
記 者 会 見 

 

 

日時：平成 22 年 2 月 24 日（水）16 時 

場所：伊達市役所 委員会室１ 

 

 

１ 平成 22 年第１回伊達市議会定例会について 資料１ （総務部総務課） 

(1) 会  期 平成 22 年３月２日（火）から３月 16 日（火）まで 
(2) 提出議案 68 件  
        専決処分の報告３件、専決処分の承認１件、人事２件、条例制定４件 

        条例の一部改正 13 件、条例廃止１件、補正予算 13 件、当初予算 29 件、

その他２件 

 

２ 平成 22 年度予算の概要について 資料２ (財務部財政課) 

 

 

 

３ 平成 2１年度３月補正予算の概要について 資料３ （財務部財政課） 

 

 

 

４ 平成 22 年度伊達市経営方針について 資料４ （企画部企画調整課） 

 

 

 

５ その他 

(1) つつこ引き祭り 
開 催 日 ３月７日（日） 

時   間 12 時から 16 時まで 

場  所 保原町「厳島神社」 

問い合わせ つつこ引き実行委員会 電話 024-576-4062 

(2) まゆ手工芸品展示発表会 
開 催 日 ３月８日（月）から 14 日（日）まで 

時   間 ９時から 16 時まで（初日は 12 時から） 

場  所 伊達市役所梁川分庁舎 1階ホール 

問い合わせ 伊達氏のふるさと梁川会（梁川総合支所地域づくり課内） 

      電話 024-577-1111 
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平成22年第１回伊達市議会定例会提出議案概要                               

                                         

提出案件68件【専決処分の報告３件、専決処分の承認１件、人事２件、条例制定４件、条例の一部改正13件、条例廃止１件、補正13件、当初予算29件、 

その他２件】 

 

１．専決処分の報告（３件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

報告第１号 

 

 

専決処分の報告について（自動車事故損害賠償の額の決定について） 

 損害賠償額：６３，７５６円 

 事故の概要：平成21年11月14日、保原町大泉地内において、市道排水ポンプの故障が原因で冠水した場所に相手

方車両が進入し損傷したもの（専決処分日平成22年１月29日） 

 根拠法令：地方自治法第180条第１項、平成18年７月４日議会の議決により指定された市長の専決処分事項 

総務部 

総務課 

報告第２号 

 

 

専決処分の報告について（自動車事故損害賠償の額の決定について） 

 損害賠償額：７５，６３０円 

事故の概要：平成22年１月４日、保原町字８丁目地内において、市道グレーチングが跳ね上がり、相手方車両に

衝突し損傷したもの（専決処分日平成22年２月５日） 

 根拠法令：地方自治法第180条第１項、平成18年７月４日議会の議決により指定された市長の専決処分事項 

総務部 

総務課 

報告第３号 

 

 

専決処分の報告について（福島県市町村総合事務組合を組織する団体数の減少及び規約の変更について） 

 郡山地方広域市町村圏組合が平成22年３月31日をもって福島県市町村総合事務組合から脱退すること、並びに、

公立小野町地方綜合病院組合の名称が平成22年４月１日から公立小野町地方綜合病院企業団に変更されることに

伴う同規約の変更について専決処分したもの（専決処分日平成22年２月10日） 

 根拠法令：地方自治法第180条第１項、平成18年７月４日議会の議決により指定された市長の専決処分事項 

総務部 

人事課 

 

 

資料１ 
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２．専決処分の承認（１件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第１号 

 

 

専決処分の承認を求めることについて（福島地方広域行政事務組合規約の一部を改正する規約について） 

 地方自治法の一部改正により収入役が会計管理者に変更されることに伴う同規約の変更について専決処分したも

の（専決処分日平成22年１月８日） 

 根拠法令：地方自治法第179条第３項 

企画部 

企画調整課 

 

３．人事（２件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第２号 

議案第３号 

 

人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて 

 人権擁護委員の任期満了に伴い、候補者を推薦するにあたり議会の意見を求めるもの 

  梁川総合支所管内１名 霊山総合支所管内１名 

 根拠法令：人権擁護委員法第６条第３項 

健康福祉部 

社会福祉課 

 

４．条例制定（４件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第４号 

 

伊達市さわやか現道整備基金条例の制定について 

市道の整備を推進し、安全な生活環境の確保を図るための基金設置のため、新たに条例を制定するもの 

根拠法令：地方自治法第96条第１項 

財務部 

財政課 

議案第５号 

 

伊達市環境基本条例の制定について 

環境の保全等について基本理念を定め、市民の健康で文化的な生活の確保及び地球環境の保全に寄与するため、新た

に条例を制定するもの 

 （主な内容） 

 環境の保全及び創造に関する施策の基本指針等、基本的施策を規定 

地球環境の保全の推進 

根拠法令：地方自治法第96条第１項 

市民生活部 

環境防災課 
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議案第６号 

 

伊達市高齢者自立支援事業負担金条例の制定について 

地方自治法第224条の規定により、本市が実施する高齢者自立支援事業の利用者負担額を定めるため、新たに条例を

制定するもの。なお、現行の負担金を規定している伊達市在宅福祉サービス事業手数料条例及び伊達市ホームヘルパ

ー派遣手数料条例は附則において廃止する。 

 （主な内容） 

 高齢者自立支援事業の利用者は、費用の１割を負担する。 

根拠法令：地方自治法第96条第１項 

健康福祉部 

高齢福祉課 

議案第７号 

 

伊達市法定外公共物の管理に関する条例の制定について 

法定外公共物の管理の規定を明確化し、法定外公共物の使用の適正化を図るため、新たに条例を制定するもの。なお、

伊達市公共用財産使用料等に関する条例は附則において廃止する。 

 （主な内容） 

 法定外公共物の使用等に関して必要な事項を定める。 

 法定外公共物の使用料を定める。 

根拠法令：地方自治法第96条第１項 

建設部 

土木課 

 

５．条例の一部改正（13件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第８号 

 

伊達市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一部を改正する条例について 

農地法の改正に伴い、標準小作料の設定が廃止されたこと、並びに、月舘町史の編纂が終了したことにより関係す

る委員の報酬を廃止するため、所要の改正をするもの 

（主な内容） 

 月舘町史編纂委員会委員、月舘町史編纂専門委員会委員、小作料協議会委員の項を削る。 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

総務部 

総務課 

議案第９号 

 

伊達市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 

福島県人事委員会勧告に準拠し、職員の勤務時間、超過勤務手当の取扱いを変更をするため、所要の改正をするもの

（主な内容） 

職員の勤務時間「１日８時間、週40時間」→「１日７時間45分、週38時間45分」 

総務部 

人事課 
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月60時間を超える超過勤務手当の支給割合引き上げ分の支給に代えて、代休を指定できる制度を設ける。 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

議案第10号 

 

伊達市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第９号に関連し勤務１時間当たりの給与額、超過勤務手当の支給割合を変更するため、所要の改正をするもの 

（主な内容） 

 勤務１時間当たりの給与額の算出について、１日７時間45分を算出の基礎数値とする。 

月60時間を超える超過勤務手当の支給割合を100分の150に引き上げる。 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

総務部 

人事課 

議案第11号 

 

伊達市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

職員の勤務時間の改正に伴い、育児短時間勤務職員の１週間当たりの勤務時間を改正するため、所要の改正をするも

の 

（主な内容） 

 育児短時間勤務職員の１週間当たりの勤務時間「20時間、24時間又は25時間」 

→「19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分」

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

総務部 

人事課 

議案第12号 

 

伊達市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について 資料１－１ 

特別職報酬等審議会の審議結果を踏まえ、市長等の給与額を改正し、また、日当及び宿泊費の支給額を引き下げるた

め、所要の改正をするもの 

 （主な内容） 

  市長の給与「月額1,010,000円」→「月額981,000円」 

  副市長の給与「月額800,000円」→「月額777,000円」 

根拠法令：地方自治法第96条第１項 

総務部 

人事課 

議案第13号 

 

伊達市教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について 資料１－１ 

特別職報酬等審議会の審議結果を踏まえ、教育長の給与額を改正し、また、日当及び宿泊費の支給額を引き下げるた

め、所要の改正をするもの 

 （主な内容） 

  教育長の給与「月額750,000円」→「月額729,000円」 

総務部 

人事課 
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 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

議案第14号 

 

伊達市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について 

職員旅費の見直しを行い、日当及び宿泊費の支給額を引き下げるため、所要の改正をするもの 

（主な内容） 

 日当2,600円を距離や宿泊の有無に応じて2,600円、1,300円又は650円にする。 

 宿泊料14,800円又は13,300円の地域区分を廃止し、11,800円とする。 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

総務部 

人事課 

議案第15号 

 

伊達市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について 

特殊勤務手当の見直しにより、つきだて花工房職員の特殊勤務手当を廃止するため、所要の改正をするもの 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

総務部 

人事課 

議案第16号 伊達市消防団設置等に関する条例の一部を改正する条例について 資料１－２ 

 消防団による消防組織検討会でなされた提案を踏まえ、消防団の定数及び組織体制を現状に即したものにし、本部体

制の充実を図るため、所要の改正をするもの 

 （主な内容） 

  団員定数「1,578人」→「1,514人」 

  職名の一部を削除する。（副部長及び副班長） 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

市民生活部 

環境防災課 

議案第17号 伊達市斎場条例の一部を改正する条例について 資料１－３ 

市民が利用する斎場使用料の統一化、斎場の管理運営規定について変更をするため、所要の改正をするもの 

（主な内容） 

 市民が斎場を利用する際は無料とする。 

 市霊柩車を廃止する。 

 将来において指定管理者による運営業務ができるようにする。 

 利用許可やその取消し、損害賠償等に関する条文を整理する。 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

市民生活部 

環境防災課 
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議案第18号 

 

 

伊達市重度心身障がい者医療費の給付に関する条例の一部を改正する条例について 

身体障害者福祉法施行令の改正に伴い、所要の改正をするもの 

（主な内容） 

 重度心身障がい者の定義に肝臓の機能に障害を有するものを追加する。 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

健康福祉部 

社会福祉課 

議案第19号 

 

伊達市立学校設置条例の一部を改正する条例について 

平成22年４月に開園する認定こども園の設置に伴い、平成22年３月31日をもって伊達市立大田幼稚園を廃園するた

め、所要の改正をするもの 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

子育て支援部 

こども育成課 

議案第20号 

 

伊達市都市公園条例の一部を改正する条例について 

平成22年４月より、保原総合公園多目的広場の夜間照明灯が供用開始となるため、所要の改正をするもの 

（主な内容） 

 夜間照明設備使用料を１時間につき全灯2,000円、半灯1,000円とする。 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

建設部 

都市計画課 

 

６．条例廃止（１件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第21号 

 

伊達市地域活性化対策基金条例を廃止する条例について 

地域活性化・生活対策臨時交付金事業に充てるため、平成20年度に基金を設置したが、平成21年度で事業が完了とな

るため廃止するもの 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

財務部 

財政課 

 

