
９月定例記者会見 

 

日時：平成 21 年９月２日（水）14 時 

場所：伊達市役所 ２階委員会室１ 

 

 

 

１ 平成 21 年第６回伊達市議会定例会提出議案について 資料１  

（総務部総務課・財務部財政課） 

(1) 会  期 ９月８日（火)から９月 29 日（火）まで(予定) 

 (2) 提出案件 58 件 

        報告１件、人事２件、条例の一部改正１件、補正予算 23 件、 

その他１件、決算認定 30 件 

 

 

 

２ 市立梁川病院及び梁川訪問看護ステーションに関する提言について 資料２  

（梁川病院） 

８月２７日、伊達市立梁川病院検討委員会より、市立梁川病院及び梁川訪問看護ステ

ーションの地域医療における位置づけと役割、介護療養のあり方等について検討した結

果について提言を受けた。 
   

 

 

３ 新型インフルエンザに対する現状と対応について  資料３ 

（健康福祉部健康福祉課） 

 



平成20年度伊達市決算の概要 

 

１ 総 括 

 

財政健全化に努めた結果、一般会計において合併後初めて実質単年度収支が黒字とな

るなど、財政状況の改善が図られた。 

 

【財政状況の改善要因】 

・地方再生対策費（普通交付税）の配分 

   ・行財政改革の推進 

     ・財政健全化に向けた職員の意識変化 

 

２ 一般会計の概要 

 

平成20年度一般会計の歳入決算額は280.3億円、歳出決算額は256.7億円で、形式収支（歳

入－歳出）は23.7億円となった。 

そのうち、16.4億円の繰越明許費を差し引いた実質収支は7.3億円となり、実質単年度

収支は合併後初めて4.4億円の黒字に転じた。この結果、財政調整基金の年度末残高は14.0

億円となった。 

（単位：千円） 

 
歳入決算額 歳出決算額

形式収支 

(差引残額)

翌年度に繰り

越すべき財源
実質収支 

実質 

単年度収支

平成20年度 28,038,002 25,666,933 2,371,069 1,644,839 726,230 436,487

平成19年度 26,059,293 25,238,498 820,795 44,614 776,181 △825,697

 

３ 財政状況等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１－１

実質単年度収支と財政調整基金取崩額の推移 

合併前の状態に大幅に

回復 

合併後初の実質単年度収

支黒字、財調取崩なしも初 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 健全化判断比率及び資金不足比率 

（ ）は、早期健全化基準の数値 

 ◆ 実質赤字比率・連結実質赤字比率 

いづれにおいても、昨年同様赤字なし 

 

◆ 実質公債費比率…標準財政規模に対する公債費等の割合を示す指標 

合併特例債の活用により0.4ポイント改善 

 

◆ 将来負担比率…標準財政規模に対する地方債などの将来負担額の割合を示す指標 

財政調整基金の増等により14.4ポイント改善 

 

５ 一般会計以外の決算状況 

 

【特別会計】                            （単位：千円） 

特別会計等名 歳入決算額 A 歳出決算額 B 
翌年度に繰り 

越すべき財源 C 

収 支 

(A-B-C) 

21会計合計 15,379,588 14,737,425 1,896 640,267

 

 

【企業会計】                     （単位：千円） 

企業会計名 歳入決算額 A 歳出決算額 B 
損 益 

(A-B) 

水道事業会計 1,641,949 1,682,050 △40,101 

病院事業会計 432,055 432,493 △438 

訪問看護事業会計 46,979 48,023 △1,044 

   （単位：％）

実質公債費比率 
区  分 

実質赤字

比率 

連結実質

赤字比率 ３箇年平均 平成20年度 

将来負担

比率 

資金不足

比率 

－ － 15.5 14.70534 148.1 － 
平成20年度 

（ 12.64 ） （ 17.64 ） （ 25.0 ） （ 25.0 ） （ 350.0 ） （ 20.0 ）

－ － 15.9 15.31435 162.5 － 
平成19年度 

（ 12.66 ） （ 17.66 ） （ 25.0 ） （ 25.0 ） （ 350.0 ） （ 20.0 ） 

比率の増減 － － ▲0.4 ▲0.60901 ▲14.4 － 

地域創造基金積立分を

除くと年々減少 



                               

 

平成21年度伊達市一般会計補正予算（第５号）の概要 

 

  一般会計補正予算（第５号）については、国の補正予算に対応した、地域活性化・公共投

資臨時交付金事業、雇用対策事業及び子育て応援特別手当支給事業、また、平成20年度決算

剰余金が確定したことによる財政調整基金への積立等、喫緊かつ真にやむを得ないものにつ

いて補正を行う。 

 

