【実施施設】
町内3保育所全て実施
【補助金の額】
15年度当初予算　　17,890,800
円

【目的】
仕事等の社会的活動し子育ての
負担感を緩和し安心して子育て
が出来るような環境整備を総合
的に推進するために、延長保育
を実施し児童の福祉の向上を図
ることを目的とする。
【概要】
保護者の就労時間、勤務時間等
を考慮し、真に延長保育が必要
と認められる児童に限る。
【費用】
通常保育料のみの徴収で、特別
な保護者負担は無い。
【内容】
１１時間の開所時間の前後の時
間においてさらに概ね３０分以
上１時間の延長保育又は平均対
象児童数5人以上の延長を実施
朝　1時間延長　　7：00～
夜　1時間延長　19：00まで

17年度実施予定 【目的】
延長保育に対する需要に対応す
るため、保育所が自主的に延長
保育に取り組む場合に補助を行
うことにより児童の福祉の増進
を図る。

【2人以上同時入所の場合】
　徴収金基準額表の第2階層から第
8階層までの世帯であって、同一世
帯から2人以上の児童が入所してい
る場合において、
<第2階層から第5階層までの場合>
最も高い保育料の児童が全額、次
に高額の児童が1/2、その他は1/10
になる。
<第6階層から第8階層までの場合>
最も低い保育料の児童が全額、次
に低額の児童が1/2、その他の児童
は1/10になる。

【趣旨】
延長保育に対する需要に対する
ため、保育所が自主的に延長保
育に取り組む場合に補助を行う
ことにより児童の福祉の増進を
図ることを目的とする。
【実施主体】桑　折　町
【延長保育の時間】
開所時間の１１時間をこえた午
後６時３０分から７時までの３
０分を延長とする。
【事業の実施】
事業を担当する保育士として３
名以上配置
【費用】保護者負担金なし。

桑折町

【目的】保育所において安定的
に乳児保育が実施できるよう、
乳児保育を担当する保育士を確
保し、年度途中入所の需要等に
対応し、環境整備を行い乳児保
育の一層の推進を図ることを目
的とする。
【概要】出産後保護者が安心し
て就労できるよ産休明け保育を
実施している。
【手続き方法】通常の入所手続
きと同じ。産休明けから６ケ月
児未満の申込児に対しては、母
子手帳を提示してもらう。
【補助】一般財源として保育所
運営費にふくまれている。

【目的】
　出産後、乳児保育をする保育
所があれば安心して出産し、働
くことができる保護者のニーズ
に応えていく。
【概要】
　生後3ヶ月から入所を受け入
れている。
【事務手順】
　通常の入所手続きと同じ。
【経費負担】
　国　　　　1/3
　県　　　　1/3
　市町村　　1/3

【２人以上入所の場合】
徴収金基準額表の第２階層から第
４階層までの世帯であって、同一
世帯から２人以上の児童が入所し
ている場合において、第２階層か
ら第４階層までの場合は、徴収基
準額が低い児童が満額、満額者を
除いた双方の一方が徴収基準額が
低い児童が１/2、それ以外の児童
が１/10になる。
【減免対象児】
「母子世帯」、「在宅障害児のい
る世帯」、「療育手帳の交付を受
けた者」、「生活保護世帯」等に
該当する第２階層世帯は免除、第
３階層世帯は３歳未満児が、
19,500円が18,500円になり、３歳
以上児が16,500円が15,500円とな
る。

【2人以上同時入所の場合】
　徴収金基準額表の第2階層から第
5階層までの世帯であって、同一世
帯から2人以上の児童が入所してい
る場合において、第2階層から第4
階層までの場合は最も高い児童が
満額、次に高額の児童が1/2、その
他は1/10になる。第5階層は最も低
い保育料が満額、次に低額の児童
が1/2、その他の児童は1/10にな
る。

　災害、疾病、その他特別の理由
により町長が必要と認めたとき
は、保育料の全部又は一部を免除
する。

趣旨
延長保育の需要に対応するた
め、自主的に延長保育を実施す
ることにより児童の福祉の増進
を図る。
内容
11時間の開所時間の前後におい
て、さらに概ね30分の延長保育
を行うこと。
予算
平成14年度　４，８２８，８０
０円
補助率
県　3/4

伊達町

【目的】
出産後、乳児保育をする保育所
があれば安心して出産し、働く
ことができる保護者のニーズに
応えていく。
【概要】
　現在７か月になった時点で入
所を受け入れている。
【事務手順】
通常の入所手続きと同じ。
【経費負担】
市町村

【目的】
　出産後、乳児保育をする保育
所があれば安心して出産し、働
くことができる保護者のニーズ
に応えていく。
【概要】
　6か月になった時点で入所を
受け入れている。
【事務手順】
　通常の入所手続きと同じ。
【経費負担】
　国　　　　1/3
　県　　　　1/3
　市町村　　1/3

【目的】
　乳児保育を実施することによ
り、安心して、出産し出産後働
くことができる、保護者のニー
ズに応えていく。
【概要】
　通常、産休明け後の時点で入
所を受け入れている。
【事務手順】
　通常の入所手続きと同じ。
【経費負担】
　国　　　　1/3
　県　　　　1/3
　市町村　　1/3

【目的】
出産後、乳児保育をする保育所
があれば安心して出産し、働く
ことができる保護者のニーズに
応えていく。
【概要】
　3ヶ月から入所を受け入れて
いる。
【事務手順】
　通常の入所手続きと同じ。

【目的】
　乳児の入所については年間を
通じた入所児童数の変動がある
ことから、保育所において安定
的に乳児保育を実施できるよう
に乳児保育を担当する保育士を
確保しやすくすることにより年
度途中入所の需要等に対応し、
乳児保育の一層の推進を図るこ
とを目的とする。
【概要】
　園では3ヶ月になった時点で
入所を受け付けている。
【事務手順】
　通常の入所手続きと同じ。
【経費負担】
　国　　　　　1/3
　県　　　　　1/3
　市町村　　1/3



協定項目 関係項目

調整の方針

季節保育所
運営事業

保育所振興
事業補助

月舘町

【概要】
　季節保育所の入所は、年度当
初の入所と随時の入所の2通り
があり、保護者の家庭状況によ
り随時受け付ける。
①入所申込時期
　年度当初については、毎年2
月下旬～3月上旬にかけて、途
中入所は随時
②申込方法
　健康福祉課まで電話等でご連
絡いただく。
【開設期間】
春季　4月10日～　7月18日
秋季　8月25日～11月28日
【保育時間】
　8：15～16：00まで
【入所資格】
　町内に住む満3歳児以上の幼
児（ただし2歳以上でおむつの
取れた幼児も含む）
【保育箇所】
　5箇所
　（注）園児が5人以上に満た
ない場合は統合になります。

【目的】
　農繁期等の地域産業の繁忙期
において、保護者の労働により
保育に欠ける幼児に対し必要な
保育を行い、児童福祉の増進に
資する。

【開設箇所】
　町内9カ所

【開設期間】
　年2回開設し、期間は年間延
べ100日とする。

【運営費の負担】
　幼児の保育に要する費用のう
ち、食糧費は幼児の保護者の負
担とする。

【保育従事者】
　保育従事者は、臨時的雇用で
対応している。

【目的】
　農家の多い大田、柱沢、富成
地区において、４月から11月の
農繁期に季節保育所を開設し、
児童福祉の向上を図る。

【事業形態】
　社会福祉協議会に業務委託

【おやつ代】
　1人月額5,000円

霊山町保原町

保育事業 その他の保育事業

・季節保育所は存続し、地域性とその趣旨を考慮し、新市において常設保育所との整合性を図る。
・保育所振興事業補助は、現行のとおり新市に引き継ぐ。

桑折町 伊達町 国見町 梁川町

【開設の目的】
　農繁期等時期的に保育に欠け
る児童を保育することを目的と
する。
【入所対象者】
　3歳、4歳児
【保育時間】
　平　日：午前8時00分～午後4
時
　土曜日：午前8時00分～午前
11時30分(第2、第4は休み)
【開設期間】
　年間240日
　前期：4月9日～8月9日
　中期：8月26日～12月21日
　後期：1月8日～3月24日
【開設季節保育所名及び入所人
員】
　小坂季節保育所　　36人
　森江野季節保育所　51人
　大木戸季節保育所　30人
　大枝季節保育所　　16人
合計133人
【おやつ代】
　1人月額7,500円

霊山三育保育園
運営　社会福祉法人創生福祉事
業団
借地面積　498坪

借地料857,000円のうち
200,000円補助

概要
　社会福祉法人桑の実福祉会経
営の伊達保育園敷地が借地のた
め、借地料1,300,000円を全額
補助している。



協定項目２４－１５ 保育事業 先進事例 
 
■登米市 

１．通常の保育時間は、合併時に統一する。 
２．特別保育事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 
３．保育料については、合併時に階層区分を国の基準の７階層として統一する。  

 
 
■田村市 

１．保育時間は、月曜から土曜まで、７時３０分から１８時３０分まで対応できる体制

をとることとする。 
２．延長保育については、現行のとおり新市に引き継ぐが、新市において利用者の要望

を踏まえて調整する。 
３．保育料については、平成１７年度より、前年度の所得税が 63,999 円以下の階層は 
大越町の例により、64,000 円以上の階層については常葉町の例による。 

４．保育料の減免については、平成１７年度から都路村及び常葉町の例による。  

 
 
■笛吹市 

１．保育所については、現行のまま新市に引き継ぐ。 
２．保育時間については、現行のまま新市に引き継ぎ、延長保育については引き続き実

施する。 
３．保育料については、合併年度はそれぞれの町村の例により、合併翌年度より国の徴

収基準及び現行のそれぞれの町村の保育料を勘案して統一を図る。 
４．保育所助成事業については、国・県の助成制度に関わるものについては、現行どお

り継続し、その他のものについては、必要性、有効性、公平性を考慮し、新市におい

て調整する。 

 



協議第３７号 
 

   健康づくり事業について 

 
 健康づくり事業について、次のとおり提案する。 
 
   平成１６年６月３日提出 
 
 
                   伊達７町合併協議会 
                    会 長  池 田 善 治 
 

協定項目２４―１６ 健康づくり事業 

(1)個別健康教育、集団健康教育は、現行のとおり新市に引き継ぐ。 
(2)健康相談事業は、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後に再編する。 
(3)食生活改善推進事業は、現行のとおり新市に引き継ぎ、報償費等の違いにつ

いては合併後速やかに再編する。 
(4)出産祝金、育児手当、施術費助成事業は合併後に調整する。 
(5)保健協力員、保健推進員については、その報酬額・活動内容等を合併時に統

一する。 
(6)健康づくり推進協議会は、委員報酬等を統一して、合併時に再編する。 
  
 



協定項目 関係項目

調整の方針

個別健康教育

集団健康教育

霊山町 月舘町

【名称】
 個別健康教育　（耐糖能異常）
【対象】
　選定基準に合った者
【内容】
　相談　６回
　血液検査　４回
【指導者】
　保健師、栄養士
【負担割合】
　老人保健事業の１項目として基準
額があり、その対象として計上。補
助は、項目ごとに総事業費または基
準額の少ない方に対し国　1/3  県
1/3  市町村1/3

【名称】
 個別健康教育     なし

【名称】
 個別健康教育     なし

【名称】
 個別健康教育     なし

国見町 梁川町

【名称】
 個別健康教育（禁煙）
【目的】
　禁煙への行動変容を効果的に支援
し、タバコが危険因子の一つと考え
られる肺がんをはじめ多くのがんや
心臓病、脳血管疾患等様々な生活習
慣病を予防することを目的に実施す
る。
【対象】
　基本健診問診時、現在タバコを
吸っている者のうち禁煙の意志を有
している方
【内容】
　初回と禁煙開始３ヶ月後に面接
（呼気中一酸化炭素濃度、尿中ニコ
チン濃度測定）その間、個別に電
話・レター等で禁煙継続の支援を行
う。（総期間：４～５ヶ月間）
【指導者】
　保健師、栄養士
【負担割合】
　老人保健事業の１項目として基準
額があり、その対象として計上。補
助は、項目ごとに総事業費または基
準額の少ない方に対し国　1/3  県
1/3  市町村1/3

保原町

【名称】
 個別健康教育（高脂血症）
【対象】
　選定基準に合った者
【内容】
　相談　６回
　血液検査　４回
【指導者】
　保健師、栄養士
【負担割合】
　老人保健事業の１項目として基準
額があり、その対象として計上。補
助は、項目ごとに総事業費または基
準額の少ない方に対し国　1/3  県
1/3  市町村1/3

桑折町

【名称】
　個別健康教育（糖尿病）
【目的】
　総合健診などで要指導と判定され
た人を対象に、生活習慣病を予防す
る。
【内容】
　個別指導と集団指導の健康教育を
行なう。(6ｶ月間）
【指導者】
　保健師、栄養士
【負担割合】
　老人保健事業の1項目として基準額
があり、その対象として計上
　補助は、老人保健事業の総額に対
し
　　国　/1/3/　/県   1/3　/市町村
1/3

伊達町

健康づくり事業 生活習慣病予防事業

・個別健康教育、集団健康教育は、現行のとおり新市に引き継ぐ。

【名称】
 集団健康教育
【内容】
１）歯周疾患
　（１）８０２０教室
3回／年　　　１２７名
（２）基本健診８０２０ブラッシング指
導
5回／年　　　１２４９名
２）骨粗鬆症予防教室
対象：国保人間ドックの要指導者
開催回数：１回（２回コース）
３）病態別
糖尿病・肥満・乳がん・子宮がん・大腸
がん・胃がん
対象：基本健診の要指導者・一般住民
開催回数：４６回
４)一般
○高齢者健康教室・・７０歳対象
　開催回数：１２回　単発
○２１予防教室・・テーマ（タバコ・よ
い習慣）
　開催回数：１０回　単発
○習慣病予防教室
　対象：保健協力員
　開催回数：８回
○痴呆予防
　対象：寿会
　開催回数：３０～４０回
○要望のあった団体、組織対象に単発
【負担割合】
　老人保健事業の１項目として基準額が
あり、その対象として計上。補助は、項
目ごとに総事業費または基準額の少ない
方に対し国　1/3  県 1/3  市町村1/3

【名称】
 集団健康教育
【内容】
１）骨粗鬆症（転倒）予防教室
　　対象：全町民　　１回
２）病態別
　　糖尿病・高血圧・肝炎・肺が
ん・乳がん・子宮がん
　　対象：基本健診の要指導者・各
検診受診者
　　開催回数：27回
３）薬
　　対象：全町民
　　開催回数：１回
４)一般
　○検診の生かし方
　　対象：結核・基本健診受診者
　　開催回数：２０回
　○精密検査・・胃がん検診受診者
　　開催回数：１１回
　○運動
　　対象：高血圧・糖尿病予防教室
参加者
　　開催回数：３回
　○その他
　　各地区団体
【負担割合】
　老人保健事業の１項目として基準
額があり、その対象として計上。補
助は、項目ごとに総事業費または基
準額の少ない方に対し国　1/3  県
1/3  市町村1/3

【名称】
 集団健康教育
【内容】
１）歯周疾患
　　対象：基本健診受診者
　　開催回数：６回
２）骨粗鬆症（転倒）予防教室
　　対象：老人クラブ会員
　　開催回数：７回
３）病態別
　　糖尿病・生活習慣病・動脈硬化
　　対象：基本健診受診者
　　開催回数：７回
４)一般
　○保健協力員研修
　　開催回数：２回
　○各地区団体から依頼
【負担割合】
　老人保健事業の１項目として基準
額があり、その対象として計上。補
助は、項目ごとに総事業費または基
準額の少ない方に対し国　1/3  県
1/3  市町村1/3

【名称】
 集団健康教育
【内容】
１）歯周疾患　1回１５人
２）骨粗鬆症予防教室
　　対象：骨密度検診受診者
　　老人クラブ
　　開催回数：４回　単発
３）病態別
　　腎臓病・貧血・肝臓病・高脂血症・
心臓病
　　対象：基本健診の要医療・要指導・
治療中者
　　開催回数：１～４回
　　高脂血症予防：町民対象に４２回
単発
４）一般
　○運動中心・・基本健診で中性脂肪、
HbA1C
　　開催回数：１２回（継続）
　○生活習慣病予防・・高齢者・保健協
力員
　　開催回数：２回（単発）
　○がん予防（乳がん・子宮がん）
　　対象：検診受診者
　　開催回数：６回（単発）
　○各種料理教室・・基本健診・婦人
会・老人クラブ・公民館
　　（糖尿病・高脂血症・骨粗鬆症・一
般）
　　開催回数：１８回（継続・単発）
【負担割合】
　老人保健事業の１項目として基準額が
あり、その対象として計上。補助は、項
目ごとに総事業費または基準額の少ない
方に対し国　1/3  県 1/3  市町村1/3

【名称】
 集団健康教育
【内容】
１）骨粗鬆症（転倒）予防教室
　　対象：老人クラブ　　単発　５
回
２）病態別
　　高脂血症・高血圧
　　対象：基本健診の要指導者
　　　　　　前年参加OB
　　開催回数：27回
３)一般
　○痴呆予防
　　対象：一般住民
　　開催回数：１回
　○健康講演会・・年度毎テーマ決
める
　　開催回数：１回　単発
　○保健推進員研修会
　　対象：保健推進員
　　開催回数：４回
　○その他
　　高齢者学級、町内会、事業所
（警察署）単発
【負担割合】
　老人保健事業の１項目として基準
額があり、その対象として計上。補
助は、項目ごとに総事業費または基
準額の少ない方に対し国　1/3  県
1/3  市町村1/3

【名称】
 集団健康教育

【内容】
１）骨粗鬆症予防教室
　　対象：骨粗鬆症検診要指導者
　　開催回数：１回
２）病態別
　　腎臓病・糖尿病・貧血・肝臓
病・高血圧
　　対象：基本健診の要指導者
　　開催回数：１～４回
３)一般
　○一般住民対象・・年度毎テーマ
決める
　　開催回数：30～40回
　○健康講演会・・年度毎テーマ決
める
　　開催回数：１～２回
　○健康推進員研修会
　　対象：健康推進員
　　内容：調理実習、運動、講話
　○要望のあった団体、組織対象に
単発
【負担割合】
　老人保健事業の１項目として基準
額があり、その対象として計上。補
助は、項目ごとに総事業費または基
準額の少ない方に対し国　1/3  県
1/3  市町村1/3

【名称】
 集団健康教育
【内容】
１）歯周疾患　　　２回
２）骨粗鬆症予防教室
　　対象：一般住民
　　開催回数：４回　単発
３）病態別
　　高血圧・高脂血症・糖尿病・乳
がん
　　対象：一般住民
　　開催回数：３１回　単発
　　対象：糖尿病治療中の方
　　開催回数：７回
４)一般
　○運動（腰痛・肩こり）・・一般
住民
　　開催回数：１８回（単発）
　○食事・・一般住民
　　開催回数：１６回（単発）
　○痴呆予防・・一般住民
　　開催回数：２１回（単発）
　○生活習慣病・・基本健診結果要
指導者
　　開催回数：１３回
　○その他・・老人クラブ、婦人学
級、公民館
　　生活習慣病関係　単発開催
【負担】
　健康教育として計上　　国 1/3
県 1/3　町1/3