７．補正予算（13件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第22号 平成21年度伊達市一般会計補正予算（第８号） 資料３ 

 福島地方土地開発公社に対する土地購入費用繰上償還経費の計上及び各種事業費確定による整理予算により 

 補正の主なもの 土地開発公社繰上償還経費640,962千円、震災ハザードマップ作成等災害対策事業13,398千円 

財務部 

財政課 
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介護保険特別会計繰出金26,089千円、減債基金積立金18,830千円 

地方バス等運行事業補助△28,777千円、子育て応援特別手当支給事業△59,390千円 

 補正総額 258,104千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

議案第23号 平成21年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算(第４号) 

 医療費支出見込額の減及び保険財政共同安定化事業拠出金の減により 

 補正総額 △170,546千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

健康福祉部 

国保年金課 

議案第24号 平成21年度伊達市老人保健特別会計補正予算(第２号) 

 医療給付費の減により 

 補正総額 △9,444千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

健康福祉部 

国保年金課 

議案第25号 平成21年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算(第３号) 

 健診受診者数の減及び平成21年度事業費確定により 

 補正総額 △4,423千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

健康福祉部 

国保年金課 

議案第26号 平成21年度伊達市介護保険特別会計補正予算(第４号) 

 介護サービス給付費の増により 

 補正総額 174,782千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

健康福祉部 

高齢福祉課 

議案第27号 平成21年度伊達市梁川簡易水道事業特別会計補正予算(第３号) 

 平成21年度事業費確定により 

 補正総額 △1,161千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

水道部 

総務課 

議案第28号 平成21年度伊達市公共下水道事業特別会計補正予算(第３号) 

 平成21年度事業費確定により 

 補正総額 △22,386千円 

建設部 

下水道課 
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 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

議案第29号 平成21年度伊達市粟野地区農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第２号) 

 財政調整基金利子積立金の追加により 

 補正総額 35千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

建設部 

下水道課 

議案第30号 平成21年度伊達市工業団地特別会計補正予算(第２号) 

 平成21年度事業費精算により 

 補正総額 334千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

産業部 

商工観光課 

議案第31号 平成21年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計補正予算(第１号) 

 平成21年度事業費確定により 

 補正総額 △914千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

企画部 

企画調整課 

議案第32号 平成21年度伊達市つきだて花工房特別会計補正予算(第４号) 

 平成21年度事業費確定による減並びに施設修繕費及び食材仕入費の増により 

 補正総額 374千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

つきだて花工房 

議案第33号 平成21年度伊達市水道事業会計補正予算(第４号) 

 平成21年度事業費確定により 

 補正総額 収益的支出 0千円  資本的支出 △14,316千円 

 根拠法令：地方公営企業法第24条 

水道部 

総務課 

議案第34号 平成21年度伊達市病院事業会計補正予算(第２号) 

 介護職員処遇改善交付金事業に伴う看護補助嘱託職員の人件費調整により 

 補正総額 収益的支出 624千円 

 根拠法令：地方公営企業法第24条 

梁川病院 
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８．当初予算（29件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第35号 平成22年度伊達市一般会計予算 資料２ 

 予算総額 25,161,358千円  前年度比 1,135,045千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

財務部 

財政課 

議案第36号 平成22年度伊達市国民健康保険特別会計予算 

 予算総額 7,272,812千円  前年度比 16,970千円 

 増減の主な理由 医療費の増加見込による療養諸費等の増 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

健康福祉部 

国保年金課 

議案第37号 平成22年度伊達市老人保健特別会計予算 

 予算総額 1,222千円  前年度比 △16,850千円 

 増減の主な理由 制度改正に伴う医療費等の支払見込減 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

健康福祉部 

国保年金課 

議案第38号 平成22年度伊達市後期高齢者医療特別会計予算 

 予算総額 669,702千円  前年度比 35,339千円 

 増減の主な理由 保険料収入増、広域連合納付金の増 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

健康福祉部 

国保年金課 

議案第39号 平成22年度伊達市介護保険特別会計予算 

 予算総額 4,942,851千円  前年度比 265,318千円 

 増減の主な理由 保険給付費の増 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

健康福祉部 

高齢福祉課 

議案第40号 平成22年度伊達市梁川簡易水道事業特別会計予算 

 予算総額 195,448千円  前年度比 54,004千円 

 増減の主な理由 建設改良費の増 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

水道部 

総務課 

議案第41号 平成22年度伊達市月舘簡易水道事業特別会計予算 

 予算総額 94,153千円  前年度比 △139,847千円 

水道部 

総務課 
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 増減の主な理由 繰上償還に係る借換債の減 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

議案第42号 平成22年度伊達市公共下水道事業特別会計予算 

 予算総額 1,205,881千円  前年度比 △165,357千円 

 増減の主な理由 公共下水道建設費の減、繰上償還に係る借換債の減 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

建設部 

下水道課 

議案第43号 平成22年度伊達市粟野地区農業集落排水処理事業特別会計予算 

 予算総額 14,458千円  前年度比 △242千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

建設部 

下水道課 

議案第44号 平成22年度伊達市工業団地特別会計予算 

 予算総額 6,112千円  前年度比 1千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

産業部 

商工観光課 

議案第45号 平成22年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計予算 

 予算総額 11,402千円  前年度比 0千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

企画部 

企画調整課 

議案第46号 平成22年度伊達市つきだて花工房特別会計予算 

 予算総額 121,711千円  前年度比 6,138千円 

 増減の主な理由 交流推進事業（田舎体験事業）の増 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

つきだて花工房 

議案第47号 

  ～ 

議案第60号 

平成22年度伊達市各財産区特別会計予算 

 予算総額（14財産区） 8,932千円  前年度比 1,251千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

産業部 

農林課 

議案第61号 平成22年度伊達市水道事業会計予算 

予算総額 2,248,951千円（収益的支出1,506,460千円 資本的支出742,491千円）  前年度比 △401,550千円 

増減の主な理由 繰上償還に係る借換債の減、霊山統合簡易水道事業の終了による減、企業債償還金の減 

 根拠法令：地方公営企業法第24条 

水道部 

総務課 
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議案第62号 平成22年度伊達市病院事業会計予算 

 予算総額 424,213千円（収益的支出 424,210千円 資本的支出 3千円）  前年度比 △5,471千円 

 根拠法令：地方公営企業法第24条 

梁川病院 

 

議案第63号 平成22年度伊達市訪問看護事業会計予算 

 予算総額 49,137千円（収益的支出）  前年度比 △785千円 

 根拠法令：地方公営企業法第24条 

梁川病院 

 

 

９．その他（２件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第64号 伊達市桑折町国見町火葬場協議会規約の変更について 資料１－３ 

 伊達市桑折町国見町火葬場協議会が運営する斎場（桑折斎場）について、使用料の統一化を図り、伊達市民が利用す

る場合も使用料を無料とする規約変更を行うことについて、議会の議決を求めるもの 

 根拠法令：地方自治法第252条の２及び６ 

市民生活部 

環境防災課 

議案第65号 伊達市道路線の廃止について 

 路線認定誤りによる廃止 

  （路線番号 ３３１２６ 藁座山線） 

  （路線番号 ３４１５２ 関畑３号線） 

 根拠法令：道路法第10条第３項 

建設部 

土木課 

 



（議案第 12 号、13 号関係） 

 

伊達市特別職報酬等について 

 

 平成 22 年 2 月 17 日、市長が伊達市特別職報酬等審議会へ諮問した「伊達市長、

副市長の給料月額について」及び「伊達市教育長の給料月額について」の２件に

ついて、平成 22 年 2 月 22 日、伊達市特別職報酬等審議会より下記の内容の答申

を受けました。 

答申を受け、「伊達市長等の給与及び旅費に関する条例」及び「伊達市教育長の

給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例」の一部を改正するものです。 

  

 

 

記 

 

１．給料改定額 

現給料額より２．８パーセント引き下げ改定し、次の額とする。 

      現行         →     改定後 

市 長 １，０１０，０００円     ９８１，０００円 

副市長   ８００，０００円     ７７７，０００円 

教育長   ７５０，０００円     ７２９，０００円 

 

２．実施時期 

  平成２２年４月１日 

 

３．審議内容 

社会経済情勢、本市の財政状況、他団体の改定状況など諸般の事情を考慮のう

え、慎重審議の結果全会一致をもって決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１―１ 



（議案第 16号関係） 

消防団組織の見直しについて 
 

     【平成 22 年１月現在】 

定数 実団員 充足率 

本部  1     1  

伊達支団 225 180 80.0% 

梁川支団 436 428 98.2% 

保原支団 427 392 91.8% 

霊山支団 301 262 87.0% 

月舘支団 188 167 88.8% 

計 1，578 1，430 90.6% 

 

   【平成 22 年４月１日改正後】 

定数 実団員 充足率 

本部  4     （1）  

伊達支団 200 (180) 90.0% 

梁川支団 436 (428) 98.2% 

保原支団 410 (392) 95.6% 

霊山支団 286 (262) 91.6% 

月舘支団 178 (167) 93.8% 

計 1,514 (1，430) 94.5% 

↑平成 22年 1月現在の数 

資料１－２



（議案第 17 号、第 64 号関係） 

「伊達市斎場条例の一部を改正する条例」及び「伊達市 

桑折町国見町火葬場協議会規約の変更」について 

 

１ 改正の理由及び内容 

  現在、伊達市民が伊達市斎場または桑折町斎場を使用した場合、使用料の統一が

なされていないため、統一を行い公平性を確保する。 

(1) 従来の使用料 
・ 梁川地域、保原地域、霊山地域、月舘地域の市民（伊達市斎場使用） 

→5,000 円 

   伊達地域の市民（桑折斎場使用）→無料 

(2) 改正後の料金 
  ・伊達市民が、上記の両斎場を使用する場合において無料とする。 

２ 実施の時期 

  平成 22 年４月１日から 

 

３ 霊柩車の廃止 

伊達市で運営している霊柩車事業を平成２１年度末で廃止する。 

(1)  廃止の理由  

霊柩車の老朽化が進んでおり、さらに民間霊柩車が充実されていることから、

廃止するもの 

(2) 廃止の時期 

平成 22 年３月 31 日 

 

資料１－３ 



1 

 

 ① 市 税 5,371,588 千円 対前年度 △399,119 千円 △6.9％ 

   景気の後退により、個人市民税△11.6％、法人市民税△17.7％ 

 

② 地方交付税 9,627,970 千円 対前年度 268,533 千円 2.9％増 

地域活性化雇用等臨時特例費の創設や合併特例債に係る公債費等 

による増 

   臨時財政対策債を含めた実質的な交付税ベースでは 6.5％増 

 

③ 国庫支出金 2,386,155 千円 対前年度 1,000,650 千円 72.2％増 

   子ども手当の創設による増 831,466 千円及び保原小学校改築に係 

る安全･安心な学校づくり交付金の増 188,000 千円 

 