協定項目 関係項目

調整の方針

歯科相談

栄養相談

健康相談

育児相談

伊達町桑折町

名称…虫歯予防教室
【目的】
3歳以降は乳臼歯の虫歯の増加が著し
くまた6歳臼歯の萌出及び永久歯の生
え変わりが始まる時期でもある。
この大切な時期に保護者と子が歯に関
心をもち、おやつの選び方、正しいﾌﾞ
ﾗｯｼﾝｸﾞの仕方等を学び、虫歯予防と健
全な永久歯の生えかえがなされるよう
支援する。
【対象】
各幼稚園、保育所にて保護者と園児
【内容】
・歯科衛生士による児の歯の染め出
し、ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ指導
・保護者へ虫歯予防の講話
・幼児の食生活について講話
【スタッフ】
歯科衛生士、栄養士

名称・・・親子歯みがき教室
【目的】
歯の衛生週間にちなみ保護者と共に乳
幼児期からの正しいブラッシングの仕
方、おやつの選び方等を学び虫歯予防
への意識を高める。
【対象者】
子育て支援センターに来所の親子
【内容】
歯科衛生士による講話と染め出し、ブ
ラッシング指導

梁川町国見町

名称・・・歯みがき教室
【目的】
就園、就学前のう歯罹患率の低下を図る
ために実施。歯みがきの仕方や歯にいい
おやつについての普及のため。
また、ひまわり園においては、個別的な
指導が必要であり、心身障害児の歯科保
健指導強化につながるために実施してい
る。
【対象者】
　町立保育所　２ヶ所
　町季節保育所　４ヶ所
　ひまわり園（児と保護者）
　育児サークル（５グループ）
【内容】
・紙しばい
・歯科衛生士によるブラッシング指導
・食生活改善推進員によるおやつ紹介
【スタッフ】
歯科衛生士、食生活改善推進員、栄養
士、保健師

名称・・・親子歯科教室
【対象者】
季節保育所４～５カ所に６月と１０月
に保護者と園児を対象に実施。
【内容】
・保護者へ虫歯・歯周疾患予防の講話
・園児への歯の染め出し、歯磨き指導
・幼児の食生活についての講話
・おやつの試食
【スタッフ】
歯科医師、歯科衛生士、栄養士
食生活改善推進員

乳幼児健康相談
【目的】
　身体計測などによる発育・発達状況
の確認や育児相談、健診事後フォロー
の場、情報交換の場交流の場として開
催している。
【事業概要】
　対象：乳幼児とその保護者
　内容：①身体計測
　　　　②育児相談
　　　　③栄養相談
　　　　④歯科相談
　実施場所：保原町保健センター
　開催日：毎月第１金曜日午前

保健師、栄養士により随時対応 赤ちゃん健康相談
【目的】発育、発達の確認保育者の育
児相談母子の交流の場
【事業概要】
　対象者：主に生後６～７ヶ月児と１
歳児とその
　　　　保護者
　内容：①問診、発達チェック
　　　　②身体計測
　　　　③育児相談
　　　　④離乳食相談・試食
　実施場所：保健福祉センター
　開催日：奇数月に１回
　周知方法：生涯学習カレンダー、広
報、通知

すくすくの日（育児相談）
【目的】
　乳幼児の身長・体重測定をし、子供
の健康状態を確認し､また子育てに関
する不安や悩みなどを相談することに
より、安心して子育てができるよう支
援する
【事業概要】
　対象：乳幼児とその保護者
　内容：①身体測定
　　　　②育児相談
　　　　③栄養相談
　場所：やすらぎ園
　開催日：毎週金曜日午後

母子健康相談
【目的】
　身体計測などによる発育・発達状況
の確認や母親の育児相談（生活・発
育・栄養面）、乳幼児健診の事後フォ
ローの場、他の親子との交流の場とす
る。
【事業概要】
　対象：乳幼児とその保護者
　内容：①身体計測
　　　　②育児相談
　　　　③栄養相談
　　　　④健診後の状況確認
　　　　　　　（発達、発育等）
　場所：保健センター
　開催日：毎週月曜日午前

にこにこ相談会
【目的】
　身体計測などによる発育・発達状況
の確認や母親の育児相談（生活・発
育・栄養面）、乳幼
　児健診の事後フォローの場、他の親
子との交流の場として開催
【事業概要】
　対象：乳幼児とその保護者
　内容：①身体測定
　　　　②育児相談
　　　　③栄養相談
　実施場所：観月台文化センター
　開催日：奇数月１回
　周知方法：乳幼児健診時に保護
　者に啓発・町広報による周知

保健師、栄養士により随時対応

【事業概況】
対象…町民
心身の健康に関する一般的事項に関す
る相談を行なう。
【方法】
①定期健康相談
②町内健康相談会
③健康教室開催時
④希望者等あれば随時。
⑤いきいきふれあい講座開催時

【事業概況】
40歳以上の方及び必要に応じてその対
象者。心身の健康に関する一般的事項
に関する相談を行う。
【方法】
・一般健康相談：
　毎週金曜日９：００～１２：００
・重点健康相談（地区健康相談）：
　　住民健診後１月～３月に実施。基
本健診の結
　　果、要指導・要医療の方を対象に
指導。
【スタッフ】
保健師、管理栄養士、保健推進員

【事業概況】
　40歳以上の方及び必要に応じてその
対象者に対し
　心身の健康に関する一般的事項に関
する相談を行う。
【方法】
①各種団体の要望による
②教室開催時
③希望者等
対象者の相談内容を健康相談票に記録
し、保存する。
　

【事業概況】
40歳以上の方及び必要に応じてその対
象者
心身の健康に関する一般的事項に関す
る相談を行う。
【方法】
・総合健康相談
食生活・運動・ストレス・痴呆
・重点健康相談
高血圧・高脂症・歯周疾患・肥満・乳
がん

健康づくり事業 健康相談事業

・健康相談事業は、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後に再編する。

「内容」
各種組織から依頼があった際に随時栄
養士が講・調理実習を行う。
広報誌への掲載・・・毎月

【事業目的】
料理をつくることで、食への関心をも
つきっかけになるように実施する。
【対象者】
社会教育課「何かやっぺみっぺゼミ」
の参加者（小５年～中２年）
【回数】　１回
【スタッフ】社会教育課「何かやっぺ
みっぺゼミ」の担当者、栄養士

【その他】ケーブルテレビで料理番組
の放送

「内容」
公民館事業、各小中学校等、各種組織
から依頼、
要望あった際に随時、栄養士が栄養指
導（講話）調理実習等を行う。

「内容」
公民館事業、各種組織から依頼、要望
あった際に随時、栄養士が栄養指導
（講話）調理実習等を行う。

月舘町霊山町保原町

【事業目的】
町民が健康で豊かな食生活を送るため
に正しい食生活の普及啓発をするため
【対象者】一般住民
「内容」
保育所、幼稚園の親子調理実習及び正
しい食生活の啓発　３回／年
小学校での健康講話（児童・児童の
親）　１～２回/年
健康ほばら２１（地方計画）の推進の
ための活動（特に朝食の摂食率の増・
適正体重の維持）
町広報誌での正しい食生活の啓発活動
２回/年

【事業目的】
乳幼児期からの食生活が将来の生活習
慣病に大きく影響してくることから広
報や子育て支援センターでのおやつづ
くり、出前講座等で栄養改善への知識
の普及をはかる。
【内容】
・広報での知識の普及
・子育て支援センターでのおやつづく
り
・子育て支援センターに来ている親子
の講座と実習
・出前講座による調理実習と講話（随
時）

【事業目的】
「食」の面から取り組む健康づくりの
推進、支援
【内容】
・ヘルシーメニュー、減塩みそ汁など
の紹介、提供（各種健康教室）
・献血協力者へアドバイス
（貧血予防チラシ、野菜を使ったおや
つの紹介・提供）
・広報紙への掲載・・・毎月
（食から考える健康づくりの記事、レ
シピの紹介）
・学校関係・・依頼あれば随時
（小・中学校家庭科授業、食に関する
事業への協力）

【事業概況】
心身の健康に関して個別相談により助
言・指導を実施して本人・家族が生活
改善し健康管理ができる。
【対象】住民
【方法】
・定期健康相談（保健センターで実
施）36回
・ふれあい健康相談（ふれあいｾﾝﾀｰで
実施）58回
・町内会での健康相談（町内の集会所
にて）7回
・生活保護健康相談（保護者へ）6回
・高齢者健康相談（ｲｷｲｷ教室や寿会）
30回
・各健康教室での健康相談等24回
【スタッフ】
保健師、栄養士

【事業概況】
　心身の健康に関する個別の相談に応
じ、必要な助言指導を行い、家庭での
健康管理に資することを目的とする。
【方法】
(1)一般健康福祉センター
　（来所、電話）
(2)町保健協力員の協力で９カ所にて
健康講話とともに実施。
(3)集団健康教室時に実施。
(4)各種団体の要望により実施。

【事業概況】
住民の健康に対する不安に応じるため
【対象】
４０歳以上の人及び必要に応じ対象者
の家族
【方法】
①毎週水曜日定期健康相談日
②各種団体の要望による
③教室開催時
④四季の湯開催時
⑤その他随時
【スタッフ】
保健師、看護師



協定項目 関係項目

調整の方針

食生活改善
推進事業

伊達町

健康づくり事業

霊山町 月舘町国見町 梁川町 保原町

その他の事業

・食生活改善推進事業は、現行のとおり新市に引き継ぎ、報償費等の違いについては合併後速やかに再編する。

【目的】
 資質の向上と活動の振興を図り、地
域の食生活改善を効果的に促進し町
民の健康増進に寄与することを目的
とする。
【実施方法】
 食生活改善推進協議会の事務局を役
場保健福祉課に置き地区組織活動を
支援し地域住民の健康作りを推進す
る。
【事務局の事務】
活動時事務（通知、県報告など）
料理講習会（献立、資料作成）
【名称】　伊達町食生活改善推進協
議会
【組織】委員６名以内で組織。会長1
名、副会1名
【活動内容】
食生活改善に関する組織活動の育成
と推進
食生活に関する調査研究
委員相互の親睦
その他目的達成に必要な事項

委嘱　報償　12,000円/年

【目的】
 栄養・食生活の改善活動を促進させ
ることをもって、町民の健康増進に
寄与することを目的とする。
【実施方法】
　食生活改善推進協議会の事務局を
役場保健福祉課に置き地区組織活動
を支援し地域住民の健康作りを推進
する。
【事務局の事務】活動時事務（通
知、献立作成）
【名称】　国見町食生活改善推進員
協議会
【構成】　会員数11名、会長1名、副
会長1名
　　　　　庶務・会計1名、監事1
名、理事1名
【活動内容】
・伊達地区食生活改善協議会等研修
会への参加
・地区伝達講習会（調理実習）の実
施
・親子料理教室等の保健事業の協力
・独自に行うボランティア活動

【目的】
 栄養・食生活の改善活動を促進させ
ることをもって、町民の健康増進に
寄与することを目的とする。
【実施方法】
 食生活改善推進員会事務局を役場保
健福祉課に置き地区組織活動を支援
し地域住民の健康づくりを推進す
る。
【事務局の事務】活動時事務（通
知、献立作成）
【名称】　梁川町食生活改善推進員
会
【構成】会員９名、会長1名、副会長
1名、会計1名
【活動内容】
　母子～育児教室、1歳6ヶ月児健診
　　　　親子料理教室、親子歯科教
室
　成人～地区料理講習会,歩いて健康
づくり
【任期】 ２年
　委嘱   報酬　14,000円/年

【目的】
　住民の健康の保持、増進を図り、
健康づくり活動
の推進に努め、活力ある明るい保健
と福祉の町づくりに寄与することを
目的とする。
【実施方法】
　本会の事務局を役場健康福祉課に
おき地区組織活動を支援し、地域住
民の健康づくりを推進する。
【事務局の事務】 活動時の通知事
務,事業の計画
【名称】  保原町食生活改善推進員
会
【構成】 会員数20名,会長1名、副会
長1名
         庶務・会計1名、監事1名、
理事1名
【活動内容】
・伊達地区食生活改善協議会等研修
会への参加
・地区伝達講習会（調理実習）の実
施
・親子料理教室等の保健事業の協力
・独自に行うボランティア活動
ボランティア  会費500円/年

【目的】
 栄養・食生活の改善活動を推進し町
民の健康増進
に寄与することを目的とする。
【実施方法】
　食生活改善推進協議会の事務局を
福祉センター
内健康福祉課に置き地域住民の健康
づくりを推進
する。
【事務局の事務】  活動時の通知事
務
【名称】  霊山町食生活改善推進協
議会
【構成】 会員数14名（会長１名,副
会長１名）
【活動内容】
・伊達地区食生活改善協議会等研修
会への参加
・地区伝達講習会（調理実習）の実
施
・親子ワクワククッキング等教室の
協力
・独自に行うボランティア活動
委嘱　報償　14,000円/年

【目的】
　本会は、会員相互の連絡を密に
し、資質の向上を図り、地域住民の
食生活改善による健康増進に寄与す
ることを目的とする。
【実施方法】
　食生活改善推進協議会の事務局を
役場保健福祉課に置き、地域住民の
健康づくりを推進する。
【事務局の事務】　事業計画、事業
準備
【名称】　月舘町食生活改善推進協
議会
【会員構成】　会員数９名、会長１
名、副会長１名
【活動内容】
・伊達地区食生活改善協議会等研修
会への参加
・地区伝達講習会（調理実習）の実
施
・食育教室等の保健事業の協力
・独自に行うボランティア活動

桑折町

【目的】
　町民の健康保持増進を図るため、
栄養知識の向上と食生活改善の指導
推進及び運動普及推進のため、食生
活改善推進員を置く。
【実施方法】
　食生活改善推進員会の事務局を健
康ほけん課に置き地区組織活動を支
援し地域住民の健康作りを推進す
る。
【事務局の事務】活動時の通知。養
成研修会の開催
【名称】　桑折町食生活改善推進員
会
【構成】　会員数21名、会長1名、副
会長1名
【活動内容】
・伊達地区食生活改善協議会等研修
会への参加
・地区伝達講習会（調理実習）の実
施
・親子料理教室等の保健事業の協力
・独自に行うボランティア活動
　



協定項目 関係項目

調整の方針

出産祝金

育児手当

はり・灸・
マッサージ
等施術費助
成事業

【目的】
健康な子を生み育てることを奨励す
るため、第3子以上の子を出産した
ものにたいして出産手当を支給し
もって出産児の福祉に寄与すること
を目的とする。
【対象者】
町に住所を有する第3子以上の子を
出産した者であって、
・現に生存する2人以上の子を生ん
だこと。
・出産日まで引き続き3ヵ月以上本
町の区域に住所を有すること。
【手当の額】
1児につき1万円
【平成15年度予算額】
60千円

【目的】
育児手当を支給することにより、児
童を健やかに生み育てるための環境
をつくり、時代を担う児童の健全な
育成に寄与すると共に、町の活性化
を図り、明るく住みやすい町づくり
を進めることを目的とする。
【対象者】
町に住所を有する者であって、
・現に2人以上の児童を養育してい
て、新たに生まれた児童を養育して
いること。
・新生児の出産日まで引き続き3ヵ
月以上本町の区域に住所を有するこ
と。
【手当の額】
第3子　20万円
第4子以降　40万円
【平成15年度予算額】
998千円

健康づくり事業 出産祝金等

・出産祝金、育児手当、施術費助成事業は、合併後に調整する。

【目的】
新生児の誕生を祝し、健やかに成長
してほしいという願いを込めて、記
念を贈る。
【祝い金の額】
新生児１人につき商品券10,000円
支給件数５５名(平成１４年度）

月舘町保原町 霊山町伊達町桑折町 梁川町国見町

【目的】
　町民の健康の保持及び増進を図る
ため、はり･灸･マッサージ等施術費
を助成する。
【対象者】
　霊山町内に住所を有する65歳以上
の者で、法令等により施術費の給付
を受けることができない者。満65歳
の誕生日を迎える者は、誕生日の属
する月の翌月から助成を受けること
ができる。
【適用範囲】
　助成する施術費の範囲は、医療保
険給付以外のもの
【助成】
　はり･灸･マッサージ等施術1回に
つき1,000円
　助成回数は、年度内6回を限度
　助成申請は、施術をした日の属す
る月の翌月から1年以内に申請しな
ければならない
【関連事項】
　国保の場合、助成額を年度末に国
保会計から繰入する



協定項目 関係項目

調整の方針

保健協力員・
保健推進員

健康づくり推
進協議会

桑折町 伊達町 保原町 霊山町梁川町国見町

【名称】
　国見町健康推進員
　（国見町健康推進員協議会）
【目的】
　保健衛生の向上推進による健康で安心
の町づくり、及び町民の健康保持増進を
図る。
【推進員構成】
　６４町内会　７０人　町内会からおお
むね1人
　　　　　　　　　（町長が認めた場合
例外有り）
　町内会の推薦による
　町長が委嘱
【任期】２年（再任妨げない）
【内容・職務】
　・担当地区の保健衛生の実態及び保健
指導を要す
　　るものの把握。
　・各種集団検診、健康教育、健康相談
等の保健衛
　　生事業についての啓蒙及び協力。
　・母子保健事業の推進についての協
力。
　・食生活改善についての協力。
　・国民健康保険に関する協力。
　・献血事業の推進についての協力。
　・その他保健衛生事業上必要なことに
ついての協
　　力。
【報酬】：１人当り年額　16,800円

【名称】
　梁川町婦人保健協力員
【目的】
　健康についての正しい知識の啓発活動
を通じ、婦人保健協力員自身の健康づく
りに関する意識やリーダーとしての自覚
を高めるとともに住民主体の健康づくり
活動を目指す。
【構成】
　町内毎に５０戸に１人　１６９人
　町内会から選出
　町からの委嘱なし
【任期】２年（再任は妨げない）
【内容】
　婦人保健協力員を行政区毎に選出し、
町の実施する事業の啓発・勧奨を行う。
また、主体となって健康づくり事業を実
施し、各地区ごとの健康づくり活動を地
域住民とともに実施する。
【報酬】：１人当たり年14,000円程度
　（基本額は決めているが、町内会の考
えで金額が異
　　なる場合もある。町内会長より手渡
される）

【名称】
　保原町保健協力員（保原町保健協力
会）
【目的】
　保健衛生事業を協力に推進するため、
保健センターと連絡提携し、会員の自主
的な活動により地域住民の福祉の向上と
健康の保持増進を図る。
【協力員構成】
　町内会に１人　122人
　町内会長が推薦
　町長が委嘱
【任期】任期２年（再選は妨げない）
【役員】会長1人、副会長4人、理事10
人、幹事2人
【活動内容】
　・保健衛生事業に対する知識の向上と
協力
　・疾病の予防、家庭看護の強化
　・母性及び乳幼児の保護育成協力
　・生活習慣病予防対策
　・その他の保健センター業務の協力
【報酬】　1人当たり14,000円