 ④ 市 債 3,622,500 千円 対前年度 381,000 千円 11.8％増 

   公的資金補償金免除繰上償還の借換債△299,400 千円（皆減） 

合併特例債 391,800 千円、臨時財政対策債 412,300 千円の増 

 

 

25,161,358 千円 対前年度 1,135,045 千円  4.7％増 

      

平成 22 年度予算のポイント 

１ 予算規模 

２ 歳  入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２



2 

 

 ① 財政調整基金の積立により合併前の水準に回復 

 

 ② 借入金の圧縮により、市債残高が前年度比 5.1 億円減少 

（地方交付税代替措置である臨時財政対策債を除く。） 

 

 ③ 将来に備えた新たな基金の創設及び積立 

  生活に身近な道路整備を促進する観点からさわやか現道整備基金を創設、

 また、教育施設等の計画的な整備を図るため基金を積み立てる。 

○ さわやか現道整備基金  114,000 千円（新設） 

○ 教育施設整備基金    200,000 千円 

○ 公共施設等維持整備基金  82,000 千円 等 

 

 ① 義務的経費 11,979,614 千円 対前年度 297,681 千円 2.5％増 

○ 人件費 定員適正化計画に基づく職員数の減等により△109,932 千円 

○ 扶助費 子ども手当、小学生医療費助成事業等により 868,804 千円増 

○ 公債費 借換債の減等により △461,191 千円 

   

 ② 投資的経費  2,630,143 千円 対前年度 172,771 千円 7.0％増 

○ 普通建設事業 保原小学校改築     462,990 千円増 

         強い農業づくり補助金 △145,500 千円 

         伊達体育館整備事業  △133,400 千円 等 

          

 ③ その他 

○ 物件費    4,035,895 千円 対前年度  310,259 千円 8.3％増 

  雇用対策費、住民情報システム再構築等の増 

○ 補助費等   3,284,054 千円 対前年度 △154,869 千円 △4.5％ 

  上水道会計補助、生活交通対策事業等の減 

○ 積立金      864,686 千円 対前年度  452,008 千円 109.5％増 

さわやか現道整備基金の創設、教育施設整備基金、公共施設等維持整

備基金、地域雇用創出・産業活性化基金、財政調整基金等の増 

３ 歳  出 

４ 財政健全化への取組み 
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１ 安心して子育てができ、元気な子どもが増えるまちづくり 

 ① （拡充）小学生医療費助成事業             82,036 千円

   22 年 4 月診療分から小学生医療費の入院・外来の全額を助成する。 

② （新規）だて婚活支援事業                             1,150 千円

   民間と行政が共同で、出会いから結婚につながるサポート体制をつく 

り、若者の婚活を支援する。 

③ （拡充）幼稚園３年保育推進事業            4,147 千円

   ３歳からの「心の義務教育」を推進し、併せて待機者解消のため、新 

たに伊達、粟野、堰本、富野幼稚園で３年保育を行う。 

（市内 12 幼稚園のうち 6園で実施） 

④ （新規）保原小学校改築事業            1,235,840 千円

   22･23 年度の継続事業で、新校舎建設を行う。 

 

２ 安心して歳がとれ、健康で生きがいの感じられるまちづくり 

 ① （拡充）健康運動教室事業               66,247 千円

   将来の健康を維持するため、40 歳以上の市民を対象に、科学的根拠 

に基づく筋トレや有酸素運動を取り入れた教室を開催する。会場での 

教室形式の開催と、自宅中心で行うライフスタイル型の方法で行う。 

② （新規）肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業             22,930 千円

   高齢者にとって死亡率の高い肺炎を予防するため、肺炎球菌のワクチ 

ン接種費用を助成する。75 歳以上 3,500 円（半額）助成 

③ （継続）高齢者食の自立支援事業            35,374 千円

      高齢者に食事の配送を行うことにより、安否確認を兼ねて、健康維 

持・在宅福祉の推進を図る。 

 

３ 信頼の「和」があり、笑顔の絶えない地域コミュニティーのあるまち 

づくり 

① （新規）生き活き集落づくり事業                       10,055 千円

 集落の活性化と機能維持を支援するスタッフを全国から公募し、住 

民主体による集落の課題解決や集落内での支えあう取組み等を構築す 

ることにより、住民が生き活きと住み続けられる集落づくりを推進する。

② （新規）子ども読書推進事業                           9,296 千円

   読書を通じて子どもたちの豊かな心を育むため、市立図書館と学校 

  図書室が連携して、学校図書ボランティアの養成や学校図書の充実を 

図る。 

５ 「健・幸都市」伊達市実現に向けて（主な事業）  
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③ （継続）地域づくり支援交付金事業                    87,092 千円

   町内会等活動事業や地域振興に係る事業について補助を行う。 

④ （拡充）中学生立志式事業            4,848 千円 

   立志式におけるテーブルマナーを市内全中学校に拡充するもの 

 

４ 魅力ある伊達ブランドの創造と産業の振興で市民が誇りと一体感を 

感じるまちづくり 

 ① （新規）「果物王国・野菜王国」宣言伊達ブランド化事業    169 千円

   農産物のブランド化戦略を推進するため検討委員会を設置し、農業 

従事者の生産意欲を醸成する。 

② （拡充）さわやか現道整備事業                       38,000 千円

   現在の支所管内道路整備事業に、生活に身近な市道の整備費を拡充 

して、安全な生活環境の確保を図る。（総事業費 114,000 千円） 

③ （新規）信用保証協会保証料補助事業                  9,700 千円

   中小企業の振興と中小企業者の安定した経営の促進を図るため、融 

  資借入者に対し、保証料補助金を交付する。 

④ （拡充）農業就農支援事業                             2,500 千円

   農業の担い手確保と育成を図るため、就農希望者の研修受け入れの 

  実施及び営農準備資金を交付する。 

 

５ 行政の効率化と市民協働・民間活力による持続可能なまちづくり 

① （新規）伊達市総合計画・後期基本計画策定事業         6,727 千円

   第 1 次総合計画の前期基本計画の進捗状況を把握するとともに、23 年 

度からの後期基本計画の策定を行う。 

② （新規）地域自治組織推進事業              456 千円

   地域の特徴を生かした地域づくりを推進するため、地域で支え合う 

仕組みとして地域自治組織の形成を推進する。そのため、地域懇談会 

や地域づくりフォーラム・講演会を開催する。 

 ③ （新規）合併５周年記念事業                        1,797 千円

   合併５周年を記念して式典を実施するとともに、花木鳥の選定を 

行う。 
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○ 事業数・予算額  25 事業 198,200 千円（11 事業 76,319 千円） 

○ 新規雇用者数   86 名（49 名） 

  ※（ ）は 21 年度当初 

                    

１ ふるさと雇用再生特別基金事業（県基金）   ７事業  75,569 千円 

 

  地域内のニーズがあり、今後の地域の発展に資する事業で雇用継続 

（３年以内）が見込まれる事業 

 

○ 高齢者食の自立支援事業（高齢者配食サービス事業） 

○ 観光物産振興事業 

○ 障がい者就業サポート専門員配置事業 

○ 幼稚園支援事業 

○ つきだてグリーンツーリズム開発事業 

○ 地域資源活用充実と体験交流活動強化事業 

○ 全国に発信できる特産品開発事業 

 

２ 緊急雇用創出基金事業（県基金）       11 事業  91,242 千円 

 

  解雇や継続雇用中止により離職した非正規労働者、中高年齢者等の生活 

 の安定を図るため、雇用就業機会の創出を図る。（６ヶ月以内） 

 

○ 地域相談体制強化事業（地域包括支援センター） 

○ 市道環境整備事業 

○ 農林業施設環境整備事業 

○ つきだて里山再生モデル事業 

○ 教育施設屋内・外環境美化事業 

○ 浄化槽台帳整備事業 

○ 母子保健室利用受付事業 

○ 災害時要援護者対策事業 

○ 観光誘客促進支援事業 

○ 介護雇用プログラム事業（１年以内） 

６ 雇用対策事業 
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３ 市単独雇用創出事業             ７事業  31,389 千円 

 

  市内の雇用機会の創出を図るために必要な事業を地域雇用創出・産業 

活性化基金を活用して実施する。 

 

○ 新卒者等就職支援事業 

○ 屋外広告物調査事業 

○ 観光物産振興事業 

○ 地域雇用創出推進対策事業 

○ 雇用対策推進事業 

○ 求職者スキルアップ支援事業（パソコン検定資格取得講座） 

○ 求職者スキルアップ支援事業（ホームヘルパー資格取得支援事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



平成22年度一般会計当初予算参考資料

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
基金残高 1,957 2,191 1,253 879 549 1,397 1,748 1,951

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
その他の市債 30,243 29,622 28,014 26,595 25,827 24,904 24,183 24,011
臨時財政対策債 3,436 4,833 5,882 6,713 7,356 7,845 8,718 9,906
地域創造基金 1,049 1,994 3,000 2,668 2,337

33,679 34,455 33,896 34,357 35,177 35,749 35,569 36,254

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
合併特例債 525 1,088 1,296 1,516 2,027
地域創造基金 1,049 1,049 1,216
通常債 1,163 2,683 776 525 618 221 111 5
臨時財政対策債 2,008 1,397 1,081 964 875 819 1,272 1,590
合計 3,171 4,080 1,857 3,063 3,630 3,552 2,899 3,622

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
当初予算額 22,740 25,585 21,725 23,300 25,382 26,211 24,026 25,161

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
地方税 4,226 5,037 5,063 5,261 6,043 6,007 5,771 5,372
地方交付税 8,766 8,074 8,069 8,389 9,066 9,361 9,359 9,628
臨時財政対策債 1,857 1,425 1,056 976 904 820 1,178 1,590
地方譲与税等 1,328 1,542 1,701 1,880 1,336 1,309 1,225 1,079
合計 16,177 16,078 15,889 16,506 17,349 17,497 17,533 17,669

財政調整基金残高の推移（決算ベース）

1,957

2,191

1,253

879

549

1,397

1,748

1,951

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

百万円

基金残高

21年度＝3月補正見込
22年度＝年度末見込み

当初予算額の推移

22,740

25,585

21,725

23,300

25,382

26,211

24,026

25,161

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

27,000

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

百万円

当初予算額

※繰上償還に係る借換債
を含む
20年度＝1,025百万円
21年度＝300百万円

16年度＝保原町庁舎建
設費約18.5億円含む

一般財源の推移

4,226
5,037 5,063 5,261

6,043 6,007 5,771 5,372

1,328

1,542 1,701 1,880
1,336 1,309 1,225

1,079

8,766
8,074 8,069

8,389
9,066 9,361 9,359

9,628

1,857 1,425 1,056
976

904 820 1,178 1,590

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

百万円

臨時財政対策
債
地方交付税

地方譲与税等

地方税

16,078 15,889
16,506

17,349 17,497 17,533 17,669

16,177

税収減を交付税と臨財債で
カバー

合併前の水準に回復

2年ぶり増の積極かつ
堅実予算
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平成22年度一般会計当初予算参考資料