【名称】保健協力員会
【目的】
　保健事業の推進のため担当課と連携
し、地域住民の健康の保持増進を図る｡
【組織】
　保健協力員数　４８人
　町長が委嘱
【任期】２年。
【役員】会長　１人、　副会長　２人
【事業】研修会の開催
　　　　各種検診の受診勧奨
　　　　保健事業への参加・協力
【報償】年　6,000円

【目的】
　町における健康づくりに関して、
重要な事項を調査、審議するため設
置する。
【任期】
　任期は２年　年２回開催
【委員報酬】
　月舘町報酬及び費用弁償条例に基
づく
【組織】
　１５名以内の委員　現在１４名
　　　（１）関係行政機関
　　　（２）学識経験者
　　　（３）地区の衛生組織等の代
表者

【目的】
　「国民健康づくり地方推進事業実
施要綱」に基づき自分の健康は自分
で守るという自覚と認識のもとに、
町民全てが健康な生活を送れること
を目標として、町民に密着した総合
的な健康づくりの推進に関する重要
事項を審議するため、霊山町健康づ
くり推進会（以下「協議会」とい
う）を設置する。
【内容】
・町長の諮問に応じて町民の健康づ
くりに関する重要事項を調査・審議
し、意見を述べることができる。
・町民の健康づくりに関する重要事
項について、自主的に調査・審議し
て町長に意見を具申することができ
る。
【報償】
出席者に1回6,500円
【組織】
スタッフ１０名
会長　1名　副会長　1名
【会議開催】
年2回

【目的】
　地方自治法第138条の4第3項の規定
に基づき、町における健康づくりに
関して重要な事項を調査・審議する
ため設置
【任務】
・町長の諮問に応じて町民の健康づ
くりに関する重要事項を調査・審議
し、意見を述べることができる。
・町民の健康づくりに関する重要事
項について、自主的に調査・審議し
て町長に意見を具申することができ
る。
【任期】
　任期は２年、再任も可
【報償】
　委員の報酬及び費用弁償は、桑折
町特別職の職員で非常勤のものの報
酬及び費用弁償に関する条例の定め
るところによる。
　報酬　１回6,500円
【組織】
　委員は15人以内で組織し、町長が
任命又は委嘱
　実際15人、年２回開催
（１）関係行政機関
（２）学識経験者
（３）地区の衛生組織等の代表者
（４）その他必要と認められる者

健康づくり事業 健康づくりの推進

・保健協力員、保健推進員については、その報酬額・活動内容等を合併時に統一する。
・健康づくり推進協議会は、委員報酬等を統一して、合併時に再編する。

月舘町

【名称】
　霊山町保健協力員協議会
【目的】
　町の健康づくりの推進と保健衛生活動
の推進充実のため
【組織構成】
　保健協力員数　60人
　町長が委嘱
【任期】2年
【役員】会長1人、副会長3人
【事業概要】
　以下の事業を展開
(1)健康づくり（健康相談会･事後指導
会･健康教育事業等）活動
(2)食生活改善の推進
(3)各種検診･健康診査（勧奨及び検診会
場えのサポート）
(4)母子保健推進事業への協力
(5)保健事業への協力
(6)研修会の開催
【報償】　年額　14,000円

【名称】
　桑折町保健協力員
【目的】
　地域住民の健康増進のため、会員相互
の連携を図り啓発活動を通じ、住民の健
康づくり事業への積極的参加を促すこ
と。
【構成】
　町内会ごとのおおむね５０戸に１人
　選出は町内会長の選出
　町長が委嘱し、
【任期】２年（再任妨げない）
【役員】会長1名、副会長3名
【内容】
（１）受け持ち地区の保健衛生実態の把
握
（２）各種健康診査、健康教育、健康相
談等の保健衛生事業についての協力
（３）食生活改善の推進についての協力
（４）献血事業の推進についての協力
（５）その他保健事業上必要なことにつ
いての協力
【報酬】：１人当たり年8,300円

【名称】
　伊達町保健推進員
【目的】
　町の保健衛生の向上及び推進と、町民
の健康保持増進を図ることを目的とす
る。
【構成】
　３３町内会　９３人　おおむね40戸に
１人
　選出は町内会長の選出
　町長が委嘱
【任期】２年（再任妨げない）
【内容】
　保健推進員を行政区域毎に委嘱し、町
の実施する下記事業の啓発・勧奨を行
う。また、資質向上のために各種研修会
を実施し、各地区ごとの健康づくりに資
する。
１　受持地区の保健衛生の実態把握
２　保健指導を要する者の把握
３　各種集団検診、健康教育、健康相談
等の保健衛　　生事業に関する啓蒙及び
援助
４　母子保健事業の推進についての協力
５　食生活改善についての協力
６　献血事業推進についての協力
７　その他保健衛生事業上必要な協力
【報償】：１人当り年額　12,000円

【目的】
　町における健康づくりに関して、
重要な事項を調査、審議するため設
置する。
【任務】
・町長の諮問に応じて町民の健康づ
くりに関する重要事項を調査・審議
し、意見を述べることができる。
・町民の健康づくりに関する重要事
項について、自主的に調査・審議し
て町長に意見を具申することができ
る。
【任期】
　任期は２年　年１回開催
【委員報償】
　出席時１回　6,500円
【委員の定数】
　15人以内（現在8名）
【委員の委嘱】
　次に掲げる者から町長が任命又は
委嘱する
（１）関係行政機関
（２）学識経験者
（３）地区の衛生組織等の代表者
（４）その他必要と認められる者

【目的】
　町民の健康づくりを積極的に推進
し、健康の保持・増進を図る。
【任務】
　協議会は、町民の健康づくりに関
する事項を審議し、意見を述べる。
【委員の任期】
　２年
【委員報償】
　協議会出席時1回2,200円
【委員の定数】
　20名以内（19人）
【委員の委嘱】
　次に掲げる役員等から町長が委嘱
する。
・関係行政機関
・学識経験者
・地区の衛生組織等の代表者
・その他必要と認められる者

【目的】
　町における健康づくりに関して、
重要な事項を調査、審議するため設
置する。
【任期】　　2年　再任は妨げない
             年１回開催
【報酬】
　　委員長　8,600円　　委員
7,000円
【組織】
　推進協議会委員15人以内（現在9
人）
 １）関係行政機関の委員
　町教育長、町国保病院長
　県北保健福祉事務所長
2)学識経験者
　町医師歯科医師会長
　町体育協会長
 3)地区衛生組織代表
　町保健環境委員
　町婦人保健協力員協議会長
 4)その他の団体
　町寿クラブ連合会長
　町婦人会連絡協議会長
【会長の選出】
委員の互選による。
【会議の招集】
会長が行う。

【目的】
　町民の健康づくりを積極的に推進
し、健康の保持増進を図る。
【報酬】
　7,200円
【組織】
　委員　１５人以内（現在１３人）
【会議開催】
　年　２回
【協議会】
　町長の諮問に応じて、町民の健康
づくりに関して重要な事項を審議
し、意見を述べる。



協定項目２４－１６ 健康づくり事業 先進事例 
 
■登米市 

１．事後指導は継続して実施し、実施内容等については合併後に統一する。 
２．妊婦乳児一般健康診査については継続して実施し、妊婦教室については新市におい

て検討する。 
３．母子保健推進員や保健推進員については、業務や役割を合併時に統一し、名称を保

健活動推進員とする。 
４．健康づくり事業については、新市において「健康づくり推進協議会」等を設置し、

事業を推進するものとする。 
５．食生活改善事業については、新市において積極的に事業を推進するものとする。 

 
 
■笛吹市 

１．生活習慣病の増加による新たな問題に対して、総合的な事業が展開できるように調

整する。 
２．痴呆や寝たきりにならないよう、健康寿命の延伸と生活の質の向上を図る。 
３．健康教育、健康相談については、現行のとおり継続して実施する。 
４．食生活改善推進員会は、連合会形式で継続する。 

 



協議第３８号 
 

   その他の福祉事業について 

 
 その他の福祉事業について、次のとおり提案する。 
 
   平成１６年６月３日提出 
 
 
                    伊達７町合併協議会 
                     会 長  池 田 善 治 
 

協定項目２４―１７ その他の福祉事業 

(1)生活保護業務は、新市において福祉事務所を設置して実施する。 
(2)障害者計画、高齢者保健福祉計画は、各町の計画を新市に引き継ぎ、合併後

速やかに策定する。 
(3)母子・父子家庭激励事業は、支給額を統一し新市において実施する。 
(4)民生児童委員は、現行のとおり新市に引き継ぐ。組織については、旧町単位

の地区民生委員協議会を存続し、あらたに連絡協議会を設置する。 
(5)民生児童委員の報償費は合併後に統一する。民生児童委員連絡協議会（仮称）

には運営費を助成する。 
(6)社会福祉協議会は、合併時に統合できるよう支援し、運営費を助成する。 
(7)シルバー人材センターは、合併時に統合できるよう支援し、運営費を助成す

る。 
(8)戦没者遺族会は、組織の統合を支援し、運営費を助成する。 
(9)戦没者追悼式は、合併後、関係団体と協議して調整する。 
 
 



協定項目 関係項目

調整の方針

保原町

生活保護費
支給事務

生活保護申
請相談

申請者への説明
・保護をうける時の前提条件
資産能力の活用、私的扶養、その他
の法律による給付優先活用
・世帯認定について（保護の要否）
　保護費支給（最低生活費の基準
額）の程度
・申請手続き
　各種申請書等の提出について
・民生委員の意見書

申請者への説明
・保護をうける時の前提条件
資産能力の活用、私的扶養、その他
の法律による給付優先活用
・世帯認定について（保護の要否）
　保護費支給（最低生活費の基準
額）の程度
・申請手続き
　各種申請書等の提出について
・民生委員の意見書

申請者への説明
・保護をうける時の前提条件
資産能力の活用、私的扶養、その他
の法律による給付優先活用
・世帯認定について（保護の要否）
　保護費支給（最低生活費の基準
額）の程度
・申請手続き
　各種申請書等の提出について
・民生委員の意見書

申請者への説明
・保護をうける時の前提条件
資産能力の活用、私的扶養、その他
の法律による給付優先活用
・世帯認定について（保護の要否）
　保護費支給（最低生活費の基準
額）の程度
・申請手続き
　各種申請書等の提出について
・民生委員の意見書

申請者への説明
・保護をうける時の前提条件
資産能力の活用、私的扶養、その他
の法律による給付優先活用
・世帯認定について（保護の要否）
　保護費支給（最低生活費の基準
額）の程度
・申請手続き
　各種申請書等の提出について
・民生委員の意見書

申請者への説明
・保護をうける時の前提条件
資産能力の活用、私的扶養、その他
の法律による給付優先活用
・世帯認定について（保護の要否）
　保護費支給（最低生活費の基準
額）の程度
・申請手続き
　各種申請書等の提出について
・民生委員の意見書

申請者への説明
・保護をうける時の前提条件
資産能力の活用、私的扶養、その他
の法律による給付優先活用
・世帯認定について（保護の要否）
　保護費支給（最低生活費の基準
額）の程度
・申請手続き
　各種申請書等の提出について
・民生委員の意見書

月舘町

【概要】
すべての国民に対して最低生活を確保さ
せ、国民生活を安定させるため申請手続
きをする。
【事務手順】
生活保護相談
申請者・民生委員・町担当者・か県担当
者で面談
生活の保護開始（変更）申請書
生活保護受給者に係る収入申告
生活保護費（扶助費）資金前渡により保
護金品の交付
生活保護支払清算
移送費申請
各種免除申請
被保護世帯の所得状況実態調査
診療給付券交付
生活保護法により小・中学校の学校昼食
費調査
戸籍謄本・世帯全員の住民票の交付申請
介護保険相談
第１号保険者・第２号保険者
【対象者】
保護は、自分の収入だけでは最低生活を
営むことができない世帯
在宅受給者　３０世帯
施設受給者　　５世帯
【実施時期】
　随時

【概要】
すべての国民に対して最低生活を確保さ
せ、国民生活を安定させるため申請手続
きする。
【事務手順】
生活保護相談
申請者・民生委員・町担当者・県担当者
で面談
生活の保護開始（変更）申請書
生活保護受給者にかかる収入申告、資産
等申告
戸籍謄本・世帯全員の住民票の交付申請
生活保護費（扶助費）資金前途により保
護金品の交付
生活保護支払清算
移送費申請
各種免除申請
被保護世帯の所得状況実態調査
診療給付券交付
生活保護法により小・中学校の学校給食
費調査
介護保険相談
　第1号保険者・第2号保険者
【対象者】
保護は、自分の収入だけでは最低生活を
営むことができない世帯
在宅受給者　10世帯
施設受給者　3世帯
【実施時期】
随時

【概要】
県が支給決定した保護費を、県の依頼を
受け被保護者に支給する。
【事務手順】
県が、被保護者の収入その他を考慮し
て、当月分の保護費の額を決定する。
県は、資金前途経理者である梁川町長に
保護費を送金する。
町は、送金された保護費を被保護者ごと
に袋詰めして、指定された日に被保護者
に窓口支給する。
町は、支給完了後領収書を添えて県に精
算報告をする。
【対象者】
被保護世帯
在宅受給者   41世帯
施設受給者   15世帯
【実施時期】
  毎月5日（定時支給）、その他随時支給
あり

【概要】
すべての国民に対して最低生活を確保さ
せ、国民生活を安定させるため申請手続
きをする。
【事務手順】
生活保護相談
申請者・民生委員・町担当者・県担当者
で面談
生活の保護開始（変更）申請書

生活保護法による保護申請に伴う調査書
生活保護法による保護申請書
資産等状況調書
生活状況申告書、同意書
資産申告書、収入申告書、家族構成図
生活保護申請に対する意見書
生活保護費（扶助費）資金前渡により保
護金品の交付
生活保護支払清算
移送費申請
各種免除申請
被保護世帯の所得状況実態調査
診療給付券交付
生活保護法により小・中学校の学校給食
費調査
戸籍謄本・世帯全員の住民票の交付申請
介護保険相談
第1号保険者・第2号保険者
【対象者】
保護は、自分の収入だけでは最低生活を
営むことができない世帯
【実施時期】
　 随時

霊山町

【概要】
すべての国民に対して最低生活を確保さ
せ、国民生活を安定させるため申請手続
きをする。
【事務手順】
生活保護相談
申請者・民生委員・町担当者・県担当者
で面談
生活の保護開始（変更）申請書

生活保護法による保護申請に伴う調査書
生活保護法による保護申請書
資産等状況調書
生活状況申告書、同意書
資産申告書、収入申告書、家族構成図
生活保護申請に対する意見書
生活保護費（扶助費）資金前渡により保
護金品の交付
生活保護支払清算
移送費申請
各種免除申請
被保護世帯の所得状況実態調査
診療給付券交付
戸籍謄本・世帯全員の住民票の交付申請
介護保険相談
第1号保険者・第2号保険者
【対象者】
保護は、自分の収入だけでは最低生活を
営むことができない世帯
【実施時期】
　 随時

梁川町

その他の福祉事業 社会福祉・援護業務

・生活保護業務は、新市において福祉事務所を設置して実施する。

【概要】
すべての国民に対して最低生活を確保さ
せ、国民生活を安定させるため申請手続
きをする。
【事務手順】
生活保護相談
申請者・民生委員・町担当者・県担当者
で面談
生活の保護開始（変更）申請書
生活保護法による保護申請に伴う調査書
生活保護法による保護申請書
資産等状況調書
生活状況申告書、同意書
資産申告書、収入申告書、家族構成図
生活保護申請に対する意見書
生活保護費（扶助費）資金前渡により保
護金品の交付
生活保護支払清算
移送費申請
各種免除申請
被保護世帯の所得状況実態調査
診療給付券交付
戸籍謄本・世帯全員の住民票の交付申請
介護保険相談
第1号保険者・第2号保険者
【対象者】
保護は、自分の収入だけでは最低生活を
営むことができない世帯
【実施時期】
　 随時

桑折町

【概要】
すべての国民に対して最低生活を確保さ
せ、国民生活を安定させるため申請手続
きをする。
【事務手順】
生活保護相談
申請者・民生委員・町担当者・県担当者
で面談
生活の保護開始（変更）申請書
生活保護受給者にかかる収入申告
生活保護費（扶助費）資金前渡により保
護金品の交付
生活保護支払清算
移送費申請
各種免除申請
被保護世帯の所得状況実態調査
診療給付券交付
生活保護法により小・中学校の学校給食
費調査
戸籍謄本・世帯全員の住民票の交付申請
介護保険相談
第1号保険者・第2号保険者
【対象者】
保護は、自分の収入だけでは最低生活を
営むことができない世帯
在宅受給者   26世帯
施設受給者    5世帯
【実施時期】
  随時

伊達町 国見町



協定項目 関係項目

調整の方針

障害者計画

高齢者保健
福祉計画

母子・父子
家庭激励事
業

【事業の目的】
　要支援及び要介護高齢者を含むすべての
高齢者を、介護保険の給付対象とならない
老人保健福祉サービスや施策の体系化を図
る。
【概要】
　地方自治法第2条第4項の基本構想に即し
て、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施
設による事業の供給体制の確保に関する計
画を定める。

　保原町においては、次に掲げる事項を定
める。
　①　確保すべき老人福祉事業の量の目標
　②　前号の老人福祉事業の量の確保のた
めの方策
　③　その他老人福祉事業の供給体制の確
保に関し
　　　必要な事項

【事業の目的】
　要支援及び要介護高齢者を含むすべての
高齢者を、介護保険の給付対象とならない
老人保健福祉サービスや施策の体系化を図
る
【概要】
　市町村は、地方自治法第2条第4項の基本
構想に即して、老人居宅生活支援事業及び
老人福祉施設による事業の供給体制の確保
に関する計画（市町村老人福祉計画）を定
める。
　市町村老人福祉計画においては、次に掲
げる事項を定める。
　①　当該市町村の区域において確保すべ
き老人福祉事業の量の目標
　②　前号の老人福祉事業の量の確保のた
めの方策
　③　その他老人福祉事業の供給体制の確
保に関し必要な事項

【事業の目標】
要支援及び要介護高齢者を含むすべての高
齢者を、介護保険の給付対象とならない老
人保健福祉サービスや施策の体系化を図
る。
【概要】
市町村は、地方自治法第2条第4項の基本構
想に即して、老人居宅生活支援事業及び老
人福祉施設による事業の供給体制の確保に
関する計画（市町村老人福祉計画）を定め
る。
市町村老人福祉計画においては、次に掲げ
る事項を定める。
①当該市町村の区域において確保すべき老
人福祉事業の量の目標
②前号の老人福祉事業の量の確保のための
方策
③その他老人福祉事業の供給体制の確保に
関し必要な事項

平成14年度作成済「第2期高齢者保健福祉
計画・介護保険事業計画」

【現計画】
　平成15年3月に介護保険事業計画と合わ
せて策定。計画期間は平成15年度から19年
度。17年度に見直し。
【事業の目的】
　要支援及び要介護高齢者を含むすべての
高齢者を、介護保険の給付対象とならない
老人保健福祉サービスや施策の体系化を図
る。
【概要】
　市町村は、地方自治法第2条第4項の基本
構想に即して、老人居宅生活支援事業及び
老人福祉施設による事業の供給体制の確保
に関する計画（市町村老人福祉計画）を定
める。
　市町村老人福祉計画においては、次に掲
げる事項を定める。
　①　当該市町村の区域において確保すべ
き老人福
　　　祉事業の量の目標
　②　前号の老人福祉事業の量の確保のた
めの方策
　③　その他老人福祉事業の供給体制の確
保に関し
　　　必要な事項

【現計画】
　平成15年3月に介護保険事業計画と合わ
せて策定。計画期間は平成15年度から19年
度。17年度に見直し。
【事業の目的】
　要支援及び要介護高齢者を含むすべての
高齢者を、介護保険の給付対象とならない
老人保健福祉サービスや施策の体系化を図
る。
【概要】
　市町村は、地方自治法第2条第4項の基本
構想に即して、老人居宅生活支援事業及び
老人福祉施設による事業の供給体制の確保
に関する計画（市町村老人福祉計画）を定
める。
　市町村老人福祉計画においては、次に掲
げる事項を定める。
　①　当該市町村の区域において確保すべ
き老人福
　　　祉事業の量の目標
　②　前号の老人福祉事業の量の確保のた
めの方策
　③　その他老人福祉事業の供給体制の確
保に関し
　　　必要な事項

【事業の目的】
　要支援及び要介護高齢者を含む全ての高
齢者に対し、介護保険の給付対象とならな
い老人福祉サービスの充実や施策の体系化
を図る。
【概要】
　地方自治法第２条第４項の基本構想に即
して、老人居宅生活支援事業及び老人福祉
施設による事業の供給体制の確保に関する
計画を定める。
　①梁川町において確保すべき老人福祉事
業の量の目標
　②老人福祉事業の量の確保のための方策
　③その他老人福祉事業の供給体制の確保
に関し必要な事項

社会福祉・援護業務

・障害者計画、高齢者保健福祉計画は、各町の計画を新市に引き継ぎ、合併後速やかに策定する。
・母子・父子家庭激励事業は、支給額を統一し新市において実施する。

桑折町

【概要】
　桑折町第３次振興計画に基づき、「うる
おい、やすらぎ、活力に満ちた地域社会の
創造をめざして」を基本理念とし、「いき
がいとやすらぎの地域社会、ともに支え合
う福祉社会の創造」を基本目標とする町障
害者計画を策定した。
　計画の策定にあたり、アンケート調査を
実施。また障害者計画策定委員会・幹事会
を設置し、障害者計画を策定した。
【負担割合】全額町負担
【対象者】桑折町民
【実施時期】随時
［附属機関等］
【名称】
　桑折町障害者計画策定委員会　同幹事会
【目的】
　障害者福祉の推進を図る
【活動内容等】
　障害者計画及び障害者福祉施策の推進に
関すること
　その他障害者福祉に係る重要事項に関す
ること
【委員等の構成】
　福祉関係団体代表　障害者団体代表　ボ
ランティア団体代表　関係行政機関職員
学識経験者
【活動の状況】
　平成１３年度策定。平成１４～１８年度
（５ヵ年）計画。

その他の福祉事業

【概要】
　｢リハビリテーション｣及び｢ノーマライ
ゼーション｣を基本理念として、障害者が
社会生活と社会の発展に全面的に参加し、
その成果に等しくあずかるという、昭和56
年の国際障害者年のテーマである｢完全参
加と平等｣の実現を目標とし、住み慣れた
地域で安心してともに生活を送れるよう、
県の関連計画や町総合計画との整合性に留
意しつつ、今後の推進施策や推進体制など
必要な事項を総合的・体系的に明確化し、
｢国見町障害者福祉計画｣として取りまとめ
ることを目的としている。
　計画の策定にあたり、住民アンケート調
査を実施、また障害者福祉計画策定協議会
を設置し、障害者計画を策定した。
【対象者】
　町内在住障害者
【実施時期】
　随時 現計画平成13年3月策定
【目的】
　障害者福祉の推進を図る
【活動内容等】
　障害者計画及び障害者福祉施策の推進に
関すること
　その他障害者福祉に係る重要事項に関す
ること

梁川町国見町

【概要】
　障害者が、健常者と共に快適に暮らせる
福祉のまちづくりを目指し、保健・医療・
福祉サービスの充実を図ることを目的とし
て平成12年3月障害者計画を策定した。そ
の後見直しが必要となっているが策定して
いない。

伊達町 保原町 霊山町

【負担割合】
　全額町負担
【対象者】
　町内在住障害者
【実施時期】
　随時
［附属機関等］
【名称】
　梁川町障害者計画推進協議会
【目的】
　障害者福祉の推進を図る
【活動内容等】
　協議会の事務
　障害者計画及び障害者福祉施策の推進に
関すること
　その他障害者福祉に係る重要事項に関す
ること
【委員等の構成】
　障害者福祉会、医師会、教育委員会、商
工会、自治組織連絡会、民生委員協議会、
社会福祉協議会、ボランティア団体、その
他必要と認められる者
【活動の状況】
　必要に応じて会議を開催

　策定委員の任命
　策定委員会会議の開催
　障害者計画の見直し
【負担割合】
　全額町負担
【対象者】
　町内在住障害者
【実施時期】
　随時
［附属機関等］
【名称】
　保原町障害者施策推進行動計画策定懇談
会
【目的】
　障害者福祉の推進を図る
【活動内容等】
　協議会の事務
　障害者計画及び障害者福祉施策の推進に
関すること
　その他障害者福祉に係る重要事項に関す
ること

[ 概要］
「住んで良かった。住んで見たい。」と言
われる新しい霊山町を創造するため、保
健・医療・福祉サービスの充実・連携を図
るとと
もに、障害者の各種サービスの充実・社会
参加の促進を推進し、障害者が安心して生
活できる環境づくり施策の推進を図る。
平成１３年３月に策定して、平成１７年度
までの目標をあげている。
[対象者]
　町内の障害者関係団体
[実施時期]
　随時
[付属機関等]
　霊山町障害者計画策定懇談会
[目的]
　障害者福祉の推進をはかる。
[活動内容等]
　障害者計画及び障害者福祉施策の推進に
関すること
［委員等の構成］
　病院長、婦人会長、身体障害者分会長・
相談員・知的障害者相談会・親の会・町民
生委員総務・福祉活動専門委員

【概要】
　障害者の「完全参加と平等」をテーマに
障害者それぞれの住む地域において社会生
活と社会の発展に積極的に参加するととも
に、その社会における生活条件は障害のな
い人と対等であり、社会の発展の成果を等
しく享受することのできる社会をめざしま
す。平成１２年度から１６年度分策定済み
　平成１６年中に計画見直し（アンケート
調査など）
　
　

月舘町

桑折町就学遺児激励金
【目的】
「こどもの日」を記念し、就学遺
児に激励金を交付することによ
り、就学遺児が健やかに成長し、
勉学の励みとすることを目的とす
る。
【内容】
○対象者
毎年5月5日に本町に住所を有する
就学遺児（小・中学生のみ）
※平成１5年度実績　９９名
○交付金額
 就学遺児１人につき10,000円
○交付日
 ５月5日直前の平日

国見町就学遺児激励金
【趣旨】
「子供の日」を記念して就学遺児
に対し、就学遺児激励金を支給す
る。
【対象者】
上記、就学遺児とは、父母のいず
れかが死亡、離別又は行方不明等
（再婚・事実婚の状態を除く）の
もので、本町に住所を有し、小・
中学校に在学するものを言う。
【支給時期と支給額】
五月五日。就学遺児１人につき
5,000円。



協定項目 関連項目

調整の方針

活動内容

その他

その他の福祉事業 民生児童委員協議会

・民生児童委員は、現行のとおり新市に引き継ぐ。組織については、旧町単位の地区民生委員協議会を存続し、あらたに連絡協議会を設置する。
・民生児童委員の報償費は合併後に統一する。民生児童委員連絡協議会（仮称）には運営費を助成する。

【補助金等】
　町社協より補助金　250,000円

【補助金等】
　町社協から340,000円

【民生委員協議会補助金等】
県費補助
民生委員・児童委員活動費県費負担
金
町社協より別途補助あり

【補助金等】
　町社協より補助金

　伊達町民生委員協議会の事務補助等。

　民生委員・児童委員　　 25名
　　「内訳」区域担当　　 　23名
　　　　　　主任児童委員　　2名

【町の支出】
　平成14年度実績
　　 研修旅費　425,000円
　　 活動・調査等行政に対する協力金
して民生委員・児童委員へ報償金
　　　　総額　民生委員　2,190,000
円、児童委員　173,000円

【会の事業内容】
①社会福祉を目的とする事業に関する調
査、普及、宣伝、連絡
②生活福祉資金貸付事業の調査
③その他目的達成のため必要な事業

【役員構成】
　会長　　　1名
　副会長　 1名
　会計　　　1名
　庶務　　　1名
　監事　　　2名

伊達町桑折町

民生委員協議会事務局として民生委員・
児童委員活動の支援
民生委員・児童委員からの相談等の連
絡・調整
民生児童委員　３４名
内　区域担当　３２名
　主任児童委員　２名
報償費内訳
会長　100,000
副会長　90,000
委員　85,000

研修旅費　578,000
会議費　102,000
車借上　400,000

事業内容は社会福祉向上のため行政と連
携し、調査、相談、各給付金の配布等実
施

【目的】
　民生委員活動の強化・充実を図り、地
域福祉の向上に資する。

【報償費内訳】
　・民生・児童委員報償費（53名）
3,924,000円
　　　会　長　　103,000円
　　　副会長　　 88,000円
　　　幹　事　　 77,000円
　　　委　員　　 72,000円
　・研修・活動奨励金
636,000円

【支出】
　活動に対しての民生委員・児童委員へ
報償金
【事業内容】
①社会福祉を目的とする事業の企画及び
実施
②社会福祉に関する活動への住民の参加
のための援助
③社会福祉を目的とする事業に関する調
査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
④①～③にほか、社会福祉を目的とする
事業の健全な発達を図るために必要な事
業
⑤保健医療、教育その他の社会福祉と関
連する事業との連絡
⑥共同募金事業への協力
⑦心配事相談事業
⑧その他目的達成のため必要な事業

【役員構成】
　会  長　 　1名@87,000
　副会長　　2名@78,200
　委　員  　47名@72,200
　民生委員・児童委員　　50名
　　「内訳」区域担当　　  47名
　　　　　　主任児童委員　 3名

活動補助　720,000

【目的】
　民生委員法及び児童福祉法の規定によ
り高齢者、生活困窮者、障害者及び児童
等の生活相談、指導、支援等を実施す
る。

【構成】
　民生児童委員32名
　(内訳)地区担当　30名
　　　　主任児童委員　2名

【報償費内訳】
　会　長　年額97,900円
　副会長　年額89,700円
　委　員　年額81,600円

【研修委託事業】
　町民生児童委員協議会研修委託事業と
して年100千円を限度に予算化。
　行政視察、その他研修事業の経費に充
当

【町民生児童委員協議会】
　国見町民生児童委員協議会規約に基づ
き運営
　会　長　1名
　副会長　1名
　会　計　1名
　監　事　2名
　代表委員　7名
　女性部会長　1名
　女性副部会長　1名

梁川町国見町

霊山町民生委員会から提出された事業内
容により委託業務を締結する。
民生・児童委員  ２８名
　地区担当　　２６名
　主任児童委員　 ２名
【支出】
　研修会費、旅費、委員報償費、活動費
に対して、民生委員協議会へ事業委託。
【事業内容】
①社会福祉を目的とする事業の企画及び
実施
②社会福祉に関する活動への住民の参加
のための援助
③社会福祉を目的とする事業に関する調
査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
④①～③のほか、社会福祉を目的とする
事業の健全な発達を図るために必要な事
業
⑤保健医療、教育その他の社会福祉と関
連する事業との連携
⑥共同募金事業への協力
⑦心配ごと相談事業
⑧生活福祉資金貸付事業
⑨霊山町生活援助資金貸付事業
⑩ひとりぐらし高齢者慰労会の開催
⑪敬老祝金の配布
⑫友愛訪問事業
⑬その他目的達成のため必要な事業

民生・児童委員　17名
地区担当15名　主任児童委員2名
【支出】
活動に対しての民生委員・児童委員への
報償金
報償金の内訳　年額
会　長　　95,000円
副会長　　86,000円
委　員　　79,000円
【事業内容】
①社会福祉を目的とする事業の企画及び
実施
②社会福祉に関する活動への住民の参加
のための援助
③社会福祉を目的とする事業に関する調
査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
④①～③のほか、社会福祉を目的とする
事業の健全な発達を図るために必要な事
業
⑤保健医療、教育その他の社会福祉と関
連する事業との連携
⑥共同募金事業への協力
⑦心配ごと相談事業
⑧生活福祉資金貸付事業
⑨月舘町生活援助資金貸付事業
⑩ひとりぐらし高齢者慰労会の開催
⑪敬老祝金の配付
⑫友愛訪問事業
⑬その他目的達成のため必要な事業
【役員構成】
会長１名 副会長１名
会計１名 会計監査１名

月舘町保原町 霊山町



協定項目 関係項目

調整の方針

補　助

委　託

その他の福祉事業 社会福祉協議会

・社会福祉協議会は、合併時に統合できるよう支援し、運営費を助成する。

①知的障害者ふれあいデイサービス事
業
②自立支援ホームヘルプサービス事業
③生きがいデイサービス事業
④在宅介護支援センター事業
⑤精神障害者居宅介護等事業

①　日本赤十字社関係事務
②　配食サービス
③　軽度生活援助事業
④　生活支援ショートステイ事業
⑤　高齢者生きがい活動通所事業
⑥　在宅介護支援センター運営

①生きがい活動支援通所事業
②外出支援サービス事業
③自立支援ホームヘルプサービス事業
④デイケア送迎
⑤季節保育所運営事業

①　梁川町福祉会館業務運営事業
②　梁川町寿健康センター業務運営事
業
③　自立支援ホームヘルプサービス事
業
④　自立支援デイサービス事業
⑤　梁川町児童館業務運営事業
⑥　梁川町児童館活動推進事業

①ふれあいサービス事業
②心身障害児地域療育支援事業
③心身障害児通園ディサービス事業
④季節保育所事業

①在宅介護支援センター運営事業
②在宅福祉事業委託業務
・介護予防事業（転倒骨折予防教室、
痴呆予防・介護教室）
・家族介護支援事業（家族介護教室、
家族介護者交流事業）
･生きがい対応型デイサービス事業
・自立支援ホームヘルプ事業（軽度生
活援助事業）
③高齢者生きがい支援通所事業（３地
区）
④老人クラブ連合会活動補助
（単位老人クラブ補助、老人クラブ連
合会補助）
⑤老人クラブ連合会が行う特別事業及
び健康づくり事業補助

・老人福祉
①在宅介護支援センター運営事業
②高齢者生きがい活動支援通所事業
③軽度生活援助事業
・障害者福祉
①障害者デイサービス事業
【平成15年度予算額】
在宅介護支援センター運営事業
7,170千円
高齢者生きがい活動支援通所事業
3,840千円
軽度生活援助事業　427千円
障害者デイサービス事業　1,418千円

桑折町社会福祉協議会
名称　桑折町社会福祉協議会事業補助
金
内容　福祉活動専門員や事務局職員の
人件費、福祉活動事務経費、心配ごと
相談所運営事業など
金額　15,332,000円（15年度）
補助金の内訳　自治体単独負担額

平成1４年度　負担金補助及交付金
社会福祉協議会負担（補助）金実績
15,625,000円

国見町社会福祉協議会

①福祉活動専門員設置
　　　　　4,005,000
②福祉バス運行
　　　　　4,386,000
③心配ごと相談所開設
　　　　　　 57,000
　　　（H15年度)

【補助対象事業】
①　福祉活動専門員設置事業
6,142,000円
　　　福祉活動専門員を設置すること
により、社会福祉協議会が実施する福
祉事業の活性化と福祉の向上に資す
る。
②　心配ごと相談所運営事業
554,000円
　　　住民のあらゆる相談に応じ、適
切な助言、援助を行って地域住民の福
祉の増進を図る。
③　地域福祉活動事業　　880,000円
　　　地域福祉の増進を図るため、地
区社協に助成する。
④　高齢者生きがい対策推進事業
500,000円
　　　スポーツ、芸能、趣味等の生き
がい推進事業を実施し、高齢者の福祉
の向上に資する。

　平成14年度　負担金補助及交付金
　社会福祉協議会負担（補助）金実績
　5,698,000円
　【事業名】
　福祉指導員設置事業
【目的】
　福祉指導員の人件費助成をすること
により高齢者の福祉の向上を図る。
【内容】
　保原町社会福祉奨励事業補助金とし
て525,000円を交付する。

【補助金額】
　平成14年度　11,460千円

平成14年度　負担金補助及び交付金
社会福祉協議会負担（補助）金実績
22,000千円

【目的】
　保原町における社会福祉事業その他社会
福祉を目的とする事業の健全な発達及び社
会福祉に関する活動の活性化により、地域
福祉の推進を図る。
【事業内容】
①　社会福祉を目的とする事業の企画及び
実施
②　社会福祉に関する活動への住民の参加
のための
　　援助
③　社会福祉を目的とする事業に関する調
査、普
　　及、宣伝、連絡、調整及び助成
④　①～③にほか、社会福祉を目的とする
事業の健
　　全な発達を図るために必要な事業
⑤　保健医療、教育その他の社会福祉と関
連する事
　　業との連絡
⑥　共同募金事業への協力
⑦　居宅介護等事業
⑧　福祉相談事業
⑨　福祉サービス利用援助事業
⑩　その他この法人の目的達成のため必要
な事業
【役員構成】
　会  長　　1名
　副会長　　1名
　理　事　　9名
　監　事　　2名
　評議員　 20名

［目的］
　桑折町における社会福祉事業の効率
的運営と組織的活動を促進し、広く地
域社会福祉の増進を図る。
［事業内容］
　・社会福祉を目的とする事業に関す
る調査、組織的企画、連絡調整の実施
　・在宅福祉事業の実施
　・ボランティアセンター活動事業
　・心配ごと相談所運営事業
　・福祉関係団体の助成
　・共同募金及び歳末たすけあい運動
の実施
　・その他本会目的達成のための事業
［役員構成］
　会　長 　1名
　副会長　 1名
　理　事　 7名
　監　事　 2名
　評議員　20名