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
基金残高 1,957 2,191 1,253 879 549 1,397 1,753 1,956

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
通常債 30,243 29,622 28,014 26,070 24,215 21,997 19,786 17,645
臨時財政対策債 3,436 4,833 5,882 6,713 7,356 7,845 8,718 9,906
地域創造基金 1,049 1,994 3,000 2,668 2,337
合併特例債 525 1,612 2,894 4,526 6,489

33,679 34,455 33,896 34,357 35,177 35,736 35,698 36,377

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
合併特例債 525 1,088 1,296 1,647 2,027
地域創造基金 1,049 1,049 1,216
通常債 1,163 2,683 776 525 618 221 110 5
臨時財政対策債 2,008 1,397 1,081 964 875 819 1,272 1,590
合計 3,171 4,080 1,857 3,063 3,630 3,552 3,029 3,622

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
当初予算額 22,740 25,585 21,725 23,300 25,382 25,186 23,726 25,125

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
地方税 4,226 5,037 5,063 5,261 6,043 6,007 5,771 5,372
地方交付税 8,255 7,605 7,604 7,589 8,294 8,689 8,911 9,180
臨時財政対策債 1,857 1,425 1,056 976 904 820 1,178 1,590
その他の交付金等 1,327 1,542 1,701 1,880 1,336 1,309 1,225 1,080
合計 15,665 15,609 15,424 15,706 16,577 16,825 17,085 17,222

市債残高の推移

30,243 29,622
28,014

26,070
24,215

21,997
19,786

17,645

1,994
3,000

2,668

1,612 2,894
4,526

6,489

3,436 4,833
5,882 6,713 7,356 7,845 8,718 9,906

1,049

2,337

525

3,000

8,000

13,000

18,000

23,000

28,000

33,000

38,000

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

百万円

臨時財政対策
債

合併特例債

地域創造基金

通常債

（26,471）
36,377（30,243）

33,679

（29,622）
34,455

（28,014）
33,896

（27,644）
34,357

（27,821）
35,177

（27,891）
35,736

（26,980）
35,698

市債借入額の推移

525

1,088
1,296

1,647
2,0271,049

1,049

1,216

1,163

2,683

776

525

618
221

110

5
2,008

1,397

1,081

964

875 819

1,272

1,590

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

百万円

臨時財政対策
債
通常債

地域創造基金

合併特例債

4,080

1,857

3,063

3,630 3,552

3,029

3,622

3,171

※繰上償還に係る借
換債を除く

交付税措置の大きい合
併特例債の有効活用と
臨財債の増

臨財債を除いた残高
は年々減少

( 　)は臨財債を除
いた残高
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新規卒業者の支援事業（臨時職員雇用） 

 

  平成22年３月卒業を予定している新規卒業者を対象に臨時職員を雇用する。 

 

１ 経緯と目的 

  平成22年３月卒業を予定している新規卒業者の内定状況は、高校79.3％（福

島県調べ（県立・私立計）平成 22 年１月末現在）、大学 73.1％、短期大学 47.4％

（女子学生のみ対象）、高等専門学校 96.9％、専修学校（専門課程）56.7％(厚

生労働省平成 22年１月 14日発表全国推計平成 21年 12 月１日現在)と全てで

対前年同期を下回っており、市内の高校生においては、２月 16 日現在 32 名

（県北地域の高等学校を対象にした聞取調査）が就職未内定という状況であ

る。 

これらの厳しい雇用情勢を踏まえ、福島県緊急雇用創出基金事業と伊達市

雇用創出・産業活性化基金事業を活用し、新卒未就職者を対象にした臨時職

員を募集するものです。 

募集内訳は、福島県緊急雇用創出基金事業（新規高卒枠）で４人、伊達市

雇用創出・産業活性化基金事業で 10 人以内を予定しており、臨時職員として

採用後、フォローアップ事業として「接遇研修」、「社会人としての心構え」

などの講習を月１回程度実施する。また、配属先に指導担当者を設定し、社

会人としての基本を習得してもらい、就職につなげていくことを目的にして

いる。 

２ 周知方法 ハローワークを通じて行なう。ただし、高校生については、各

高等学校へ募集内容を通知する。 

３ 対 象 者 伊達市在住の平成 22 年３月新規高等学校、大学、短期大学等卒

業見込者で就職が内定していない方 

４ 募集人数 14 人以内 

５ 雇用期間 平成 22 年４月１日から９月 30 日 

※６ヶ月の雇用期間満了後勤務成績が良好な場合は５ヶ月更新と

なる（雇用期間通算 11 ヶ月を限度とする） 

６ 申込方法 市役所本庁舎・各総合支所に備え付けの履歴書に必要事項とテ

ーマに沿った作文を記入し、伊達市役所梁川庁舎産業部商工観光

課へ郵送または、持参。 

７ 受付期間 平成 22 年３月 1日から 10 日まで。（必着） 

８ 予 算 額 福島県緊急雇用創出基金事業（新規高卒枠） ７，９８９千円 

       伊達市雇用創出・産業活性化基金事業   １６，８４３千円 

資料２-１ 



                                   

 

平成21年度３月伊達市補正予算の概要 

 

○一般会計補正予算（第８号） 

  一般会計補正予算（第８号）は、福島地方土地開発公社に対する土地購入費用の繰上

償還経費及び各種事業費確定による整理予算として補正するとともに、債務負担行為の

変更・廃止及び繰越明許費の設定を行う。 

 

１ 歳入歳出予算の補正 

補正前の額     26,868,725千円 

補正額          258,104千円 

補正後の額     27,126,829千円 

財源 分担金及び負担金4,416千円、繰入金4,602千円、財政調整基金繰入金

405,002千円、自動車取得税交付金△26,819千円、国庫支出金△4,849千

円、県支出金△50,447千円、市債△59,900千円等 

 

２ 補正の主な事業内容 

① 土地開発公社繰上償還経費                  640,962千円 

   公共用地先行取得事業（五十沢運動広場、梁川駅前区画整理）に係る福島地方土

地開発公社への負担について、市の利子負担額軽減のため、繰上償還を行う。財源

には、財政調整基金等を充てる。 

 

② 地震防災ハザードマップ作成事業                12,000千円 

 地域で起こり得る最大震度と被害の関係を表示した地震防災ハザードマップを作

成し、市民の防災意識の向上及び住宅、建築物等の耐震診断・改修の促進を図る。

財源には、県支出金を充てる。 

 

 

資料３ 
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平成 22年度 伊達市行政経営方針（概要） 

 

Ⅰ 方針策定の目的  

地方行財政を取り巻く環境は一段と厳しさを増しており、本市の財政は、合併以降、旧町からの継続事

業による投資的経費の増加や単独事業の全市域への拡大等により、平成23年度には財源不足が生じ、平成

27年度には財政調整基金が底をついてしまうという極めて厳しい状況となっている。 

本市においては、この間、第１次総合計画と連動した行政評価を導入し、計画と予算と評価の経営サイ

クルの確立に努めてきた。合併５周年を迎える平成22年度は、一層の改革・改善を推し進め「草創期」か

ら「成長期」への転換を果たし、合併の効果が実感できる伊達市を築く年である。 

また、これまでの取り組みの成果と今後の課題を明らかにし、目指すべき将来像の実現に向けて更なる

飛躍を遂げる年次である。 

以上の認識のもと、行政経営の基本方針と取り組みの方向を示し、行政運営の指針とする。 

 

Ⅱ 平成 22年度の行政経営方針  

１．行政評価制度を活用した行政経営の推進 

効果的で効率的な行政経営を行うため、行政評価結果に基づき、総合計画に定められた施策目的・目標

の達成に必要な事務事業を選定し、限られた財源の有効活用を図る。 

（１）選択と集中による事務事業の重点化 

（２）予算から決算への連動 

（３）行財政改革の推進 

 

２．施策目標を達成する組織 

総合計画に基づく施策目標を達成するため、簡素で効果的・効率的な自治体経営を基本とした組織編成

のもと、効率的な人事配置を行い、施策課題に対し組織的に対応する組織機構の実現を図る。 

（１）総合計画を推進する組織編成 

（２）職員の能力と意欲の向上を図る人事管理 

 

３．市民協働の推進 

まちづくりの課題を市民と行政が協働して対処できる仕組みの構築に向けて、アカウンタビリティの徹

底を図るとともに、日常生活の拠点となるプラットホーム形成を進め、自立した市民自治の実現を目指す。 

（１）事務事業の進め方の見直し 

（２）「支え合うしくみ」づくりの形成 

資料４ 
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Ⅲ 重点施策と施策の取り組み方針  

平成22年度において、38施策のうち本市が特に重要と位置づける13施策を「重点施策」と定め、施策ご

との取り組み方針を示し、これに基づいた事務事業の運営を行うこととする。 

１．平成22年度市政の重点施策 

政    策 施策 NO. 施  策  名 掲載ページ 

１．地域の魅力を育み、個性かが

やくまちづくり 

１－２ 市民主体によるまちづくりの推進 ８ 

２－２ 高齢者福祉の充実 ９ 

２－４ 子育て支援の充実 10 

２－５ 健康づくりの推進と地域医療の充実 10 

２．安心して暮らせるまちづくり 

２－６ 消防・防災体制の充実 11 

３．豊かな心を育むまちづくり ３－３ 学校教育の充実 13 

４．活力みなぎるまちづくり ４－４ 地域経済の活性化と雇用の創出 16 

５－１ 道路ネットワークの充実 17 ５．快適で便利なまちづくり 

５－３ 高度情報通信基盤の整備 17 

６．自然と共生するまちづくり ６－４ 環境意識の普及・共有化の促進 20 

７－２ 市民協働による行政運営 22 

７－３ 効果的・効率的な自治体経営 22 

７．協働の自立したまちづくり 

７－４ 健全な財政の確保 23 

 

Ⅳ 各総合支所の取り組み方針  

各総合支所が地域ごとの課題に対し、平成22年度において特に重点的に取り組む方針を示し、これに基

づいた事務事業の運営を行うこととする。 
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平成22年度 伊達市行政経営方針 

 