桑折町

【目的】
　伊達町における社会福祉事業その他
社会福祉を目的とする事業の健全な発
達及び社会福祉に関する活動の活性化
により、地域福祉の推進を図る。
【事業内容】
①　社会福祉を目的とする事業の企画
及び実施
②　社会福祉に関する活動への住民の
参加のための援助
③　社会福祉を目的とする事業に関す
る調査、普及、宣伝、連絡、調整及び
助成
④　①～③にほか、社会福祉を目的と
する事業の健全な発達を図るために必
要な事業
⑤　保健医療、教育その他の社会福祉
と関連する事業との連絡
⑥　共同募金事業への協力
⑦　居宅介護等事業
⑧　福祉相談事業
⑨　福祉サービス利用援助事業
⑩　その他この法人の目的達成のため
必要な事業
【役員構成】
会長 1名　副会長 ２名
常務理事１名　理事１１名
監事2名　評議員４０名
「公共的団体」
社会福祉法人
伊達町社会福祉協議会

伊達町 国見町 梁川町

目的】
　国見町における社会福祉事業その他
社会福祉を目的とする事業の健全な発
達及び社会福祉に関する活動の活性化
により、地域福祉の推進を図る。
【事業内容】
①社会福祉を目的とする事業の企画及
び実施
②社会福祉に関する活動への住民の参
加のための援助
③社会福祉を目的とする事業に関する
調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助
成
④①～③にほか、社会福祉を目的とす
る事業の健全な発達を図るために必要
な事業
⑤保健医療、教育その他の社会福祉と
関連する事業との連絡
⑥　共同募金事業への協力
⑦　居宅介護等事業
⑧　生活援護事業
⑨　福祉サービス利用援助事業
⑩　その他この法人の目的達成のため
必要な事業
【役員構成】
会長　1名　副会長 2名
理事　９名　監事　2名
評議員 ２５名

保原町

【目的】
　梁川町における社会福祉事業その他
社会福祉を目的とする事業の健全な発
達及び社会福祉に関する活動の活性化
により、地域福祉の推進を図る。

【補助対象事業】
①　福祉活動専門員設置事業
②　心配ごと相談所運営事業
③　地域福祉活動事業
④　高齢者生きがい対策推進事業
⑤　その他社会福祉法人梁川町社会福
祉協議会が行う事業で、町長が必要と
認めたもの。

霊山町

【目的】
　霊山町における社会福祉事業その他社会
福祉を目的とする事業の健全な発達及び社
会福祉に関する活動の活性化により、地域
福祉の推進を図る。
【事業内容】
①社会福祉を目的とする事業の企画及び実
施
②社会福祉に関する活動への住民の参加の
ための援助
③社会福祉を目的とする事業に関する調
査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
④①～③にほか、社会福祉を目的とする事
業の健全な発達を図るために必要な事業
⑤保健医療、教育その他の社会福祉と関連
する事業との連絡
⑥　共同募金事業への協力
⑦　訪問介護事業
⑧　通所介護事業（霊山町デイサービスセ
ンター）
⑨　居宅介護支援センター事業
⑩　高額療養費貸付事業
⑫　生活援助資金貸付事業
⑬　心配ごと相談事業
⑭　その他この法人の目的達成のため必要
な事業
【役員構成】
　会  長　 　1名
　副会長　  2名
　理　事　　 7名
　監　事　　 2名
　評議員　 21名

月舘町

【名称】
社会福祉法人月舘町社会福祉協議会
【団体の目的】
月舘町における社会福祉事業その他の社会
福祉を目的とする事業の健全な発展及び社
会福祉に関する活動の活性化により、地域
福祉の推進を図ることを目的とする。
【活動内容等】
1．社会福祉を目的とする事業の企画及び
実施
2．社会福祉に関する活動への住民の参加
のための援助
3．社会福祉を目的とする事業に関する調
査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
4．1～3のほか、社会福祉を目的とする事
業の健全な発展を図るために必要な事業
5．保健医療、教育その他の社会福祉と関
連する事業との連絡
6．共同募金事業への協力
7．低所得者援助資金貸付事業
8．心配ごと相談事業
9．居宅介護等事業
10．通所介護事業
11．在宅介護支援センター事業
12．居宅介護支援事業
13．その他この法人の目的達成のため必要
な事業
【役員構成】
会長　1名　副会長　1名
理事　5名　監事　2名
評議員　20名
【公共団体】
月舘町社会福祉法人
月舘町社会福祉協議会



協定項目 関係項目

調整の方針

シルバー人
材センター
事業

【事業名】
　シルバー人材センター活動運営事業

【事業の目的】
　定年退職者等の高齢者の希望に応じた
臨時的かつ短期的な就業の機会を確保
し、高齢者に対して組織的に提供するこ
とにより、その就業を援助して生きがい
の充実、社会参加に推進を図ることによ
り、高齢者の能力を活かした活力ある地
域社会づくりに寄与することを目的とす
る。

【概要】
　60歳前後の方で健康な方であって臨時
的な就業及びその他の軽易な業務に係る
修行を通じて自己の労働能力を活用し、
それによって自らの生きがいの充実や社
会参加等を希望すること。

【事業名】
シルバー人材センター運営事業
【事業の目的】
長年培ってきた職業的経験や能力を生か
したいと望む健康な高齢者に働く場を確
保することにより、社会参加を促進し、
生活観の充実、健康保持に寄与するシル
バー人材センターの運営補助。
【概要】
60歳以上で働く意欲と能力のある高齢者
が、社会の担い手として生きがいをもっ
て働けるよう、身近なところで能力に応
じた職業の場を確保し、高齢者に適した
就業機会を提供するためのシルバー人材
センター運営費。
（会運営上の責任及び支援、相談等）
【平成15年度予算額】
1,800千円

【事業名】
　シルバー人材センター運営事業

【事業の目的】
　長年培ってきた職業的経験や能力を生
かしたいと望む健康な高齢者に働く場を
確保することにより、社会参加を促進
し、生活観の充実、健康保持に寄与する
シルバー人材センターの運営補助

【概要】
　６０歳以上で働く意欲と能力のある高
齢者が、社会の担い手として生きがいを
持って働けるよう、身近なところで能力
に応じた就業の場を確保し、高齢者に適
した就業機会を提供するためのシルバー
人材センター運営費

【名称】
　シルバー人材センター活動運営費
補助金
【金額】
　3,540,000円

【名称】
　シルバー人材センター活動運営費
補助金
【金額】
　1,800,000円

［目的］　長年培ってきた職業的経験や
能力を生かしたいと望む健康な高齢者に
働く場を確保することにより、社会参加
を促進し、健康保持・生きがいづくりに
寄与するシルバー人材センターの運営補
助
［内容］　センターの事務人件費、事務
費、家屋の警備保障等の一般管理費に対
し補助

平成14年度伊達町シルバー人材セン
ター運営事業補助金　（実績額）
3,100,000円

月舘町保原町 霊山町

【事業名】
　シルバー人材センター運営事業

【事業の目的】
　長年培ってきた職業的経験や能力を生
かしたいと望む健康な高齢者に働く場を
確保することにより、社会参加を促進
し、生活観の充実、健康保持に寄与する
シルバー人材センターの運営補助

【概要】
　60歳以上で働く意欲と能力のある高齢
者が、社会の担い手として生きがいを
持って働けるよう、身近なところで能力
に応じた就業の場を確保し、高齢者に適
した就業機会を提供するためのシルバー
人材センター運営費。

その他の福祉事業 シルバー人材センター

・シルバー人材センターは、合併時に統合できるよう支援し、運営費を助成する。

【名称】
　社団法人　霊山町シルバー人材セン
ター

【団体の目的】
　センターは、定年退職者等の高年齢者
退職者（以下「高年齢者」という。）の
希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的
なもの又はその他の軽易な業務（当該業
務に係る労働力の需給の状況、当該業務
の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣
が定めるものに限る。次条及び第５条に
おいて同じ。）に係るものの機会を確保
し、及びこれらのものに対して組織的に
提供すること等により、その就業を援助
して、これらの者の生きがい充実、社会
的参加の推進を図ることにより、高年齢
者の能力を生かした活力ある地域づくり
に寄与することを目的とする。

【組織の状況及び役員構成】
　理事長　　　１人
　副理事長　 ２人
　常務理事　 １人
　理事　　　　 ７人以上１５人以内
（理事長、副理事長及び常務理事を含
む。）
　監事　　　　 ２人

【名称】
月舘町シルバー人材センター
【団体の目的】
定年退職者等の高年齢者の希望に応じた
就業で、臨時的かつ短期的なもの又はそ
の他の軽易な業務に係るものの機会を確
保し、これらの高齢者に対して組織的に
提供すること等により、その就業を援助
するとともに、この活動の健全な発展を
促進し、これらの者の生きがいの充実、
社会参加の推進を図ることにより、高齢
者の能力を生かした地域社会づくりに寄
与すること及び高年齢退職者の希望に応
じた雇用就業機会の確保の促進を図るこ
とを目的とする。
【活動内容等】
①臨時的かつ短期的な就業又はその他の
軽易な業務に係る就業を希望する高齢者
のために、これらの就業の機会を確保
し、及び組織的に提供すること。
②臨時的かつ短期的な雇用による就業又
はその他の軽易な業務にかかる就業を希
望する高年齢者のために、無料の職業紹
介事業を行うこと。
③高年齢者に対し、臨時的かつ短期的な
就業及びその他の軽易な業務に係る就業
に必要な知識及び技能の付与を目的とし
た講習を行うこと。
④前3号に掲げるもののほか、臨時的か
つ短期的な就業及びその他の軽易な業務
に係る就業を通じて、高年齢者の生きが
いの充実及び社会参加の推進を図るため
に必要な事業を行うこと。

【名称】
　社団法人　伊達町シルバー人材セン
ター

【団体の目的】
　シルバー人材センターは、高齢者が組
織的に働くことを通じて、追加的収入を
得るとともに、健康を保持し、生きがい
を持ち、地域社会に貢献するという「自
主・自立、共働・共助」の理念を基本と
している。
　シルバー人材センターは、地域社会と
の相互交流・連携を目指す公共性・公益
性の高い社団法人（公益法人）で、「高
年齢者の雇用の安定等に関する法律」
（昭和46年法律第68号）により、シル
バー人材センター事業を行う法人として
位置付けられている。

【活動内容等】
・会員の確保と事業の普及啓発活動
・就業の機会の開拓と確保
・安全就業対策と健康管理の推進
・技能講習会等の実施
・高齢者生活援助サービス事業の推進ほ
か

【組織の状況及び役員構成】
　役員　理事　　２１人以内
（うち理事長１人、副理事長２人、常務
理事1人、監事２人を含む）

【名称】
　財団法人　国見町シルバー人材セン
ター

【団体の目的】
　シルバー人材センターは、高齢者が組
織的に働くことを通じて、追加的収入を
得るとともに、健康を保持し、生きがい
を持ち、地域社会に貢献するとうい「自
主・自立、協働・共助」の理念を基本と
している。
　シルバー人材センターは、地域社会と
の相互交流・連携を目指す公益性の高い
社団法人（公益法人）で、「高齢者の雇
用の安定等に関する法律」（昭和４６年
法律第６８号）により、シルバー人材セ
ンター事業を行う法人として位置づけら
れている。
【活動内容】
・会員の確保と事業の普及啓発活動
・就業の機会の開拓と確保
・安全就業対策と健康管理の推進
・技能講習会等の実施
・高齢者生活援助サービス事業の推進等
【組織の状況及び役員構成】
　役員　　理事１５名以内
（うち理事長、副理事長、専務理事各１
名を含む）
　　　　　　監事　２名

梁川町国見町桑折町

［名称］　桑折町シルバー人材セン
ター事業補助金
［目的］　長年培ってきた職業的経
験や能力を生かしたいと望む健康な
高齢者に働く場を確保することによ
り、社会参加を促進し、健康保持・
生きがいづくりに寄与するシルバー
人材センターの運営補助
［内容］　センターの事務人件費、
事務費、家屋の警備保障等の一般管
理費に対し補助
［補助金の内訳］　4,450,000円

【補助金名】
　シルバー人材センター運営補助金

【補助率】
　定　額　3,200,000円

【事業名】
　伊達町シルバー人材センター運営事業

【事業の目的】
　長年培ってきた職業的経験や能力を生
かしたいと望む健康な高齢者に働く場を
確保することにより、社会参加を促進
し、生活観の充実、健康保持に寄与する
シルバー人材センターの運営補助

【概要】
　伊達町に居住する原則として60歳以上
で、働く意欲と能力のある高齢者が、社
会の担い手として生きがいをもって働け
るよう、身近なところで能力に応じた就
業の場を確保し、高齢者に適した就業機
会を提供するためのシルバー人材セン
ター運営費。

伊達町

【目的】
 高年齢者の就業機会の増大と福祉の増
進を図ると共に、高年齢者の能力を活か
した活力ある地域社会をつくる。

【事業】
①臨時的且つ短期的な就業、又はその他
の軽易な業務に係わる就業を希望する高
年齢者のために、これらの就業の機会を
確保し、及び組織的に提供すること。
②シルバー人材センター等の業務に関
し、普及啓蒙活動を行うこと。
③臨時的且つ短期的な雇用による就業又
はその他の軽易な業務に係わる就業を希
望する高年齢者のために、無料の職業紹
介事業を行う。
④高年齢者に対し、臨時的且つ短期的な
就業及びその他の軽易な業務に係わる就
業に必要な知識及び技能の付与を目的と
した講習を行うこと。
⑤前④号に掲げたもののほか、臨時的且
つ短期的な就業及びその他の軽易な業務
に係わる就業を通じて、高年齢者の生き
がいの充実及び社会参加の推進を図るた
めに必要な事業を行うこと。

【補助経費負担】
　国　　5,000千円
　県　　  750千円
　町　　4,250千円



協定項目 関係項目

調整の方針

戦没者追悼
式

【事業の目的】
戦没者の遺族に対する援護事業とし
て追悼式を実施している。
過ぐる大戦において犠牲となられた
戦没者に対し、追悼の誠を捧げると
ともに、戦没者とその遺族に思いを
はせ、平和の誓いを新たにする。
【実施主体】町
【名称】月舘町戦没者追悼式
【概要】
3年に1度　10月下旬に町体育館
参列者遺族約50人・来賓約30人・職
員約5人　総勢約85人
参列者全員に饅頭
【事業の負担】
町一般会計及び各種団体からの献花
（花輪と生花）
［公共的団体］
町社会福祉協議会
町遺族会
【その他】
追悼式終了後に町遺族会主催の慰霊
祭を実施（仏式と神式を交互に実
施）

その他の福祉事業 遺族会

・戦没者遺族会は、組織の統合を支援し、運営費を助成する。
・戦没者追悼式は、合併後、関係団体と協議して調整する。

【事業の目的】
　社会福祉協議会において、戦没者
の遺族に対する援護事業として追悼
式を実施している。
　過ぐる大戦において犠牲となられ
た戦没者に対し、追悼の誠を捧げる
とともに、戦没者とその遺族に思い
をはせ、平和の誓いを新たにする。
【実施主体】　国見町
【名称】　国見戦没者追悼式
【概要】
　５年に1度　10月下旬に国見町観
月台文化センターホール
　無宗教　献花方式
　参列者遺族約　　　　人・来賓約
９７人・職員７人
【事業の負担】
　国見町及び遺族会
［公共的団体］
　国見遺族会
【次期開催年】
　平成１７年度

国見町

伊達町遺族会事務局の事務を執って
いる。

伊達町

遺族会補助 【概要】
  団体活動に対して補助金の交付
 霊山町遺族連合会    80,000円

【経費負担】
  補助金   町  10/10負担

社協より補助の交付
15年度　33,000円補助

月舘町保原町 霊山町

【事業の目的】
　梁川町遺族会に対して運営費補助
することにより、遺族等援護の強化
促進、遺族会事業の円滑な事業運営
に資する。

【概要】
団体活動に対して補助金の交付
保原町遺族連合会　　　150,000円

社会福祉協議会で事務
町補助はなし

梁川町桑折町

町遺族会の事務補助
郡遺族会との連絡調整

社協で補助金を出している
15年度　230,000円補助

保原町社会福祉奨励事業費補助金交付
規則
補助対象事業
(１)　町社会福祉協議会が行う事業
(２)　老人の福祉の増進に関する事業
（3)　青少年の健全育成に関する事業
（4)　その他町長が社会福祉に特に必
要と認める事業
補助金の額
予算の範囲内において町長が定める額

梁川町遺族会運営費補助
補助金の額　　130,000円



協定項目２４－１７ その他の福祉事業 先進事例 
 
■登米市 

１．社会福祉協議会については、それぞれの事情を尊重しながら合併に向けて支援する。 
２．事業委託、事業補助については、社会福祉協議会の事情を尊重しながら調整に努め

る。 

 
 
■田村市 

１．生活保護事業については、法令に従い新市が行うものとされている事務を実施する。 
２．社会福祉協議会の事情を尊重しながら、福祉サービス内容の充実強化に努める。 

 
 
■笛吹市 

１．生活保護については、新市で福祉事務所を設置し実施する。 
２．民生委員児童委員については、国制度のため現行のまま新市に引き継ぐ。組織につ

いては、旧町村単位に地区民生委員協議会を設置するとともに、市の連絡協議会を設

置する。 
３．戦没者慰霊祭については、合併年度は旧町村単位で実施し、翌年度以降は新市にお

いて関係機関と協議し調整する。 
４．社会福祉協議会については、社会福祉法に基づき６町村の合併時に統合できるよう

調整を図る。 
５．新市は、社会福祉協議会と協力し、住民が安心して生活できるよう福祉の充実に努

める。 

 



協議第３９号 
 

   商工・観光関係事業について 

 
 商工・観光関係事業について、次のとおり提案する。 
 
   平成１６年６月３日提出 
 
 
                    伊達７町合併協議会 
                     会 長  池 田 善 治 
 

協定項目２４―２１ 商工・観光関係事業 

１ 商工振興 
（1） 商工会等への補助金は、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整する。 
（2） 中心市街地活性化事業は、新市に引き継ぐものとする。 

２ 企業誘致 
（1） 企業誘致は、現行のとおりとし、なお一層の推進を図る。 
（2） 工場等誘致に関する条例は、新市において調整する。合併前の補助制度

については従前のとおりとする。 
（3） 工業団地・工場適地に関する制度は、現行のとおり新市に引き継ぐもの

とする。 
３ 各種融資制度は、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整する。 
４ 観光振興 
（1） 観光協会は、合併後統合再編できるよう支援するものとする。 
（2） 観光振興事業は、新市に引き継ぐものとする。 

５ 地域産業振興事業は、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 
 



内
容

交
付
先

対
象
事
業
内
容
・
補
助
金
額

事
務
手
順

協定項目

調整の方針

項目

桑折町商工会

商
工
会
等
へ
の
補
助
金
(
1
)