Ⅰ 方針策定の目的  

本市は、平成 18 年１月の合併以来、「伊達 織りなす未来 ひとつの心」をまちづくりの将来像に掲げ、

「人と人 地域と地域が結び合い 協働するまち」を市政の基本理念としてまちづくりを展開してきた。 

しかし、米国のサブプライムローンの破綻問題に始まる金融危機は、我が国の経済にも大きな影響をもたら

し、地方行財政を取り巻く環境は一段と厳しさを増しており、社会の変化に対応しながら将来に負担を残さな

い安定した行政経営を行うことが強く求められている。 

このような中、今年８月の総選挙において政権が交代し、行政刷新会議による事業仕分けなど、新たな国政

が動き出している。新政権が掲げる「地域主権」に向けた動きや今後想定される様々な政策変更・システム転

換を注視し、変化に柔軟かつ的確に対応することが必要である。 

本市の財政は、合併以降、旧町からの継続事業による投資的経費の増加や単独事業の全市域への拡大等によ

り、財政調整基金を年々減少させてきたが、平成21年度末には相当程度回復できる見込みとなった。しかし、

平成21年11月に試算した財政収支見通しでは、平成23年度には財源不足が生じ、平成27年度には財政調整

基金が底をついてしまうという極めて厳しい状況となっている。 

本市においては、この間、第１次総合計画と連動した行政評価を導入し、計画と予算と評価の経営サイクル

の確立に努めてきた。合併５周年を迎える平成 22 年度は、この質を更に向上させてより確実なものとし、一

層の改革・改善を推し進める年であり、合併後の混沌とした「草創期」から、市民の一体感の醸成を更に高め

て「成長期」への転換を果たし、合併の効果が実感できる伊達市を築く年である。また、平成 23 年度からの

後期基本計画の見直しに向け準備を進めるとともに、これまでの取り組みの成果と今後の課題を明らかにし、

目指すべき将来像の実現に向けて更なる飛躍を遂げる年次である。 

以上の認識のもと、行政経営の基本方針と取り組みの方向、総合計画に定めた 38 施策の取り組み方針を示

し、行政運営の指針とするものである。 

 

Ⅱ 平成22年度の行政経営方針  

１．行政評価制度を活用した行政経営の推進 

効果的で効率的な行政経営を行うため、行政評価結果に基づき、総合計画に定められた施策目的・目標の達

成に必要な事務事業を選定し、限られた財源の有効活用を図る。 

当初予算の編成においては、費用対効果の意識を徹底し、事業の評価結果や優先度を踏まえた事務事業の見
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直しを進め、市民生活の安定、地域の活力維持に最大限配慮した事業構築に努めながら、歳入に見合った歳出

構造の確立を図り、安定した財政構造を築き上げていくこととする。 

（１）選択と集中による事務事業の重点化 

これまでの市政においては、市民ニーズへの対応に努め「市民満足度」の向上を目指してきた。しか

し、財政環境が一段と厳しくなり、限られた財源の中で市民が納得する行政サービスを提供するために

は、「あれもこれも」から「あれかこれか」を選択することが重要となる。 

そのため、行政評価の結果を活用しアカウンタビリティ（説明の義務と責任）の徹底を果たしながら、

基本計画に定めた施策の目的を達成するために必要な事務事業を選択することで、「市民満足度」に加

え、市民の「納得」と「理解」を得ることを重視した取り組みを行う。具体的には、施策の優先付けを

実施し、今後重点的に行う施策の選定や次年度の取り組み方針の策定に活かしていく。 

また、個々の事務事業については、評価結果に基づく改革・改善を行い、成果向上を図るとともに、

所期の目的を達成した事務事業の廃止・休止と類似した目的を持つ事務事業の整理統合を行う。 

（２）予算から決算への連動 

平成21年度から、これまでの「査定方式」から行政評価と連動した「施策枠配分方式」による予算編

成を実施しており、平成 22 年度予算においても、事務事業の検証、各施策の評価及び優先度を見極め、

評価結果を予算へ反映させるPLAN-DO-SEE（計画－実行－検証）の取り組みを継続する。 

また、平成22年度では、施策枠配分方式を採用して初めての決算報告となることから、行政評価の観

点を取り入れた決算認定となるよう、年度当初から準備を進めて、評価から予算、予算から決算へ連動

させ、施策及び事務事業それぞれの成果を財政面から評価する取り組みを行う。 

（３）行財政改革の推進 

行財政改革を推進するため、平成 19 年度から平成 23 年度までの改革期間における具体的な取り組み

や実施時期を示した行財政改革実施計画の着実な推進に努める。 

なお、行財政改革の実効性をより高めるため、総合計画実施計画と予算、行財政改革実施計画の単位

の統合を図ることにより、事務事業評価と連動させた進捗管理を行い、目標効果額を次年度の予算編成

に反映させる取り組みを行う。 

 

２．施策目標を達成する組織 

総合計画に基づく施策目標を達成するため、簡素で効果的・効率的な自治体経営を基本とした組織編成のも

と、効率的な人事配置を行うとともに、「報」・「連」・「相」の徹底による情報の共有化など職員の能力と
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意欲の向上を図る取り組みにより、施策課題に対し組織的に対応する組織機構の実現を図る。 

（１）総合計画を推進する組織編成 

地方分権による事務事業の増加、定員適正化計画による職員数の減少、市民ニーズの多様化への対応

など、自治体経営を取り巻く環境は厳しい状況にある。これらの状況を踏まえ、総合計画に基づくまち

づくりの推進、きめ細かな公共サービスの向上を図るため、横断的な事務執行が可能な政策推進組織を

確立するとともに、効果的・効率的な行政経営を行うための組織を整備する必要がある。 

そのため、平成23年度の総合計画後期基本計画の見直しに併せ、各政策及び施策体系との連携を考慮

しながら、簡素で効果的・効率的な組織の改編統合に向けて準備を進める。 

（２）職員の能力と意欲の向上を図る人事管理 

① 人材育成基本方針に基づき、自己責任において柔軟かつ弾力的に対応できるよう、内部研修の充実

を図るとともに、県や他団体への派遣･実務研修を継続実施する。また、職場外研修を取り入れる。 

② 職責と成果が反映される人事管理システムの確立に向け、公平性･客観性を確保した能力評価と業績

評価を実施するため、人事評価システムの構築に取り組む。 

③ 職務職階の内容に基づく給与の検証を行い、引続き給与水準と給与費の適正化を図る。 

④ 人事配置については、自己申告制度の充実、女性職員のポスト職への積極的な登用など、職員の能

力や適正、意欲などを向上させる取り組みや人事配置を行い、組織全体の質の向上を図る。 

⑤ 職員定員の適正化については、「定員適正化計画」に基づき着実な推進を図る。 

 

３．市民協働の推進 

少子高齢社会の到来、地域社会を取り巻く環境の変化により市民ニーズが多様化して公共領域が拡大する中、

これからの行政経営においては、国からの財源配分の大幅削減や本格的な地域主権時代を迎え、財源不足の恒

常化、職員数の漸減によって、公共領域で展開されるサービス及びまちづくりを行政のみが担い続けることは

質的にも量的にも限界がある。 

そのため、まちづくりの課題を市民と行政が協働して対処できる仕組みの構築に向けて、アカウンタビリテ

ィの徹底を図るとともに、原則的に 22 の小学校区のコミュニティを単位に日常生活の拠点となるプラットホ

ーム形成を進めて、自立した市民自治の実現を目指す。 

（１）事務事業の進め方の見直し 

各課等で実施している事務事業について、質の高い行政サービスを展開し市民の「納得」と「理解」

を得ていくためには、事業目的・活動内容から、市民と協働して行うことで、より成果向上が期待でき
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るものについては、事務事業ごとに現在の進め方や活動主体の関わり方について検証し、見直しを行う

必要がある。 

そのため、全庁的に市民の参画・協働が望ましい事務事業の調査を行い、協働が可能なものについて

は事務事業の進め方の協議を通して、協働の視点に立った事務事業の展開を図る。 

（２）「支え合うしくみ」づくりの形成 

地域社会は人口減少時代を迎え、これまでの「モノ」の豊かさを優先した考え方から、精神的・文化

的な豊かさを求める考え方に移行しつつある。 

そこで、市民の 1 次生活圏である町内会・自治会などにおいて、持続性のある地域社会を形成してい

くための「支え合うしくみ」づくりに資する話し合いを段階的・継続的に開催する。 
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Ⅲ 重点施策と施策の取り組み方針  

総合計画基本計画に掲げられた38 施策のうち、平成22 年度において、本市が特に重要と位置づける13 施

策を「重点施策」と定め、施策ごとの取り組み方針は以下に示すとおりとし、これに基づいた事務事業の運営

を行うこととする。 

１．平成22年度市政の重点施策 

政    策 施策NO. 施  策  名 

１．地域の魅力を育み、個性か

がやくまちづくり 

１－２ 市民主体によるまちづくりの推進 

２－２ 高齢者福祉の充実 

２－４ 子育て支援の充実 

２－５ 健康づくりの推進と地域医療の充実 

２．安心して暮らせるまちづく 

り 

２－６ 消防・防災体制の充実 

３．豊かな心を育むまちづくり ３－３ 学校教育の充実 

４．活力みなぎるまちづくり ４－４ 地域経済の活性化と雇用の創出 

５－１ 道路ネットワークの充実 ５．快適で便利なまちづくり 

５－３ 高度情報通信基盤の整備 

６．自然と共生するまちづくり ６－４ 環境意識の普及・共有化の促進 

７－２ 市民協働による行政運営 

７－３ 効果的・効率的な自治体経営 

７．協働の自立したまちづくり 

７－４ 健全な財政の確保 

 

２．各施策の取り組み方針 

 政策１．地域の魅力を育み、個性かがやくまちづくり 

施策名 取り組み方針 各課の主要事業 

１．地域のまちづくりの継承

と発展 

①地域のプラットホーム形成に向けて、形成主体の育成

と地域づくりリーダーの養成を行う。 

②地域づくり活動を継続・継承するため、地域づくり関

係補助金のあり方及び交付方法の見直しを検討する。 

③21年度に引き続き、地域づくり支援事業交付金制度の

○地域づくり支援事業交

付金事業 

○生き活き集落づくり事

業 
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広報と地域の特色ある活動に関する情報を積極的に

発信する。 

④地域づくり支援内容及び成果内容を市民が共有でき

る機会及び仕組みをつくる。 

２．市民主体によるまちづく

りの推進 

①職員の市民協働マインドの向上を図るため、講座・講

演会・事例紹介などの研修を行う。 

②市民の主体的取り組みの事例交流を行うとともに、先

進事例実践者を招聘しての「生の声」による講演会を

通して地域づくりの気運を高める。 

③地域内分権の担い手育成を念頭に、地域住民と懇談す

る。 

④市民活動支援センター設置検討委員会の提言を受け、

開設・運営の準備委員会を設置して、23年の本格稼動

を目指す。 

⑤小規模「懇談会」を通して、町内会などの地域自治組

織に「規約」を整備し、主体的に「支えあう仕組み」

づくりの条件整備を支援する。 

○地域審議会運営事業 

○市民活動支援センター

事業 

○だて婚活支援事業 

３．市域の一体性を高めるま

ちづくりの推進 

①旧町毎に的を絞り、地域のイベントを市を代表するイ

ベントとして盛り上げる。 

②各地域で開催されているイベント等の情報を積極的

に発信する。 

③総合支所職員間及び本庁間の更なる連携を図る。 

④各種団体の一本化については、団体の意思を尊重しな

がら、気運の醸成に努める。 

○地域づくり支援事業交

付金事業 

 