【桑折町商工会】
・商工振興事業補助金（定額
補助）8,200千円

・商工業振興事業
・青年部・女性部活動推進事
業
・中心市街地活性化対策事業
・商店街活性化支援事業
・中小小売商業振興推進支援
事業

①申請書提出
②審査・補助額決定・通知
③概算交付
④実績報告

桑折町

　商工業の振興
（1） 商工会等への補助金は、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整する。
（2） 中心市街地活性化事業は、新市に引き継ぐものとする。

【梁川町商工会】
・商工会事業補助金　14,800
千円

関連項目 商工振興（商工会等への補助金）商工・観光関係事業

伊達町商工会
伊達町中央商店会協同組合
経営者同好会　伊達クラブ

国見町商工会 梁川町商工会 保原町商工会
保原町中央通り商店街

霊山町商工会 月舘町商工会

　桑折町商工会の諸活動に対
する町の支援補助。地域経済
開発と商工業振興のための各
種調査を含め、数多くの事業
等を実施。

伊達町

桑折町に同じ

国見町

桑折町に同じ

　伊達町商工会の諸活動に対
する町の支援補助。地域経済
開発と商工業振興のための各
種調査を含め、数多くの事業
等を実施。

桑折町に同じ

 国見町商工会の諸活動に対す
る町の支援補助。地域経済開
発と商工業振興のための各種
調査を含め、数多くの事業等
を実施。

【伊達町商工会】
・イベント事業補助金2,160千
円
（補助対象経費の30/100以
内）
・緊急経済雇用対策事業補助
金
1,000千円
・商工会運営費補助金 補助対
象経費の100分の20以内
実績5,800千円

【伊達町中央商店会協同組
合】
・商店街共同駐車場借地料補
助金 1,280千円
（補助対象経費の30/100以
内）

【経営者同好会　伊達クラ
ブ】
・若手経営者研修補助金100千
円
（補助対象経費の30/100以
内）

【国見町商工会】
予算の範囲内　（5,000千円・
内青年部女性部　400千円）
・国見町商店街振興事業
①商店街利用者への駐車場提
供（借上げ）
②イメージアップのためのイ
ルミネーション設置
③買い物送迎サービス200千円
・国見町商工業後継者育成補
助金　95千円

梁川町

　梁川町商工会の諸活動に対
する町の支援補助。地域経済
開発と商工業振興のための各
種調査を含め、数多くの事業
等を実施。

　保原町における商工事業の
総合的な改善発達を図り、併
せて社会一般の福祉の増進に
資するため、経営改善普及事
業並びに地域総合振興事業を
推進。

霊山町保原町

　霊山町商工会の諸活動に対
する支援補助。

月舘町

桑折町に同じ 桑折町に同じ 桑折町に同じ

　商工会事業への支援補助

【保原町商工会】
・補助金額10,450千円
　
【保原町中央通り商店街】
・商店街駐車場整備補助金
342千円

【保原町商工会】
・陣屋通りイルミネーション
事業補助金　950千円
・新多目的交通システム事業
補助金　13,000千円「ほばら
まちなかタクシー」の運行事
業（ジャンボタクシー2台、小
型タクシー3台）
・中心市街地活性化コミュニ
ティ活動補助金3,200千円（ま
ちなかお茶の間「まわらん
処」）

【霊山町商工会】
・育成事業補助金　4,500千円
・新多目的交通システム事業
補助金（調査事業）（平成16
年度より事業予定）　300千円

【月舘町商工会】
・月舘町商工会振興事業補助
金　3,300千円
・月舘町商工会振興確立対策
事業補助金　400千円



目
的

補
助
対
象
先

補
助
率
・
事
業
費

内
容
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務
手
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交
付
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助
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概
要
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補
助
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商
工
会
等
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補
助
金
(
2
)

・殿町街路灯組合
・中央商店会街灯組合
・商工会青年部駅前ライト
アップ事業
・伏黒中央街路灯組合

・国見町維持管理委員会
商
店
街
街
路
灯
（

電
気
料
等
）

　水銀灯又はネオン灯を主と
した電灯で電柱1本あたり年
8,600円以内。
予算　　981千円

　街路灯を設置した組合又は
これに準ずる組織をもってい
る会等。
・西町通り親興会
・元町街路灯振興会
・北町街路灯組合
・上町街灯組合
・駅前街灯組合

該当なし 　福島たばこ販売協同組合保
原支部へ報償金の交付

た
ば
こ
販
売
組
合
へ
の
支
援

　たばこ販売組合の維持育成
を図るため、運営費の補助を
行う。

該当なし

国見・桑折方部たばこ組合

50千円

桑折町に同じ

桑折町に同じ

36千円

　たばこ販売拡大を図り、町
の財政充実等に寄与するため

該当なし

福島たばこ販売協同組合保原
支部

たばこ小売人組合

100千円 50千円

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

関連項目 商工振興（商工会等への補助金）商工・観光関係事業

プ
レ
ミ
ア
ム
共
通
商
品
券
補
助
事
業

　桑折町商店会連合会発行共
通商品券にプレミアを付し、
同商品券の販売促進を行う。1
口1,000円で200円（20％）の
プレミアを付す。プレミアの
一部及び発行費に対する補
助。

該当なし 該当なし

①交付申請書受理
②交付決定及び通知
③事業実績書受理・審査
④請求及び交付

桑折町商店会連合会

定額補助
　1,600千円

協定項目

調整の方針

　商店街街路灯電気料補助

月舘町霊山町

　該当なし　商店街路灯は数年前に寄附
され、現在商工費で直接維持
管理を行なっている。

保原町

　街路灯の維持管理を行う国
見町維持管理委員会に対し
て、補助金を交付するもの

　商工業の振興
（1） 商工会等への補助金は、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整する。
（2） 中心市街地活性化事業は、新市に引き継ぐものとする。

梁川町国見町

　商店街の賑わいを創出する
ため。

桑折町

　商店街の美化と近代化を促
進し、商工業の振興を図るた
め。

伊達町

　商店街の賑わいを創出する
ため。

直接管理 ・月舘町商工会

　補助対象経費の100分の50以
内
予算　　216千円

　定額補助　768千円 　電気料の50％
予算　650千円

商店街街路灯電気料　936千円
商店街街路灯修繕料　150千円
（なお、現在県の歩道工事に
伴い街路灯の取替え工事を実
施中）

　商店街街路灯電気料補助
636千円

　街路灯を設置した組合又は
これに準ずる組織。
・田栄町内会
・本町街灯組合
・中町町内会
・右城町町内会
・大町街灯組合
・上町町内会
・柳田街路灯組合



名
称

目
的

概
要

予
算

該当なし 該当なし 該当なし

中
心
市
街
地
活
性
化
事
業

①テーマ
・いやし、いやされ、心なご
み、元気をつかむ「アルキマ
ス」の町“こおり”
②基本方針
Ⅰ回遊性を高める魅力ある集
客施設の整備
・魅力ある商業集積の形成
・空店舗・空地の活用
・快適で回遊性の高い歩行者
環境の整備
・魅力ある観光拠点と観光巡
回コースの整備
・賑わい創出イベント事業
・商店街の組織力強化と商業
者の育成
Ⅱ中心市街地における都市基
盤の整備
・交通・道路ネットワークの
向上
・魅力ある都市環境の創造と
快適な生活空間の形成
Ⅲ高齢者にやさしく、若者に
楽しい商店街づくり
・憩いの場の整備
・利便性の向上
・文化を創造するまちづくり

該当なし 該当なし 該当なし

　中心市街地の活性化、賑わ
いを取り戻すことを目的に平
成14年度において「桑折町中
心市街地活性化基本計画」を
策定。今後、同計画に盛り込
まれた各施策について、事業
化に向けて検討を行ってい
る。

3,224千円

桑折町商業タウンマネージメ
ント計画策定事業

商工・観光関係事業

月舘町霊山町保原町

協定項目

調整の方針

項目

関連項目

伊達町

商工振興（中心市街地活性化事業）

　商工業の振興
（1） 商工会等への補助金は、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整する。
（2） 中心市街地活性化事業は、新市に引き継ぐものとする。

梁川町国見町桑折町



目
的

内
容

条
例

目
的

対
象
者

便
宜
供
与

条
件

補
助

審
議
会

　町内に企業を誘致し、雇用の確
保、税収の増加などを図り、町の
活性化を目指す。

　企業を誘致し、雇用の確保、税
収の増加、有効な土地利用等を図
り活性化を目指す。

　企業訪問、情報収集、インター
ネットホームページの作成、パン
フの送付等により企業の誘致を促
進する。また、進出希望の方の相
談等を受ける。

　情報収集等により企業の誘致を
促進する。また、進出希望の方の
相談等を受ける。

　企業の誘致を促進する。また、
進出希望の方の相談等を受ける。

　企業の誘致を促進する。また、
進出希望の方の相談等を受ける。

企
業
誘
致

　桑折町内に足腰の強い優良企業
を誘致し、雇用の確保、税収の増
加、有効な土地利用を図り活性化
を目指す。

　伊達町内に企業を誘致し、雇用
の確保、税収の増加、有効な土地
利用等を図り活性化を目指す。

　町内に企業を誘致し、雇用の確
保、税収の増加、有効な土地利用
等を図り活性化を目指す。

　企業訪問、県等からの情報収集
等により企業の誘致を促進する。
また、進出希望の方の相談等を受
ける。

　情報収集等により企業の誘致を
促進する。また、進出希望の方の
相談等を受ける。

　本町の場合、売却可能な工業団
地は無いため、現在は撤退企業跡
地等の情報提供にとどまってい
る。

 企業誘致
（1） 企業誘致は、現行のとおりとし、なお一層の推進を図る。
（2） 工場等誘致に関する条例は、新市において調整する。合併前の補助制度については従前のとおりとする。
（3） 工業団地・工場適地に関する制度は、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

協定項目

調整の方針

関連項目 企業誘致（企業誘致、工場等誘致に関する条例）商工・観光関係事業

・常時雇用15人以上
・固定資産投下総額2,600万以上

・工場用地等提供、斡旋
・排水施設新設、改良
・道路及び橋りょう新設、改良
・環境の整備
・国、県又は他の団体の権限に属
する必要な措置について斡旋。
・工場等従業員の斡旋
・金融の斡旋
・その他工場等の新設又は増設に
伴って必要となる施設の設備又は
行政上の措置を行うこと。
・固定資産税の課税免除

保原町に同じ

国見町に同じ 国見町に同じ商工業者 製造業、加工業、道路貨物運送
業、倉庫業、こん包業及び卸売業
を営むもの

桑折町

工場等誘致審議会
（委員１０名）

　商工業の活性化のため必要な施
策を講ずることにより、商工業者
の自主的な努力を助長し、もって
人にやさしい地域づくりに寄与す
るとともに、商工業の振興を図る
ことを目的とする。

　工場等の新設又は増設を行う者
に対して，必要な助成及び便宜を
供与し，もって産業の振興を図
り，町勢の伸展に資することを目
的とする。

伊達町商工政策審議会
（委員１５人以内）

国見町工場等設置奨励審議会
(委員５名以内）

　やながわ工業団地に企業を誘致
し、雇用の確保、税収の増加、有
効な土地利用等の地域振興を図
る。同様に工業団地以外での倒
産・撤退企業の跡地に企業誘致を
図る。

 町内に企業を誘致し、雇用の確
保、税収の増加、有効な土地利用
等を図り活性化を目指す。

項目 月舘町保原町 霊山町梁川町国見町伊達町

工
場
等
誘
致
に
関
す
る
条
例

伊達町商工業振興条例 国見町工場等設置奨励条例
該当なし

固定資産税額（償却資産分）3ヵ
年にわたり補助
・新設で工業専用地域の場合は３
分の２以内
・新設で工専地域以外の地域は２
分の１以内
・増設、移設の場合は３分の１以
内

固定資産税額（償却資産分）3ヵ
年にわたり補助

・常時雇用10人以上
・固定資産投下総額2,000万以上

・常時雇用10人以上
・固定資産投下総額3,000万以上

・公共的施設その他立地条件の整
備改善に関する事項
・事業活動に必要な情報、資料の
提供に関する事項
・その他町長が必要と認めるもの

・工場等用地斡旋
・道路の新設改良
・国県その他の団体の権限に属す
ることについて斡旋すること
・工場等の新設増設に伴い必要と
なる行政上の措置を講ずること

保原町工場等誘致条例 霊山町工場等誘致条例
該当なし 該当なし

保原町に同じ

工場等誘致審議会
（委員１０名）

該当なし 該当なし

・常時雇用15人以上
・固定資産投下総額3,000万以上

　工場等の新設又は増設を行う者
に対して必要な便宜を供与し、
もって産業の振興を図ることを目
的とする。



関連項目

目
的

名
称

　小坂工業団地 　山崎工業団地 　保原町工業団地
（鳥内地内）

　保原町工業団地
（上保原地内）

面
積

①総面積：6.0ha
②工場用地：5.4ha
③分譲可能：0ha

①総面積：11.2ha
②工場用地：10.0ha
③分譲可能：0ha

①総面積：48.9ha
②分譲可能：5.8ha
（未造成：民地）

①総面積：4.3ha
②分譲可能：0ha

用
途

地
域

　準工業地域 　工業地域 　工業専用地域 　工業専用地域

地
域
指
定

①工場適地 ①工場適地
②農工地域

①工場適地
②農工地域
③工業再配置（特別
誘導）
④集積促進地域

①工業再配置（特別
誘導）
②集積促進地域

事
業

所
数

　6社 　14社 　51社 　3社

そ
の
他

目
的

内
容

　工業団地の造成について
は､オーダーメード方式によ
り取り組んでいる｡各企業か
ら要望があった段階で実施す
る｡

【補助金】
　保原町工業団地懇話会への補助金　190
千円

　霊山町工業団地分譲特別会計　現在は造成済となっており、
造成費用を借り入れて実施した
ことから、これの償還を梁川町
工業団地造成造成事業特別会計
で執行している。
平成15年度償還額　4,855千円

　3社　35社 　8社 　13社

工
業
団
地

①工場適地
②農工地域

　工業地域 　工業専用地域

①工場適地
②農工地域
③工業再配置（一般誘導）

該当なし ①工場適地
②農工地域
③工業再配置（特別誘導）

　工業地域

①総面積：52ha
②工場用地：38ha
③分譲可能：0.8ha

工業地域

　やながわ工業団地 　見城坂工業団地

分譲面積　89,136㎡
分譲区画　7区画（うち2区画
10,000㎡が分譲可能地）

　桑折工業団地 　伊達第２工業団地

①総面積：57ha
②工場用地：46ha
③分譲可能：4ha

①総面積：1.5ha
②工場用地：1.2ha
③分譲可能：0ha

　製造業を中心に工業の集積
を図る。

伊達町

　製造業を中心に工業の集積を
図る。

桑折町項目

　7区画中2区画（10,000㎡）が
残っており、これの売却に努め
る。

月舘町霊山町

　やながわ工業団地の拡大・造
成。

 製造業を中心に工業の集積を図る。現在
造成事業は行なっていない。

保原町

　製造業及び運送業、倉庫業等も含めた国
見ＩＣを有効利用できる業種を中心に工業
の集積を図る。

梁川町国見町

商工・観光関係事業協定項目

調整の方針

企業誘致（工業団地・工場適地に関する制度）

 企業誘致
（1） 企業誘致は、現行のとおりとし、なお一層の推進を図る。
（2） 工場等誘致に関する条例は、新市において調整する。合併前の補助制度については従前のとおりとする。
（3） 工業団地・工場適地に関する制度は、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

工
場
適
地

　企業立地対象地域に企業を誘
致し、地域産業の活性化を図
る。

該当なし 　企業立地対象地域に企業を誘致し、地域
産業の活性化を図る。

　適地面積　57ha 　平成13年に工場を閉鎖した国見電子(株)
企業用地について現所有者岩手東芝エレク
トロニクス㈱と共に工場用地として分譲に
協力する。

　分譲面積：14,464.21㎡
　事業主体：岩手東芝エレクトロニクス㈱
　地域指定：工場適地

　企業立地対象地域に企業を誘
致し、地域産業の活性化を図
る。

　企業立地対象地域に企業を誘致し、地域
産業の活性化を図る。

　企業立地対象地域に企業を誘
致し、地元産業の活性化及び地
元雇用の拡大を図る。

　企業立地対象地域に企業を
誘致し、地域産業の活性化を
図る。

　やながわ工業団地の拡大地区
79,823㎡が工場適地として登録

　昭和45年都市計画法により現在の保原工
場団地を工業専用地域に指定して、8社の
誘致をみたがその後企業と土地所有者の間
で直接土地の売買、賃借等により現在50数
社が立地している。ただ、工場団地内には
農地等が点在している。これからも工場団
地内の道路の整備を進め企業誘致を図る。
（適地面積489,000㎡　未決定面積58,427
㎡)

・平成7年に造成を始め、平成8
年に分譲開始。
・分譲面積　89,000㎡
・立地企業数　3社
・分譲可能面積　10,000㎡　2
区画
・地域指定　工場適地

　平成14年に工場を閉鎖した
㈱バステック工場跡企業用地
を工場用地として分譲に協力
する。
　
・地域指定：工場適地、過疎
地域、農村工業導入地域
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項目
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種
融
資
制
度
(
1
)

　運転資金、設備資金

 各種融資制度は、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整する。

関連項目 各種融資制度商工・観光関係事業

霊山町保原町梁川町

　原則として1年以上町内に居
住又は事業所を有し、かつ、
同一事業を1年以上営み、その
経営が健全で、町税を完納し
ているもの。

　原則として1年以上町内に居
住又は事業所を有し、かつ、
同一事業を1年以上営み、その
経営が健全で、町税を完納し
ているもの。

　1年以上町内に居住し、同一
事業を1年以上営み、町税及び
その他の町納付金の滞納のな
い商工業者。

　1年以上町内に住所並びに事
務所を有し、同一事業を引き
続き1年以上営業し、町税を納
入した中小企業者等。

　中小企業者の経営合理化に
必要な資金の融資を円滑に
し、町中小企業の振興を図
る。

　町内中小企業者の経営合理
化と経営基盤の強化に必要な
資金の融資を円滑にするた
め。

　1年以上町内に居住し、同一
事業を1年以上営業し、経営が
健全で町税の滞納していない
者。

国見町

該当なし

　分割返済とする。但し短期
資金（1年以内）については一
括返済を認める。

　分割返済とする。但し短期
資金（1年以内）については一
括返済を認める。

　両資金とも分割払い。

　東邦銀行瀬上支店
　福島銀行桑折支店
　大東銀行瀬上支店
　福島信用金庫伊達支店

　東邦銀行桑折支店
　福島銀行桑折支店
　福島信用金庫国見支店

　東邦銀行梁川支店
　大東銀行梁川支店
　福島信用金庫梁川支店

　設備資金は10年以内、運転
資金は7年以内。

　運転資金、設備資金

　無担保保証　年利1.05％
　有担保保証　年利0.95％

該当なし

月舘町

　設備資金7,000千円、運転資
金5,000千円。但し一企業の利
用限度額は12,000千円。利率
は金融機関との特約利率。

　設備資金7,000千円、運転資
金　3,000千円。
貸付利率は取扱金融機関の所
定利率

　設備資金7,000千円、運転資
金5,000千円。利率は金融機関
との特約利率。

　１企業5,000千円以内。貸付
利率は金融期間との特約利
率。

　7,000千円

　設備資金は10年以内、運転
資金は7年以内（6ヶ月据置
可）。

設備資金は7年以内(1年以内据
置可)
運転資金は3年以内(1年以内据
置可)