 政策２．安心して暮らせるまちづくり 

施策名 取り組み方針 各課の主要事業 

１．みんなで支え合う地域福

祉の推進 

①誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、必要

な福祉サービスの充実により市民生活の安定を推進

○災害時要援護者対策事

業 

○ボランティア活動支援

事業 
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するとともに、市民が抱える生活不安に関する相談に

対し、身近な地域において対応できる相談・支援体制

の充実を図る。 

②地域の助け合いや福祉活動を展開するため、福祉機関

や地域福祉団体等と連携し、福祉ネットワークの構築

を図るとともに地域福祉拠点の整備を検討する。 

③福祉に関わるボランティア活動の推進と地域福祉を

担う人材の育成を図るとともに、ボランティア団体、

地域福祉団体、ＮＰＯなどの育成と活動支援を推進

し、市民参加による地域福祉活動を展開する。 

○地域福祉活動支援事業

○社会福祉協議会支援事

業 

２．高齢者福祉の充実 

 

①高齢者の心身の健康保持と生活の安定のため必要な

援助を行うとともに、各地域包括支援センターにおけ

る総合相談体制を充実して、保健・医療の向上と福祉

の増進を図る。 

②高齢者が住み慣れた家庭や地域で自立した生活が送

れるよう、ホームヘルプサービスやデイサービスなど

の介護サービスの充実と､要介護状態にならないよ

う、また重度化しないよう介護予防事業の充実を図

る。 

③高齢者が生きがいを持って生活が出来るよう、老人ク

ラブなど自主的な活動を支援するとともに、引きこも

り等を予防するための地域サロン事業の拡充など、高

齢者の社会参加と外出支援を推進する。 

④一人暮らし、二人暮らし高齢者世帯が増加しているこ

とから、高齢者が安心して生活が出来るよう、安否確

認と日常生活支援事業の充実を図る。 

○介護予防事業 

○高齢者自立支援事業 

○高齢者配食サービス事

業 

３．障がい者福祉の充実 

 

①障がい者が日常生活を快適に過ごせるよう、障がい者

の視点に立った支援の充実を図る。 

②勤労意欲と勤労能力のある障がい者が就労できるよ

○在宅重度障害者対策事

業 

○地域生活支援事業 
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う、協力企業の開拓を推進するとともに、就労サポー

トの充実を図る。 

③障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、

グループホーム等の生活基盤の整備を検討するとと

もに、福祉団体や関係機関等との連携を強化し、障が

い者を地域で共に支えあう環境づくりを推進する。 

４．子育て支援の充実 

 

 

①認定子ども園については、保育園の待機児童解消策と

幼稚園の３年保育化、老朽施設解消のため「認定子ど

も園設置基本計画」にそって公設も含めて設置を検討

する。 

臨時的緊急対策として待機児童解消のため保育園の

分園設置を検討するとともに、実施可能な幼稚園の 3

年保育を行う。 

②子育て世帯への支援策として、小学生の医療費助成事

業を実施する。 

③児童館運営については、霊山児童館の運営をモデルと

して、梁川児童館の効果的な運営を図る。 放課後子

どもプラン事業については課題もあることから、当面

児童クラブの拡充をはかり待機児童の解消を図る。 

○認定こども園推進事業

○認定こども園事業者支

援事業 

○地域子育て支援事業 

○待機児童解消緊急対策

事業 

○保育園分園推進事業 

○小学生医療費助成事業

○児童館運営事業 

○放課後子どもプラン事

業 

○放課後児童健全育成事

業 

５．健康づくりの推進と地域

医療の充実 

 

①特定健診・特定保健指導やがん検診の重要性（早期発

見、早期治療）を市民へ周知し、受診率の向上に努め

る。検診結果から事後指導や健康教育などを実施し早

期治療につなげ健康寿命を延ばす。 

②市民の健康づくりを推進するため、健康運動教室を実

施するとともに健康や食生活に関する指導と相談体

制の充実を図る。また社会教育、社会体育関係機関と

連携し習慣的に運動をしている市民の増加を目指す。 

③地域医療の充実を図るため、課題となっている救急医

療体制について関係市町、医療機関、県と協議し救急

○がん検診事業 

○妊婦健康診査事業 

○健康運動教室事業 

○乳幼児育成指導事業

（のびのび教室） 

○地域救急医療体制整備

事業 

○肺炎球菌ワクチン予防

接種事業 

○日本脳炎予防接種事業
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病院群の輪番制を構築する。梁川病院については、「廃

止はやむを得ない。」と提言されていることから、国

における介護療養病床の動向を注視し、患者の状況を

見守りながら、廃止の時期、形態、条件等を調整検討

する。 

④新型インフルエンザ対策は、今後、ウィルスが強毒性

に変化することも想定しながら、感染拡大の防止に向

け、市民に対する広報や予防対策に取り組む。高齢者

に対しては、肺炎予防に効果のある肺炎球菌ワクチン

の接種を行う。 

６．消防・防災体制の充実 

 

①危険区域の情報や自主防災の必要性等を地域住民に

周知し、防災意識の一層の啓発を行うとともに、自主

防災組織の育成、支援を図る。 

②高齢者等の災害時要援護者の避難体制を構築する。 

③各地域の実状に応じた消防団員の定数、組織体制を整

備し、地域消防力の強化に取り組むとともに、日中の

消防団員の不足を補うため、地域の消防団経験者等の

組織化を検討する。 

④消防防災施設の整備、充実、特に、消防屯所、消防ポ

ンプ車・可搬ポンプの更新、防火水槽の整備を実施す

る。また、消火栓の設置については、水道事業と連携

して設置を促進する。 

○自主防災組織育成強化

事業 

○消防防災施設整備事業

 

７．交通安全対策の推進 

 

 

①高齢者に対する定期的な交通教室の開催、免許証返納

助成及び音声による安全運転装置設置補助制度を検

討する。 

②児童・生徒に対する交通安全教室を強化する。 

③交通安全施設の整備、通学路の歩道整備、危険箇所改

善等を促進する。 

④警察署、交通安全協会等の関係団体と連携を図り、事

○高齢者交通事故防止対

策事業 

○交通安全施設整備事業

 



 - 12 -

故防止に努める。  

８．防犯対策の推進 

 

 

①防犯灯の整備を促進するとともに、一戸一灯運動を推

進する。 

②防犯団体、市、市民、警察が一体となった防犯活動を

推進する。 

③消費者被害をなくすため、相談窓口の充実を図り、情

報の提供と被害救済に取り組む。 

○防犯灯整備事業 

○消費者行政推進支援事

業 

 

 政策３．豊かな心を育むまちづくり 

施策名 取り組み方針 各課の主要事業 

１．生涯学習の機会と場の提

供 

①地域に根ざした中央公民館事業を推進するため、人材

バンクの充実と利活用、指導員等のスキルアップを図

る。 

②市民自らの“まなび”を支援するため、関係機関と連

携し生涯学習事業の充実を図る。 

③社会教育施設の計画的な改修工事と台帳整備を推進

する。また、地域の施設の利用運営方法を研究する。 

④市立図書館の充実を推進するため、ネットワークなど

の利便性の向上と、読み聞かせなど図書事業の充実を

図る。また、図書館の管理運営（指定管理者制度）を

研究する。 

○公民館事業 

○人材バンク運営事業 

○社会教育指導員配置事

業 

○公民館管理事業 

○図書館運営事業 

○図書館システム運用事

業 

 

２．家庭と地域における人づ

くりの推進 

①地域に根ざした活動を支援し、世代間の交流を促進す

る。 

②関係機関と連携し、家庭教育支援事業を推進する。 

③青少年が参加しやすい事業を実施し、将来の地域活動

指導者やボランティアを養成する。 

④地域青少年育成組織の自主的な活動を支援するため、

地域活動の実態調査、先進的事例紹介に取り組む。 

また、学校・ＰＴＡなどと調整を図り、事業の円滑な

○公民館事業 

○家庭教育支援事業 

○伊達市青少年育成市民

会議運営事業 
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推進を図る。 

３．学校教育の充実 

 

①教育行政の方向性を明確にするため、伊達市教育振興

基本計画を策定する。 

②児童・生徒の学力向上、体力向上を図るとともに、自

立心、社会性、人間性、職業観を育成する。 

③小学校の適正配置について、総合的な検討を進める。 

④学校施設等の整備を計画的に進めるとともに、老朽化

が進んでいる学校給食センターの改築及び運営方法

の調査に着手する。 

○教育委員会運営事業 

○基礎学力向上推進支援

事業 

○通学合宿体験事業 

○福祉施設ボランティア

事業 

○職場体験事業 

○特別支援介助員配置事

業 

○スクールカウンセラー

配置事業 

○公立学校適正規模配置

事業 

○学校教育施設改築事業

４．文化財の保護と伝統文化

の継承 

①国登録有形民俗文化財（養蚕関係用具）を有効活用す

る。 

②指定史跡・文化財を市民に周知し、触れ合いを促進す

る。 

③関係団体と連携し、無形民俗文化財の後継者育成と伝

承活動を支援する。 

④埋蔵文化財等の遺跡調査を推進する。 

 

○文化財保存管理事業 

○民俗芸能・伝統技術の

保存事業 

○埋蔵文化財保護事業 

５．芸術文化、生活文化の振 

興 

①文化施設の企画を充実するとともに、芸術・生活文化

に関する情報と場の提供を図り、市民の芸術・文化活

動を推進する。 

②地域の文化振興を図るため、各種団体や個人の芸術・

文化活動に対する支援を強化する。 

③文化施設の安心・安全な整備を図る。 

○文化振興事業 

○文化施設管理運営事業

６．スポーツ・レクリエーシ

ョンの振興 

①生涯スポーツ社会の実現と一人１スポーツ実践を目

指し、総合型地域スポーツクラブの設立を支援する。 

②スポーツ団体等と連携を図り、市民と一体となった社

会体育の充実を図る。 

③スポーツ・レクリエーション教室を充実し、市民の健

康増進を図る。 

○スポーツ団体指導事業

○体育指導員によるスポ

ーツ指導事業 

○体育施設管理事業 
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④スポーツ少年団指導者の育成を図る。 

⑤社会体育施設の計画的な改修工事と台帳整備を推進

する。また、施設の利用運営方法を調査研究する。 

７．地域間交流と国際交流の

推進 

①物産展などによる地域間交流事業を単なる地域経

済・観光の振興に限定せず、交流の資源である伊達市

の人、モノ、情報をトータルに組み合わせた事業にす

るため、関係部署との連携を図りながら内容の充実を

図る。 

②つきだて花工房をはじめとする交流拠点施設の設置

目的に対応した事業展開を図り「地域間交流」を促進

する。また、施策展開において民間施設との連携を模

索する。 

③市民レベルでの国際交流事業が継続・拡大されるよう

支援する。 

④伊達市国際交流協会の設立と自立を支援するととも

に、「まちづくり・地域づくり」に寄与する事業を支

援する。 

○国際交流事業「少年の

翼」 

○国際交流事業（保原町

国際交流協会支援事

業） 

 政策４．活力みなぎるまちづくり 

施策名 取り組み方針 各課の主要事業 

１．農林業生産基盤の整備 

 

①農林業の振興と経営安定のため、老朽ため池整備、か

んがい排水路整備、農林道整備及び小規模維持修繕等

により施設整備を図るとともに、中山間地の多面的な

機能を維持するため森林の保全に努める。 

②農用地の確保と有効利用を図るため、遊休農地の発生

を防止するとともに、耕作放棄地の解消を図るため農

地の利用集積促進や景観形成作物等の導入を検討す

る。 

③地域の共同活動と先進的な営農活動を支援するため、

農地・水・環境保全向上対策や中山間地域等における

○県営ため池・農地保全

整備事業 

○農道整備事業 

○森林病害虫等防除事業

○遊休農地再生事業 

○農地・水・環境保全向

上対策支援事業 

○中山間地域等直接支払

制度事業 
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条件の不利を補正するための直接支払交付金の推

進・支援を図る。 

２．農林業の生産振興と担い

手の育成・支援 

①本市の主要農産物「もも、ぶどう等の果樹」・「いち

ご、きゅうり、にら、アスパラ等の野菜」の生産振興

と作物の高付加価値などの伊達市ブランド戦略を推

進し、新たな販路拡大や地元農産物の消費拡大を図る

ため、各種振興事業に取り組む。 

また、県くだもの消費拡大事業等に参画し、伊達市

産果物のイメージアップを図る。 

②担い手の育成と確保を図るため、認定農業者会及び担

い手育成総合支援協議会への支援を継続し、新規就農

者の確保に努める。 

③農産物の安定した生産と耕作放棄地拡大防止のため、

有害鳥獣の総合的な対策を行う。 

④地産地消対策や農商工連携の取り組みを強化する。 

⑤食料自給率向上のための環境整備を図るために、各種

事業に取り組む。 

⑥関係機関と連携し、地域に即した営農類型や伊達市の

地域特性に密着した作物振興と作付拡大等を図る。 

○「果物王国・野菜王国」

宣言 伊達ブランド化

事業 

○農業就農支援事業 

○担い手育成総合支援事

業 

○鳥獣対策事業 

○食料自給率向上対策事

業（米戸別所得補償モ

デル事業の推進・水田

利活用自給力向上事業

の推進） 

 

３．魅力ある商業の振興 

 

①市内の空き店舗を活用して新たな事業を展開しよう

とする者に対し、助成制度を創設し支援する。 

②伊達市が直面している高齢化社会を見据えながら、そ

れぞれの地域の特性を活かした中心市街地を形成す

るため、５地域それぞれにおいて総合支所、関係部署、

さらには関係機関団体と連携し新たな活性化策を検

討する。 

③市内５つの地域にある商店街の衰退に歯止めをかけ

るため、商工会をはじめとする関係機関と連携を強化

し、その活動を支援するとともに、後継者育成・経営

○商工会運営支援事業 

○中心市街地活性化コミ

ュニティ活動事業 
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指導、融資制度の充実に努めるなど、商工業事業者へ

の支援を継続する。 

④商工会の合併について早期の統合を指導する。 

４．地域経済の活性化と雇用

の創出 

①地域産業活性化のため、関係する団体等への支援、中

小企業向け制度資金等による企業活動の支援を行う。 

②ニット産業について、JAPAN ブランド事業の成果を検

証し、ロシア等との取引に向けて新会社が立上げられ

る予定となっている。市としては、事業目的達成のた

め支援を検討する。 

③地域産業を活用しながら、産学官連携や産業間連携な

ど内発型の産業を積極的に創出・育成する。 

④土地利用計画により保原工業団地の南側に工業(専

用)地域の拡張を検討していることから、新工業団地

の区割りや、将来像・青写真を作成し、積極的な企業

誘致を展開する。さらに、進出を希望する企業の内容

により、優遇措置を個別具体的に検討する。 

⑤雇用対策として、就職面接会やスキルアップ講座を開

催する。また、県・市の基金を活用した新たな雇用の

創出を図るとともに、地域職業相談室の利便性の向上

を図る。 

○地域産業連携事業 

○企業誘致方針策定事業

○企業誘致推進事業 

○雇用対策推進事業 

○緊急雇用創出事業 

○求職者スキルアップ支

援事業 

５．地域資源を活かした観光

の振興 

①地域資源である「霊山の歴史」「伊達氏の歴史」「新

鮮な農産物」を活用した「体験型」旅行商品の開発を

行うとともに、来訪者のための受け皿整備を図る。 

②４市(福島・相馬・二本松・伊達)や伊達地域の広域連

携による観光商品の開発を図る。 

③関係する部署と総合支所で観光戦略会議(仮称)を設

置し、それぞれの地域における観光戦略について協議

立案する。また、これらの協議内容を持ち寄り、市全

体の観光戦略を立案し、新たな観光商品の開発、誘客、

○観光商品開発事業 

○福島・相馬・二本松・

伊達市観光圏整備事業
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特産品開発に結びつける。 

④伊達市観光物産協会に対し経済的・人的支援を行う。 

⑤「案内板が少なく、目的地まで不案内」という来訪者

の声に対処するため、観光案内板等を設置し、来訪者

の利便性の向上を図る。 

 

 政策５．快適で便利なまちづくり 

施策名 取り組み方針 各課の主要事業 

１．道路ネットワークの充実 ①国・県道路関係事業の一層の事業進捗のため要望活動

を行うとともに、事業執行に係る市側の協力体制の整

備拡充を図る。（国道115号霊山道路など） 

②効率的な道路整備を図るため、路線の選定や整備手法

を検討するとともに、国費等整備財源の確保に努め

る。（３路線から５路線へ要望拡大） 

③従来からのストック分に加え、広範囲・多岐にわたっ

て見込まれる維持管理を効率的で適切に行い、市民の

安全・安心を確保する。（橋梁の点検調査、道路等の

除草など） 

④市としての道路整備方針を策定する。 

○市道整備事業 

○橋梁維持管理事業 

○支所管内道路等地域基

盤整備事業 

２．暮らしの利便性を高める

公共交通の充実 

①地域公共交通総合連携計画に基づき、市内全域でのデ

マンドタクシーの運行と路線バスの再編に取り組む。

また、デマンドタクシーの運行形態・利用料金につい

て、全市的な視点で見直しを進め、医療機関で実施し

ている無料送迎サービス等との連携について調査・研

究を進める。 

②鉄道利用者の利便性向上のため、鉄道事業者に対し

て、運行体制と施設の充実を要請する。 

○伊達市地域公共交通活

性化協議会参画事業 

○新多目的交通システム

事業 

３．高度情報通信基盤の整備 ①地域情報通信基盤整備推進事業により整備する光ケ

ーブルを民間の通信事業者に貸し出すことにより、高

○地域情報化計画策定事

業 

○地域情報通信基盤整

備・管理事業 
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速インターネットサービスエリアを市内全域に拡大

する。また、光ケーブルを有効に活用して、行政サー

ビスの向上を図るため、提供するサービスの拡充と普

及に努める。 

②月舘地域に残る携帯電話不感地域の解消を図るため、

通信事業者に早期の整備を要望する。 

③２０１１年７月の地上デジタル放送完全移行に伴う

対応が求められることから、国（放送受信相談センタ

ー）に対し、難視聴対策に関する情報の積極的な提供

を要請するとともに、民間放送事業者が行う小規模中

継局の設備更新を支援する。 

○保原富沢デジタルテレ

ビ中継局建設補助事業

４．快適な居住環境の形成 ①道路等を含む都市施設の計画的な整備により、快適に

暮らせる居住環境の実現を図る。 

②「伊達市耐震改修促進計画」により、民間木造住宅及

び公共建築物等を対象に耐震化を進める。 

③高齢社会への対応と安全性や快適性の向上を図るた

め、「すべての人にやさしいユニバーサルデザイン」

による市有施設の整備・改修を進める。 

④高齢者や障害者住宅等のバリアフリー化など快適性

の向上を図るため、市民を対象としたリフォーム等の

指導や相談会等を実施する。 

⑤民間活力を導入した若い世代や高齢者向け賃貸住宅

の供給及び特賃住宅の空屋対策としての一般住宅化

等について、関係施策等と連携のもとに推進する。 

⑥市営住宅の適正管理に努めるとともに、管理コストの

軽減化について管理委託を含めた検討を進める。ま

た、悪質な家賃等滞納者を対象とした市営住宅明渡し

訴訟を実施する。 

○市営住宅維持管理事業

○高齢者等賃貸住宅整備

調査事業 

○特賃住宅空屋対策事業

○地域住宅交付金事業 

５．暮らしを支える上下水道 ①財政の健全化を図りながら、水道未普及地域解消事業 ○水道事業変更認可申請

策定事業 
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の整備 を実施し、生活用水の確保を図る。 

  (白根地区においては、白根小学校付近で平成２４

年度給水開始を目指し、山舟生地区においては、山舟

生小学校付近で平成２５年度給水開始を目指して、事

業を実施する。)                 

②石綿セメント管更新事業を実施し、耐震性の向上を図

り、安定供給を目指す。              

③平成25年度の水道料金統一を目指し、第二期(平成22

年度～平成24年度)の市の水道料金の改定を行う。 

④公共下水道整備事業は、平成21年度～23年度の認可

された区域の年次計画について、一部見直しを検討し

ながら事業を実施する。 

⑤公共下水道の接続率向上のため、早期接続の依頼と工

事業者との連携を強化する。 

⑥公共下水道計画区域外における合併浄化槽の普及促

進を図り生活排水による水質汚濁を防止する。 

○水道施設維持管理事業

○梁川地域水道第５次拡

張事業外国庫補助３事

業 

○公共下水道整備事業 

○浄化槽設置支援事業 

６．総合的・計画的な土地利

用の推進 

①土地利用に関する諸計画に基づき、計画的な土地利用

がされていることを測定する新たな指標を定め、施策

の適正な進行管理に努める。 

②市街地の有効利用を促進するため、地籍調査事業を推

進する。また、山間部の調査については、県の動向を

見ながら、立会いの弾力化等、新たな調査方法の導入

に取り組む。 

○地籍調査事業 

○都市計画審議会運営事

業 

 

 

 政策６．自然と共生するまちづくり 

施策名 取り組み方針 各課の主要事業 

１．豊かな自然環境の保全 ①伊達市廃棄物不法投棄監視員を配置し、不法投棄防止

に努める。また、生活排水対策推進指導員を配置し、

生活排水による河川水質汚染防止に努めるとともに、

○森林環境税交付金支援

事業 

○不法投棄防止活動事業
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市内主要河川の水質調査を実施し、河川の水質状況を