　分割返済とする。但し短期
資金（1年以内）については一
括返済を認める。

　東邦銀行保原支店
　福島銀行保原支店
　大東銀行保原支店
　福島信用金庫保原支店

　連帯保証人1人以上。 　連帯保証人1名以上。

　7年以内

　分割返済とする。但し短期
資金（1年以内）については一
括返済を認める。

　運転資金、設備資金

中小企業者の経営合理化と経
営基盤の強化に必要な保証融
資を円滑にし、商工業者の自
主的経済活動の促進と企業の
安定化に資する。

①財政資金として20,000千円
を福島県信用保証協会に貸付
し、協会は町の指定する金融
機関の本店に預託する。
②金融機関は預託額の5倍に相
当する額を町内商工業者に保
証融資する。

　福島県信用保証協会は町の
指定する金融機関に対し、総
額で50,000千円の保証枠内で
保証し、指定金融機関は協会
の保証状況管理の下に総額
50,000千円の融資枠の範囲で
町内商工業者へ融資する。

　預託額　10,000千円
　協調倍率　5倍
　預託先　福島県信用保証協
会

　無担保保証　年利1.05％
　有担保保証　年利0.95％
　但し、保証協会が定めると
ころにより、最大で0.1％の割
引料率が適用される場合があ
る。

　連帯保証人1名以上とし、担
保は必要に応じて徴収する。

　設備資金、運転資金

　福島県信用保証協会に
15,000千円預託。

　運転資金は5年以内、設備資
金は7年以内。

福島県信用保証協会に預託
（55,000千円）する。
外に、商工組合中央金庫福島
支店に35,000千円預託。

　無担保保証　年利1.35％
　有担保保証　年利1.25％
　但し、保証協会が定めると
ころにより、最大で0.1％の割
引料率が適用される場合があ
る。

　無担保保証　年利0.75%
　有担保保証　年利0.65%
　福島県信用保証協会の必要
とする基本保証料と町制度信
用保証料の差額を財政負担。

該当なし

　無担保保証　年利1.05％
　有担保保証　年利0.95％

該当なし 該当なし

信
用
保
証
料
補
助
制
度

　借入実行時の信用保証料分
の補助

　申し込み資格　町内中小企
業者で福島県信用保証協会の
保証制度利用者
　補助金の範囲　1申込人に対
し3,000千円以内の借入金合計
とする。
　補助金の額　3,000千円以内
の範囲で保証料徴収額の半額
とする。
　手続き　金融機関を経由し
て商工会長に提出。商工会長
は審査のうえ町に補助金交付
申請をする。

該当なし 該当なし

中
小
企
業
事
業
資
金
融
資

　町の振興と魅力あるまちづ
くりを推進し、商工業の活性
化を図る。

伊達町

　町の振興と魅力あるまちづ
くりを推進し、商工業の活性
化を図る。

桑折町

　連帯保証人1名以上とし、担
保は必要に応じて徴収する。

　連帯保証人1名以上とし、担
保は必要に応じて徴収する。

　東邦銀行桑折支店
　福島銀行桑折支店
　福島信用金庫桑折支店

　運転資金、設備資金
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2
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商
工
業
不
況
対
策
融
資
制
度

該当なし

 各種融資制度は、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整する。

梁川町国見町

　小企業等経営改善資金と小
規模企業育成資金を受けたも
のに対し、その利子分の20％
を補助する。

該当なし 該当なし 　厳しい経済環境により売上
の現象など、経営悪化をきた
している町内商工業者に対し
て、緊急の不況対策資金を融
資することにより、経営の安
定化に資することを目的とす
る。
福島信用金庫掛田支店と契約
し、融資原資を信金が、町は
利子の補償及び損失が出た場
合の補填をする。

該当なし

・申込み　　霊山町商工会
・審査　　　福島信用金庫掛
田支店
・認定　　　霊山町

・金額は一業者1,000万円まで
・融資期間は5年以内
・無利子
・1名以上の保証人

該当なし 該当なし

各種融資制度商工・観光関係事業

伊達町桑折町 保原町

関連項目

月舘町霊山町

　商工業者の制度資金活用並
びに円滑化を図る。

　小企業等経営改善資金、小
規模企業育成資金等を受けた
ものに対し、1年間0.25％の利
子補給を行なう。

①申請は、毎年1月末までに提
出
②町は、3月で補正予算化し、
3月末に支給

①前年度事業実績報告書及び
当該年度の事業計画・予算書
を補助金交付申請書とともに
提出を受ける。
②前年度実績確認後、交付決
定発議、決済後通知書を送
付。
③概算払請求書の提出を受
け、支出事務。

①補助申請
②交付決定・通知
③実績報告及び請求
④支払

①要綱に基づき、月舘町商工
業融資資金利子補給補助金交
付申請書に当該年度分の融資
金融機関利子支払証明書を添
えた申請書が提出される。
②町税等の完納審査。
③利子補給金の決定及び通
知。
④利子補給金の請求及び支払
い。

　補給金の額は、伊達町中小
企業経営合理化資金に対して
金融機関所定の利率で計算し
た額の100分の30以内の額と
し、利子補給対象期間は、資
金借り入れから5年以内。

　福島県商工業協同組合から
事業資金の借り入れをした中
小商工業者に対し、当分の間
当該借り入れの利子の一部を
補給するため、当該利子補給
に要する経費について、商工
会に対して交付する。

　商工業者の経営安定に寄与

商
工
業
活
性
化
利
子
補
給
事
業

該当なし 該当なし 該当なし　商工業者の金利負担の軽減
と経営安定を図る。

　国見町商工会の行う商工貯
蓄共済制度に基づく事業資金
の融資を推進するため、福島
県商工業協同組合が融資した
事業資金の利子補給を行い、
商工会に対し予算の範囲内で
補助金を交付する。
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中
小
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該当なし

 各種融資制度は、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整する。

関連項目 各種融資制度商工・観光関係事業

伊達町桑折町 保原町

　中小企業者の金融の円滑化
を図る。

　中小企業の経営基盤強化

月舘町霊山町

【名称】
中小企業育成預託金事業

　中小企業者の金利負担軽
減・融資保証等を行うこと
で、金融機関との信用補強を
深め、投資・運転等の融通を
図り、経営の安定化を進め
る。

梁川町国見町

該当なし

該当なし 該当なし 該当なし

・預託額　5,000千円
・預託先　商工組合中央金庫

・資金の預金（福島信用金庫
へ20,000千円）

該当なし 該当なし・資金借入時の福島県信用保
証協会の保証料について予算
内で補助
・保証限度額：50,000千円
・対象資金：運転資金・設備
資金
・補助限度：信用保証料×2年
÷返済年数
・補助対象者
・1年以上活動拠点が町内
・同一事業を1年以上継続で健
全経営
・町税等の滞納なし
・商工会経由で申請

①使途
　設備資金・運転資金
②融資方法
　証書貸付・手形貸付・手形
割引・当座貸越
③融資期間
　原則として
　設備資金15年以内（うち据
置期間2年以内）
　運転資金10年以内（うち据
置期間2年以内）
④返済方法
　分割返済または期限一時返
済
⑤融資利率
　固定金利・変動金利
⑥担保保証人
　必要に応じ徴収
⑦預託額
　18,000千円
⑧協調倍率
　なし

・預託額　　：　5,000千円
・協調倍率 ：　なし
・預託先　　：　商工組合中
央金庫
・運転資金貸付

該当なし 該当なし【名称】
商工組合中央金庫貸付事業

　中小企業者の金利負担軽
減・融資保証等を行うこと
で、金融機関との信用補強を
深め、投資・運転等の融通を
図り、経営の安定化を進め
る。
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項目 桑折町 伊達町 国見町

協定項目

調整の方針

 観光振興
（1） 観光協会は、合併後統合再編できるよう支援するものとする。
（2） 観光振興事業は、新市に引き継ぐものとする。

関連項目 観光振興（観光協会）商工・観光関係事業

霊山町 月舘町梁川町 保原町

観
光
協
会

　広域的観光ネットワークの
形成を推進し、地域の観光振
興、活性化に寄与する。

該当なし 該当なし

桑折町観光協会

①会員　５１名
②役員　会長　　１名
　　　　副会長　３名
　　　　理事　１０名
　　　　監事　　２名
③事務局　桑折町役場内

①観光物産に関する調査研究
②観光宣伝の拡充強化
③ステーションギャラリー
「ピーチプラザ」の運営
④観光産業の活性化及びふる
さと産業おこしの支援・推進
⑤関係団体・機関との連絡調
整及び情報交換
⑥会員相互の親睦と意識の高
揚を図るための研修会

　梁川町観光物産振興協会
が、観光及び物産の開発・研
究・販路拡大等を図り、文
化・産業経済の振興に寄与す
ることを目的とした事業に助
成する。

　観光事業の健全な発展を図
るため必要な事業を行い、町
民文化厚生の発展向上に資す
ることを目的として、各種イ
ベント等を実施している。

該当なし

梁川町観光物産振興協会 保原町観光協会 霊山町観光協会

会長　　１名
副会長　２名
理事　若干名
監事　　２名

会長　　１名
副会長　２名
理事　１３名
監事　　２名
顧問　　５名
会員で構成　事務局は保原町
役場内に置く。

会長　　１名
副会長　３名
理事　１３名
監事　　２名
事務局は霊山町役場内に置
く。

①霊山山開き
②霊山ハイキング
③霊山への出店
④霊山太鼓遠征依頼受付
⑤霊山町フォトコンテスト
⑥雑誌等に観光広告掲載
⑦霊山観光案内人会への補助
等

①庶務
②会計

①庶務
②会計

①庶務
②会計

①庶務
②会計

桑折町観光協会 2,000千円

①観光の開発・宣伝
②物産の改良・開発の調査研
究
③物産の販路開発及び宣伝
④優良物産の推薦
⑤町産品の展示・即売
⑥やながわ希望の森公園「産
業伝承館」の管理受託事業
⑦梁川町国保病院の売店事業

・梁川町観光物産振興協会
　　振興協会運営費補助金
200千円
　　ガイドブック作成補助金
604千円

①桃畑ライトアップ
②ガーデニングコンテスト
③こらんしょ桃の市
④ちどり足ラリー

保原町観光協会　2,964千円 霊山太鼓保存会　300千円
霊山町観光協会　1,000千円

月舘ふるさと産品開発企業組
合　700千円

該当なし 該当なし



名
称

構
成
団
体

内
容

協定項目

調整の方針

観
光
イ
ベ
ン
ト
助
成
事
業

梁川町

【国見町義経まつり】
（主催）国見町まちづくり推進
協議会

【国見夢まつり】
（主催）商工会、国見町まちづ
くり推進協議会

【ＪＡまつり】
（主催）ＪＡ、国見町まちづく
り推進協議会
【阿津賀志山ライトアップ事
業】
（主催、運営者育成）国見町ま
ちづくり推進協議会

国見町まちづくり推進協議会に
補助金　3,800千円

【やながわふる里まつり】
【桜まつり】
（主催）梁川町観光物産振興協
会

【夏まつり】
（主催）梁川町商工会

【秋まつり】
（主催）伊達みらい農協梁川総
合支店

【ニットフェアとうまいものま
つり】
（主催）梁川ファッション協同
組合

やながわふる里まつり連絡協議
会に補助金　7,000千円

【献上桃の郷まつり】
①ピーチロードをゆっくり歩こ
う会
②こおり桃源郷「桃の郷まつ
り」
（主催）
献上桃の郷まつり実行委員会

桑折町 国見町

 観光振興
（1） 観光協会は、合併後統合再編できるよう支援するものとする。
（2） 観光振興事業は、新市に引き継ぐものとする。

関連項目 観光振興（観光振興事業）商工・観光関係事業

霊山町 月舘町

【霊山山開き】
（主催）霊山町観光協会
　町補助金　342千円

【茶臼山さくらまつり】
　町補助金　200千円

【森林公園まつり】

【よ市】

【盆踊り大会】

【流灯花火大会】

【小手姫の里秋まつり】

つきだてふるさと産業おこし推
進協議会
　　町補助金　2,000千円
（夏まつりへ880千円、秋まつ
りへ1,120千円）

保原町

【保原町サマーフェスティバ
ル】
8月第2土曜日
（主催）保原町商工会青年部
　　町補助金　665千円

【保原町産業まつり】
（主催）ほばら町産業まつり実
行委員会
　　町助成金　665千円

　霊山太鼓をはじめとした、郷
土芸能を保存・伝承・育成する
中で町民の英知を結集したイベ
ントを取り組むことにより、人
材の育成と交流と活性化を図
る。
　町の農業と商工業等の振興に
寄与する。
　観光資源をＰＲし、誘客を図
りながらイメージアップを図
る。

①小手姫の里夏まつりの運営事
務（よ市・納涼盆おどり大会・
流灯花火大会）
②小手姫の里秋まつりの運営事
務（農産物及び日用品の即売、
町内企業の製品・商品展示・宣
伝）
③「ふるさと産品」づくりの提
案
④ふるさと産業おこし運動の推
進・ＰＲ
⑤イメージキャラクター・ロゴ
マークづくり
⑥「やまゆり花舞四季会社」及
び「つきだて花工房」との連携
提案

実
行
委
員
会
事
務

桑折町飛翔21委員会 該当なし

　町内で地域づくり活動を行っ
ている各種団体等

町、町議会、商工会、ＪＡ、町
内会長連絡協議会、婦人会連絡
協議会

【目的】
　本町固有の資源を活用し、地
域づくり・地域活性化を図るた
め、商・工・農・官・民のすべ
てが一体となり、各種イベン
ト・ボランティア活動・人材育
成・国際交流等の事業を実施ま
たは支援する。
【事業】
①地域づくり・地域活性化に関
する講演会・交流会等の実施及
び参加
②地域資源等を活用した各種事
業の実施
③構成団体が行う各種事業の支
援・協力
④その他目的達成のため必要な
事業

①国見町義経まつり（主催）
②国見夢まつり（商工会主催・
補助）
③ＪＡまつり（ＪＡ主催・補
助）
④阿津賀志山ライトアップ事業
（主催）

霊山太鼓まつり実行委員会 　夏まつり及び秋まつり実行委
員会

商工会、ＪＡ等がある。 【商工団体】月舘町商工会・月
舘町商工会青年部
【農業団体】ＪＡ伊達みらい月
舘総合支店・ＪＡ女性部・ＪＡ
伊達みらいフレッシュミセスリ
リーズ・農業改良推進員協議会
【任意団体】月舘町連合婦人
会・月舘の未来と自分の将来を
考える会・つきだてカントリー
ライフ２１・小手姫おもしろ塾
くれぱす・小手姫おもしろ塾フ
ロンティア
【公共団体】月舘町・月舘町教
育委員会

項目

観
光
振
興
事
業
(
1
)

該当なし 該当なし

【だてふるさとビッグフェア】
　例年11月第2土日に実施
（主催）だてふるさとビッグ
フェア実行委員会
　　町補助金　980千円

伊達町



該当なし 該当なし 該当なし 該当なし泉
源
管
理

　桑折町民研修センターで利
用する源泉については、町が
維持管理を行っている。

該当なし 該当なし

該当なし 県立自然公園「霊山」の登山
口駐車場の維持管理

該当なし

該当なし 該当なし 【社団法人霊山こどもの村管
理会】
・児童施設部門管理運営委託
及び、こどもの村園内整備・
施設の維持補修。
・りょうぜん紅彩館管理運営
委託

霊山こどもの村　26,000千円
りょうぜん紅彩館21,000千円

該当なし

該当なし

該当なし 該当なし 該当なし

該当なし該当なし

【阿津賀志山】
・展望台周辺管理　100千円
　展望台周辺･道路草刈､トイ
レ掃除
・トイレ汲取　5千円
・山頂整枝　336千円
・駐車場等借地料　53千円

該当なし 【高子沼】
・トイレの清掃管理
　205千円

該当なし

調整の方針

協定項目

【半田山自然公園】
桑折町半田山自然公園管理業
務委託
・管理人の配置及び施設の監
視に関すること
・林産物等の販売に関するこ
と
・施設の保全に関すること
・公園内の清掃に関すること
・野鳥保護に関すること
・入園者の施設等の使用に関
すること
・上記以外のほか、設置目的
を達成するために必要な業務
に関すること

桑折町

管
理
事
業
　
（

観
光
施
設
　
森
林
公
園
等
）

 観光振興
（1） 観光協会は、合併後統合再編できるよう支援するものとする。
（2） 観光振興事業は、新市に引き継ぐものとする。

関連項目 観光振興（観光振興事業）商工・観光関係事業

該当なし

伊達町項目

観
光
振
興
事
業
(
2
)

そ
の
他
観
光
施
設
管
理
事
業

該当なし 【愛宕山】
・臨時トイレ設置清掃委託(シ
ルバー)32千円
・臨時トイレ借上げ　118千円

公
営
駐

車
場
管

理

該当なし 該当なし

（

社
）

霊
山
こ
ど
も
の
村
管
理
会
に
関
す
る
こ
と

月舘町

【茶臼山公園】
・保全業務（年2回､5.17ha）
草刈り、遊歩道整備、折損木
等の除去など
・地上散布（年1.2回、スミチ
オン）
多行松及び一部の赤松につい
て
・樹幹注入（4年サイクル）

【県立自然公園「霊山」】
・登山道整備
草刈り（年1回）　案内看板な
どの設置（随時）
・修景　（随時）

【ブヨメキ】
・保全業務　草刈りなど（年1
回）

※農山村地域交流推進事業(農
林水産振興関係事業)にあるも
のを除く
【月見舘森林公園】
・山林及び遊歩道管理業務
・親水公園管理業務
・駐車場及び公衆便所管理業
務

該当なし

保原町

【やながわ希望の森公園】
社団法人梁川町シルバー人材
センターに管理委託

【赤坂の里森林公園】
　3,861千円

【富成花見山森林公園】
 整備補助として120千円

【紅屋峠千本桜森林公園】
  190千円

国見町 梁川町 霊山町



地
域
特
産
物
製
造
販
売
促
進
事
業

①ふくしまビッグフェア出店
負担金　157千円

②ふるさと産品開発企業組合
への補助金　700千円

③県内外へのふるさと産品の
出店販売、物産展の開催

地
域
産
業
振
興
事
業

内
容

①ふくしまビッグフェア出店
負担金

②柴田町菊人形展阿武隈急行
沿線コーナー　柴田町観光協
会

③鉄道の日フェステバル阿武
隈急行沿線「あぶくまの里」
物産販売　　阿武隈急行㈱

④梁川町桜まつり
　わながわふる里まつり実行
委員会

⑤東京梁川会総会展示即売会
　東京梁川会・梁川町秋まつ
り
　わながわふる里まつり実行
委員会

⑥梁川町ニットフェアとうま
いものまつり

①ふくしまビッグフェア出店
負担金　　79千円

②柴田町菊人形展阿武隈急行
沿線コーナー　柴田町観光協
会

③鉄道の日フェステバル阿武
隈急行沿線「あぶくまの里」
物産販売　　阿武隈急行㈱

④9/20～9/21　東京都豊島区
「ふくろ祭」に参加し、保原
町の地場産品のＰＲ、販売を
行い、保原町に対する理解と
認識を深めさせるとともに地
場産品の販路拡大を図る。
　観光物産展参加予算額
　520千円