把握をする。 

②森林保全の基本的な計画により、被害木調査、病害虫

防除、間伐等の整備促進を図る。また、施業の集約化

支援のための事業を実施する。 

③市内の小学生を対象に森林環境学習等の補助や緑の

少年団の支援・育成を行う。 

④希少野生動植物保護や県工事（県営事業）における環

境アドバイザーの指導・助言を受け、生態系保全に努

める。 

２．身近に親しまれる自然・

空間の創造 

①緑化推進委員会及び緑の少年団並びにボランティア

団体などを支援することにより、市民、事業者、行政

の協働による「緑のまちづくり」に取り組む体制を整

備する。 

②市民が安心して快適に利用できる憩いの場としての

公園になるよう公園施設の安全点検結果を踏まえて、

現状の不良な施設を修繕し適正な維持管理に努める。 

③災害時等の避難地や復旧・復興活動の拠点となる防災

公園のあり方を含めて、緑のマスタープランの策定を

進める。 

○保原総合公園維持管理

事業 

○やながわ希望の森公園

管理事業 

 

３．循環型社会の形成 

 

①ごみの発生抑制、再使用、再利用の啓発・普及を一層

進め、ごみを出さない生活行動や事業活動の促進を図

る。 

②事業系のごみの発生抑制、分別化、減量化を図るため

の啓発活動を進める。 

③家庭から排出されるごみの収集回数を 22 年度で全て

調整する。 

○ごみ減量化推進事業 

 

４．環境意識の普及・共有化

の促進 

①環境基本計画策定のため、市民会議、庁内調整会議を

開催する。市民向けの情報紙(環境だより)を作成し、 

○環境基本計画策定事業

○生活環境対策推進事業
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 市民に対する環境への意識高揚を図る。また、環境基

本計画の市民向けの概要版を作成し、周知を図る。 

②県や関係機関、警察と連携し、騒音や悪臭等の公害、

苦情の発生、あるいは、油流出事故等の防止に努め、

発生した場合は原因の究明に努める。 

 

 

 政策７．協働の自立したまちづくり 

施策名 取り組み方針 各課の主要事業 

１．開かれた行政の推進 

 

①必要とされる情報を市民に「わかりやすく」伝える、

「読んでもらえる」広報紙・ホームページ等の作成に

努める。 

②わかりやすい市政を目指し、平成21年度に引き続き、

事業にリンクさせて「市政だより」に記事を掲載する。

また、時代のニーズに沿った携帯版を含めたホームペ

ージの充実を図る。 

③市政をわかりやすく説明し、「市民の声」を市政に反

映させるために「伊達市経営についての説明会（仮

称）」を市内5地域で開催する。 

④地域課題についての「話し合いの場」形成につながる

小規模懇談会を開催する。 

⑤市民自らの企画による「市民対話集会」の活用を広報

紙等で促す。 

⑥ケーブルテレビが提供している情報サービスをイン

ターネットを介して市内全域に提供できるようにす

るための環境整備（22年度：市内全域ブロードバンド

化完了予定）を検討するとともに、ケーブルテレビの

今後の利活用について調査・研究を進める。 

⑦多様な広報媒体による情報公開を目指し、高度情報通

信基盤の整備について関係方面へ働きかける。 

○広報紙発行事業 

○ＨＰ運用事業 

○市長への手紙事業 

○市民懇談会事業 

○ケーブルテレビ施設維

持管理事業 

○ケーブルテレビ番組制

作放送事業 
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２．市民協働による行政運営 ①「協働のまちづくり指針」「協働マニュアル」の職員

向け説明会を行い、考え方及び方法の普及を図る。 

②「指針」パンフレットを作成し、市民会議との共同開

催を模索しながら、一般市民向け説明会を開催して

「協働マインド」の普及・高揚を図る。 

③地域づくりの羅針盤として伊達市協働によるまちづ

くりビジョンを作成する。 

④「市民協働公募提案型モデル事業」の充実・推進を図

るとともに、成果公開の機会をつくる。 

⑤公募市民が参画している会議・委員会に「原則公開」

を取り入れる。 

⑥多くの市民が市政に参画（会議等）できるよう行政運

営環境（会議時間等）の見直しを図る。 

⑦市民と協働によるまちづくりを推進するため、各種

「市民会議」のあり方を検討する。 

⑧市民が参画する協働のまちづくりを進めるために、市

民へ様々な市政参画の機会を提供し、担い手（団体等）

の発掘・育成を図っていく。 

⑨公益的な活動を行う地縁団体及び任意団体の自立と

自律の促進及び協働のパートナーとしての団体育成

のため、法人設立へ向けて助言支援を行う（社団法人、

NPO 法人）。また、その設立過程を通して市民との信

頼関係の更なる醸成を図る。 

○市民参画推進事業 

○公募提案型協働モデル

事業 

３．効果的・効率的な自治体

経営 

①総合計画の政策体系の見直しを図り、後期基本計画の

策定を進める。 

②行財政改革を推進するため、事務事業と組織の見直し

を図り、実施計画を着実に実行する。 

③行政評価の定着化を進め、効果的・効率的な行政経営

を行う。 

○合併５周年記念事業 

○行財政改革推進事業 

○行政評価システム運用

事業 

○職員研修及び能力開発

事業 
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④行政サービスの向上を図るため、職員研修を充実させ

人材の育成に努める。 

⑤市民の視点に立った、きめ細やかで利用しやすい窓口

サービスの向上に努める。 

４．健全な財政の確保 

 

①行政評価と連携・連動した歳入確保・歳出削減を引き

続き推進するとともに、施策別枠予算編成方式の定着

を図る。 

②合併特例債事業の規模については、21年度の方針を堅

持する。 

③教育施設整備基金及び公共施設維持修繕基金を、引き

続き計画的に積立てる。 

④財政シミュレーションの再試算を行い、市民・議会・

職員の共通認識の下で、長期見通しに立った健全な財

政運営に努める。 

⑤政権交代による地方財政制度の変更に的確に対応す

る（地方交付税、国庫補助金の一括交付金化、暫定税

率廃止、公共事業費削減、子ども手当創設など）。 

○予算編成事務事業 

○財産維持管理事務事業

５．男女共同参画社会の形成 ①男女共同参画プランにより、具体的な市民向け施策を

検討し実施する。 

②市民懇談会・各種会合等のあらゆる機会を利用して

「男女共同参画プラン」の説明を行う。 

③職員向け男女共同参画プランの説明会・学習会を開催

し、意識の高揚を図る。 

④平成21年度に引き続き、積極的な広報活動を行う。 

⑤「市民生活に関わることを決める」各種委員会の男女

構成比率50％を目指す「男女半々運動の風」を行政か

ら起こす。 

⑥管理職等への女性登用を推進する。 

○男女共同参画推進事業

 

 



 - 24 -

Ⅳ 各総合支所の取り組み方針  

各総合支所が地域ごとの課題に対し、平成 22 年度において特に重点的に取り組む方針は以下に示すとおり

とし、これに基づいた事務事業の運営を行うこととする。 

総合支所名 取り組み方針 各支所の主要事業 

伊達総合支所 ①地域自治組織の立ち上げ、組織の強化、地域課題の整理を進め

ることのできる環境づくりへ向けて、地域づくり交付金の活用

を図る。 

②伊達公民館の役割は、教育施設であり、集会施設でもある。人

口密集地に位置し、防災面でも重要な位置にあり、引き続き市

民の意見を取りまとめ、今後のあり方を検討する。各種事業に

ついても体系化し、市民要望を踏まえ見直しを進める。 

③ふるさと会館は、本格的な設備機能を持つ伊達市唯一のコンサ

ートホールである。今後も多くの市民が快適に利用できるよう

設備の充実と文化施設の役割である自主事業の開催を関係団体

等と連携して進め、運営面も引き続き検討を継続する。 

④総合支所の庁舎については、耐震性の問題が提起されているこ

とから、今後の整備の方向性について検討する。 

⑤地域内の既存の資源や歴史、人、自然、農業を結び付け、新た

な集客のきっかけとすべく、隣接する市町等及び関係団体と連

携し、市の玄関機能としての地域づくり構想を進める。 

⑥伊達地域の自主防災組織結成促進に向け、本庁と連携し、その

必要性について説明する機会を設ける。 

⑦高齢者の健康と生きがいづくりの拠点施設である伊達福祉セン

ターの大規模改修を新市建設計画の第 3 期（Ｈ24～Ｈ27）に予

定しているため、当面は緊急不可避なものに限定して施設修繕

を行う。 

○地域づくり交付金事業

○公民館施設管理及び事

業見直し事務 

○ふるさと会館施設運営

事業 

○庁舎改築計画検討事務

○伊達西部地域づくり構

想作成事務 

 

梁川総合支所 ①地域の人口減少、少子・高齢化を見据え、地域資源の発掘や地

域課題を掘り下げ、地区のコミニュテイの形成と地域づくりを

推進する「地区まちづくり計画」の策定を促す。また、これを

○地域づくり支援事業 

○梁川地区自主防災組織

支援事業 
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支援するため、職員の支援と公民館事業の連携、地域づくり支

援事業交付金を活用する。 

②自主防災組織の連携を強化するため、（仮）自主防災組織連絡

協議会の結成を促す。より実践的な訓練を実施するとともに、

地域内の防災マップの策定の支援や高齢者、ひとり暮らし等の

安否確認体制の確立を図る。また、必要な防災装備を確保する。 

保原総合支所 ①保原地域の５地区について、個々の特性や既存の団体の組織の

体制、活動状況等の情報を収集し、実態を調査する。 

②地域自治組織の立ち上げについて、モデル地区を選定する。 

③職員による地区担当制を取入れ課題解決の相談、助言等の支援

体制を整備する。 

④住民代表者による地域コミュニティ組織の設置等に関する協議

の場（説明会の開催）を設定する。 

○保原地域町内会活動支

援事業 

○安全安心な地域づくり

事業 

霊山総合支所 ①霊山地域の観光振興、経済活性化に向け、各団体等へ働きかけ、

情報の共有化、課題への取り組みなどを支援する。また、山間

地域での課題に対する取り組みを検討する。 

②生涯学習に関する事業を抜本的に見直し、公民館と地域の連携

による事業展開を図る。 

③（社）霊山こどもの村管理会が運営する施設について、経営改

善、運営形態の見直しを検討する。 

④子育て世帯が不安や負担を感じることなく、安心して子育てが

できるよう、地域性を考慮した事業を継続実施する。 

○地域づくり支援事 業

○霊山地域生涯学習事業

○霊山こどもの村管理・

施設整備事業 

○りょうぜん紅彩館運営

事業 

○霊山地域季節保育所開

設事業 

月舘総合支所 ①市民、地域、行政が一体となった協働による地域づくりを推進

するため、第三セクターの設立、地区懇談会の開催、地域づく

り懇話会の開催、グリーンツーリズム開発事業に取り組む。 

②一人暮らし高齢者への生活支援策として、健康相談、昼食会、

交流会、安否確認などを検討する。 

③笑顔であいさつの推進と、活気ある職場づくりを目指す。 

○つきだて花工房運営事

業 

○つきだてグリーン・ツ

ーリズム開発事業 

○月舘地域高齢者福祉事

業 

 