○ニット振興対策貸付（福島
ニット協同組合を通し、組合
に加入している町内のニット
業者に必要な資金を融資す
る）

（貸付金額）　40,000千円

○地場産業振興育成貸付（町
内の金融機関に預託し、町内
の地場産業を営む中小企業に
融資する）

　預託金額　72,000千円

○町の活性化と町民の勤労意
欲の高揚を図るため、地域特
産品（果物等）を活用したイ
メージ作りを展開している。
・農産物生産者への経営指導
及び経済支援
・町内関係諸団体と連携した
町ＰＲ及び誘客イベントの開
催
・関連団体との連携強化

○物産振興組織の確立
○産品開発のサポート

①ふくしまビッグフェア出店
負担金
食う見る遊ぶinこおり等で町
の特産品である桃を中心とし
た農産物の販売促進。

②桃を加工したアイスクリー
ム等の菓子づくり。

①ふくしまビッグフェア出店
負担金　195千円
　桃を中心に販売、ＰＲ

①ふくしまビッグフェア出店
負担金　　285千円

①ふくしまビッグフェア出店
負担金　158千円
　霊山町特産のもも、りん
ご、しいたけ等生産品を加工
し、県外において物産展を開
催し、販売とＰＲをする。

【梁川町ファッションニット
協同組合】
・教育情報事業
　情報交換会の開催、研修
会、ＹＫＦ情報の発行
・労務対策事業
　労務・衛生・厚生事業
・振興事業
　ニットデザインコンテスト
の開催、やながわふる里まつ
りへの参加
・共同販売事業
　ニットフェア、常設展示室
メリーズ・ギャラリー
・その他産地活性化事業
　県ニット工業組合協賛事業
等に補助金支出

関連項目 地域産業振興事業

調整の方針

 地域産業振興事業は、現行のとおりとし、新市に引き継ぐものとする。

【福島県ニット工業組合】
・見本市への新作品展示
・産地ＰＲ
・パンフ配布
事業に国見町ニット産地振興
事業補助金　　100千円

【福島県ニット工業組合】
・繊維産業対策事業
　生産実態調査
・地場産業総合振興事業
　地域産業集積活性化支援事
業
　 共同販売事業
・人材育成事業
・広報・輸入対策事業
　市場調査、輸出振興セミ
ナー外に補助金支出

協定項目 商工・観光関係事業

項目 月舘町

○ＪＡに対する各種補助金【福島ニット協同組合】
・活動事業補助金　475千円
・ニット産地ＰＲ事業補助金
1,425千円
・販路拡大のため
　「ジャパンクリエーショ
ン」に出展事業の補助1,900千
円
・伝統産業真綿振興補助金
（入金真綿品評会開催事業補
助）　135千円

桑折町

【伊達町ふるさと産業おこし
実行委員会】
・町の産品開発
・ＰＲ、イベント支援
事業に補助金額214千円

伊達町 霊山町保原町国見町 梁川町



協定項目２４－２１　商工・観光事業参考資料　関係法令

○商工会法（昭和３５年５月２０日法律第８９号）　抜粋
（地区）
第７条 　商工会の地区は、一の町村の区域とする。ただし、商工業の状況により必要があるときは、一の市又は
隣接する二以上の市町村の区域とすることができる。
２ 　商工会の地区は、他の商工会の地区又は商工会議所の地区と重複するものであつてはならない。

（市町村の廃置分合に伴う地区の特例）
第８条 　商工会の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があつた場合において、その商工会（その商
工会が廃置分合後の市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とし、その地区が隣接する他の商工会と
合併した場合（以下この条において「隣接商工会との合併の場合」という。）にあつては、当該合併後存続する商工
会又は当該合併によつて成立した商工会。以下この条において同じ。）の地区を廃置分合後の市町村の区域とす
るための定款の変更をし、又はその商工会が解散するまでの間は、前条第１項の規定にかかわらず、その商工会
の地区は、廃置分合前の市町村の区域（隣接商工会との合併の場合にあつては、当該合併前の各商工会の地区
のすべてを合わせた区域）とする。

○商工会議所法（昭和２８年８月１日法律第１４３号）　抜粋
（地区）
第８条 　商工会議所の地区は、市（都の区のある地域においては、そのすべての区をあわせたもの。以下同じ。）
の区域とする。但し、商工業の状況により必要があるときは、町の区域又は隣接する市と市町村若しくは隣接する
町と町村をあわせたものの区域とすることができる。
２ 　前項但書の区域のうち、町の区域又は町と町村をあわせた区域は、地方自治法 （昭和２２年法律第６７号）第
八条第１項第１号 から第三号 までに掲げる要件を備えたものでなければならない。但し、商工業の状況により、
特に必要があるときは、この限りでない。
３ 　商工会議所の地区は、他の商工会議所の地区又は商工会の地区と重複するものがあつてはならない。

○都市計画法（昭和４３年６月１５日法律第１００号）　抜粋
第９条
１０ 　準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。
１１ 　工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。
１２ 　工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域とする。

○農村地域工業等導入促進法（昭和４６年６月２１日法律第１１２号）　抜粋
（目的）
第１条 　この法律は、農村地域への工業等の導入を積極的かつ計画的に促進するとともに農業従事者がその希
望及び能力に従つてその導入される工業等に就業することを促進するための措置を講じ、並びにこれらの措置と
相まつて農業構造の改善を促進するための措置を講ずることにより、農業と工業等との均衡ある発展を図るととも
に、雇用構造の高度化に資することを目的とする。

○工業再配置促進法（昭和４７年６月１６日法律第７３号）　抜粋

（目的）
第１条 　この法律は、過度に工業が集積している地域から工業の集積の程度が低い地域への工場の移転及び当
該地域における工場の新増設を環境の整備その他環境の保全及び雇用の安定に配意しつつ推進する措置を講
ずることにより、工業の再配置を促進し、もつて国民経済の健全な発展を図り、あわせて国土の均衡ある発展と国
民の福祉の向上に資することを目的とする。

（移転促進地域及び誘導地域）
第２条 ２ 　この法律において「誘導地域」とは、次に掲げる地域をいう。
一 　工業の集積の程度が低く、かつ、人口の増加の割合が低い道県で政令で定めるものの区域（政令で定める
要件に該当する市町村の区域を除く。）
二 　前号の区域とその区域が連接し、かつ、工業の集積の程度及び人口の増加の割合が同号の区域における工
業の集積の程度及び人口の増加の割合に類する市町村で政令で定めるものの区域

○過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年３月３１日法律第１５号）
(目的)
第１条 　この法律は、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整
備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措
置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及
び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする。



協定項目２４－２１　商工・観光事業参考資料　先進事例

○南アルプス市(山梨県　平成15年4月1日・新設）
商工業・観光振興の取扱いについては、次のとおりとする。

①商工会については一本化を図り、新市全域にかかる統合組織を設置する。

②合併後速やかに新市の観光協会を設置し、観光振興の強化を図る。

③小規模企業者の貸付資金については現行制度を維持することとし、勤労者に対する貸付資金については、白根
町の例により新市全域を対象とする。　但し、償還期限の未到来分は、現行のとおり新町に引き継ぐ。

④商工業振興にかかる継続中の事業は新市に引き継ぐ。また、新市の商工業振興計画を策定し統一的な振興を
図る。
商工観光事業（各種イベント等）の取扱い

　基本的には現状のまま継続することとし、拡大あるいは一本化すべきものについては新市において調整する。

温泉、保養所の取扱い

　現状のまま移行し新市において適宜見直し、検討を図る。

○安芸高田市（広島県　平成16年3月1日・新設）

商工・観光関係事業については，産業の振興及び地域活性化を図るため，新市において引き続き事業の推進に
努めるものとする。

①商工会については，それぞれの事情を尊重しながら統合に向けた環境の整備に努めるものとする。

②商工会助成については，現行制度を尊重しつつ新たな交付要綱を定め，金額については新市において調整す
る。

③商店街にぎわい創出事業補助金，たばこ小売組合助成，カード会運営事業補助金及び中小商業振興資金利子
補給事業については，新市において調整し，新市における商工会助成金の中に含めるものとする。

④企業誘致事業については，定住のための雇用の場の確保に向けて，新市においても継続的な企業誘致の取り
組みを進める。

⑤観光関係事業については，現行のとおり引き継ぎ，新市において観光資源を有効活用した広域的な観光振興を
図る。



協議第４０号 
 

   勤労者・消費者事業について 

 
 勤労者・消費者事業について、次のとおり提案する。 
 
   平成１６年６月３日提出 
 
 
                    伊達７町合併協議会 
                     会 長  池 田 善 治 
 

協定項目２４―２２ 勤労者・消費者事業 

１ 勤労者対策 
（1） 雇用促進対策は、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 
（2） 勤労者融資制度は、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整する。 
２ 消費者行政は、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。  
 



雇
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島
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急
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創
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業

（

各
町
対
応
分
）

目
的

内
容

預
託
金

月舘町

①福島地区職業安定連絡協議
会負担金
　6,000円
②福島県雇用開発協会負担金
　9,000円

①福島地区職業安定連絡協議
会負担金
  3,800円
②福島県雇用開発協会負担金
　9,000円

保原町 霊山町伊達町 国見町 梁川町

①福島地区職業安定連絡協議
会負担金
　7,000円
②福島県雇用開発協会負担金
　8,550円

桑折町

①猿個体及び群調査事業
　事業費　5,109千円
②環境美化整備事業
　事業費　4,232千円

①森林環境整備事業
委託料　3,079千円

勤労者対策

調整の方針

 勤労者対策
（1） 雇用促進対策は、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
（2） 勤労者融資制度は、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整する。

項目

協定項目 勤労者・消費者事業 関連項目

①情報教育アドバイザー設置
事業（小中学校における情報
教育の充実を図るため情報教
育アドバイザーを設置）
6,615千円
②町広報誌及び写真電子整備
事業（「広報くにみ」を電子
化することによりデータ―保
管共有化をはかり､学校･図書
室などに配布する）3,624千円
③観月台公園樹木等樹木リフ
レッシュ事業（観月台公園内
の松の樹勢回復及び各樹木の
剪定作業）　6,615千円

雇
用
促
進
対
策

①中小企業特別委託事業
　梁川町緑地保全事業　6,069
千円
②直接実施事業
　学校教育・生徒指導等支援
員配置事業　1,160千円
③委託事業
　現戸籍電算化セットアップ
事業　1,080千円
　不法投棄調査・廃棄物撤去
事業　4,194千円

①地域住民のＩＴ学習支援事
業
　9,933千円
②幼稚園における支援事業
　5,979千円
③赤坂の里森林公園内環境保
全事業　8,904千円
④特産品認定制度確立のため
の調査ＰＲ事業　5,040千円
⑤乳幼児のことばの発達支援
事業　780千円

①福島地区職業安定連絡協議
会負担金
　8,000円
②福島県雇用開発協会負担金
　9,000円

①福島地区職業安定連絡協議
会負担金
　10,900円
②福島県雇用開発協会負担金
　8,550円

①福島地区職業安定連絡協議
会負担金
　12,300円
②福島県雇用開発協会負担金
　8,550円

①福島地区職業安定連絡協議
会負担金
　6,400円
②福島県雇用開発協会負担金
　8,550円

①行政文書保存整理事業
 3,718千円
②道路環境美化作業
　9,661千円

勤
労
者
融
資
制
度

○福島県未組織労働者融資制
度に係る預託金

桑折町に同じ 桑折町に同じ

　未組織労働者に対し，必要
な資金を貸し付けることによ
り労働者の生活安定に資す
る。

　県及び市町村は未組織労働
者融資制度に必要な資金とし
て毎年予算の範囲内で原資を
東北労働金庫に預託するもの
とする。

　2,270千円 　1,500千円 　3,505千円

桑折町に同じ 桑折町に同じ 桑折町に同じ 該当なし

　1,050千円 　3,790千円 　750千円
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内
容

事
務
手
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調整の方針

項目

消
費
者
行
政

消費者生活トラブル相談、ト
ラブル防止のため広報紙によ
る啓発活動。

悪
徳
商
法
啓
発
事
業

　消費生活の情報の各世帯へ
の提供、年々増加している悪
徳商法による被害相談、啓発
により消費者が住みやすい生
活を確立させる。
　桑折町連合婦人会の会員の
方々が中心の「桑折町くらし
の会」に協力をいただいてい
る。

　消費生活の情報提供、年々
増加している悪徳商法による
被害相談、啓発により消費者
が住みやすい生活を確立させ
る。

　消費生活の情報提供、年々
増加している悪徳商法による
被害相談、啓発により消費者
が住みやすい生活を確立させ
る。

　「くらしの豆知識」他（消
費生活情報冊子）及びパンフ
レット等の配布。消費生活ト
ラブル相談、啓発のため。

　「くらしの豆知識」他（消
費生活情報冊子）及びパンフ
レット等の配布。消費生活ト
ラブル相談、啓発のため。

　「くらしの豆知識」他（消
費生活情報冊子）及びパンフ
レット等の配布。消費生活ト
ラブル相談、啓発のため。

　消費生活の情報提供、年々
増加している悪徳商法による
被害相談、啓発により消費者
が住みよい生活を確立させ
る。

　消費生活の情報提供、年々
増加している悪徳商法による
被害の相談への啓発

　消費生活の情報提供、年々
増加している悪徳商法による
被害相談、啓発により消費者
が住みやすい生活を確立させ
る。

　消費生活の情報提供、年々
増加している悪徳商法による
被害相談、啓発により消費者
が住みやすい生活を確立させ
る。

　消費者月間事業として行わ
れる、県開催の「消費者のつ
どい」への参加

該当なし

　「くらしの豆知識」他の配
付
　新成人への消費者啓発リー
フレット配布

　「くらしの豆知識」他(消費
生活情報冊子）及びパンフ
レット等の配布。消費生活ト
ラブル相談、啓発のため。

該当なし 該当なし

　「くらしの豆知識」他（消
費生活情報冊子）及びパンフ
レット等の配布。消費生活ト
ラブル相談、啓発のための広
報掲載。

該当なし

該当なし 該当なし

　大型小売店舗前にて消費者
月間をＰＲ。啓発リーフレッ
トと花の種を消費者に配布す
る。

消
費
者
月
間
活
動

　5月の消費者月間事業とし
て、啓発用資料を各世帯に回
覧し、また消費者団体への周
知をすることにより、幅広い
層への啓発を図り、消費者被
害の未然防止･拡大防止に資す
る。

該当なし 該当なし

該当なし該当なし

・住民の消費者相談の受付
・消費者啓発物資の配布等
・担当課長及び担当者会議へ
の出席
・消費者リーダーの育成
・桑折町連合婦人会の会員の
方々が中心の「桑折町くらし
の会」に協力をいただいてい
る。

桑折町

　5月の消費者月間事業とし
て、啓発用資料を主要駅や街
頭等において、配布すること
により、幅広い層への啓発を
図り、消費者被害の未然防止･
拡大防止に資する。

該当なし

梁川町国見町

・住民の消費者相談の受付
・消費者啓発物資の配布等
・消費生活用パソコンの設置

伊達町

勤労者・消費者事業 関連項目 消費者行政協定項目

 消費者行政は、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

消
費
者
保
護
事
業

・住民の消費者相談の受付
・消費者啓発物資の配布等
・担当者会議への出席
　（年１回主催福島県生活環
境部県民環境総務領域県民文
化グループ）

・住民の消費者相談の受付
・消費者啓発物資の配布等
・担当課長及び担当者会議へ
の出席

月舘町霊山町

・住民の消費者相談の受付
・消費者啓発記事の広報紙掲
載
・担当者会議への出席

・住民の消費者相談の受付
・保原町消費者保護事業補助
金
　交付先
　　保原町消費生活研究会
　交付金額
　　95千円

保原町

・住民の消費者相談の受付
・消費者啓発物資の配布等
・担当課長及び担当者会議へ
の出席
　（年2回ほど。主催：福島県
生活環境部県民環境総務領
域・福島県消費生活セン
ター。）



協定項目２４－２２　勤労者・消費者事業参考資料　関係法令等

○社団法人　福島県雇用開発協会　（昭和61年５月30日設立）

(協会の趣旨)
高年齢者等の雇用の促進と安定及び若年労働力の確保対策を図るため、行政施策に協力しつつ、事業
主自らが自主的な活動を行うことが、これらの雇用の促進に効果的であることから、事業主・経営者団
体・市町村を会員として設立された

(協会の目的)
高年齢者等の雇用の促進と安定、及び若年労働力の確保定着を図り、もって産業の健全な発展に寄与
することを目的とする

○福島県緊急雇用創出基金事業

事業の概要
　県及び市町村では、厳しい雇用情勢に対応するため、緊急雇用創出基金を活用して中高年の非自発
的失業者や新規学卒未就職者を中心に新規の雇用や就業機会の創出を図る事業を実施しています。
（1）この事業は、平成１７年３月まで実施します。
（2）この事業は、県及び市町村が原則として民間企業等へ委託することにより実施します。
（3）この事業での雇用期間は、原則として６ヶ月未満です。

○福島県障害者雇用促進協会

福島県障害者雇用促進協会は県知事又は県労働局長の許可を受け設立された団体 （社団法人又は財
団法人） で、 福島県における障害者の職業的自立と勤労意欲の向上並びに事業主に対する障害者の
雇用促進に関する啓発、 指導援助等を行い、 障害者雇用に貢献することを目的としてさまざまな事業を
行っています。

○消費者月間

 　消費者保護基本法は、昭和４３年５月３０日に施行されましたが、その施行２０周年を機に、昭和６３年
から毎年５月を「消費者月間」とし、消費者、事業者、行政が一体となって、消費者問題に対する啓発・教
育等の各種事業を集中的に行っています。
　毎年５月３０日を「消費者の日」としています。



協定項目２４－２２　勤労者・消費者事業参考資料　先進地事例

○かほく市（石川県　平成16年3月1日・新設）

①消費生活相談については、高松町の例による。

②勤労者金融施策については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、預託金制度は利子補給制度に改め実施する。

○田村市（福島県　平成17年3月1日予定・新設） 田村地方5町村合併協議会

勤労者・消費者事業については、引続き勤労者の支援及び消費者保護の観点から施策等の推進に努める。
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