１ 歳入歳出予算の補正 

補正前の額     25,241,391千円 

補正額         1,577,790千円 

補正後の額     26,819,181千円 

財源 国庫支出金840,078千円、県支出金97,193千円、繰越金526,230千円 

市債172,000千円、繰入金等△57,711千円 

 

２ 補正の主な事業内容 

(1) 地域活性化・公共投資臨時交付金事業              939,761千円 

  国の地域活性化・公共投資臨時交付金とその他の交付金（安全・安心な学校づくり交

付金・地域情報通信基盤整備推進交付金）を活用して、小学校耐震補強工事（伊達東小・

大田小）273,200千円、小学校太陽光発電設備整備事業（掛田小）31,000千円、地域情報

通信基盤整備推進（ブロードバンド・ゼロ地域解消）事業635,561千円を実施する。 

・地域情報通信基盤整備推進（ブロードバンド・ゼロ地域解消）事業について 

整備エリア：梁川、保原、霊山、月舘地域内（民間事業者によるブロードバンド

整備困難地域） 

整備の内容：地域内に光ケーブル（総延長259ｋｍ）を整備し、民間事業者に貸出

しを行うことにより、ブロードバンドサービスエリア環境整備の促

進を図る。 

 

(2) 雇用対策事業の推進                       63,332千円 

 市内離職者に対する緊急雇用対策として、福島県の「緊急雇用創出基金」及び市の「地

域雇用創出・産業活性化基金」を活用して、図書データ入力事業・伊達テレビ番組デー

タのDVD化・月舘地域公共施設の花壇の手入れ・地域包括センター事務職員の雇用・屋外

広告物調査の業務委託やパソコン講座による求職者のスキルアップ支援を実施する。（新

規雇用見込 42人） 

 

(3) 子育て応援特別手当支給事業                   59,406千円 

国の補正予算に基づき、現在の厳しい経済情勢のもと、多子世帯の幼児教育期におけ

る子育てを支援し、生活の安心に資することを目的として、子育て応援特別手当を支給

する。（対象者数 1,560人） 

資料１―２ 



                               

 

  (4) 住宅手当緊急特別措置事業                    17,358千円 

国の補正予算に基づき、市内離職者に対する特別措置として、住宅を喪失した又は住

宅を喪失する恐れのある者のうち、就労能力及び就労意欲のある者に対して住宅手当を

支給し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行う。（対象世帯 123世帯） 

  ①措置用件（申請時において下記のいずれにも該当する者） 

・２年以内に離職した者 

・離職前に主として世帯の生計を維持していた者 

・住宅を喪失した又は住宅を喪失する恐れのある者 

・公共職業安定所へ求職申込を行う者 

・収入のない者 

・生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が、単身世帯50万円、複数世帯100万円

以下である者 

    ②支給額 

      支給対象者が賃貸する住宅の家賃月額 

上限額：単身世帯29,000円、複数世帯38,000円 

    ③期間 

      ６ヵ月以内 

      

  (5) 介護基盤緊急整備特別対策事業                 14,432千円 

   国の補正予算に基づいて、県が「介護基盤緊急整備等臨時特例基金」を創設したこと

により、民間事業者による将来必要となる介護施設、地域介護拠点の緊急整備等に対し

補助を行なう。グループホーム建設（北信福祉会）補助については11,250千円の増額、

スプリンクラー設置（掛田中央内科）補助は3,182千円を計上する。 

 

(6) 森林整備加速化・林業再生基金事業                4,623千円 

  国の経済危機対策の一環として、県の「森林整備加速化・林業再生基金」が創設され

たことに伴い、従来行っている病害虫防除事業で補助対象とならなかった区域を対象に、

里山の風景を損なう枯松の除去、伐倒駆除、間伐などを行う。 

 

(7) 財政調整基金への積立                         533,992千円 

    前年度決算剰余金726,230千円について、平成27年度で合併特例期間が終了することを

見据え、今後の公共施設耐震化事業や学校建設事業等に備えるため財政調整基金への積

立を行う。（別に、歳入において今年度取り崩し分89,749千円を繰り戻す。） 
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平成21年第６回伊達市議会定例会提出議案概要                                         

提出案件58件【報告１件、人事２件、条例の一部改正１件、補正23件、その他１件、決算認定30件】 

 

１．報告（１件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

報告第17号 

 

平成20年度伊達市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

 伊達市における健全化判断比率及び資金不足比率を報告するもの 

 根拠法令：地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項、第22条第１項 

財務部 

財政課 

 

２．人事（２件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第93号 

議案第94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 

 

３．条例の一部改正（１件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第95号 

 

伊達市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

健康保険法施行令の一部改正に伴い、所要の改正をするもの 

（主な内容） 

 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの出産に対する出産一時金について、35万円から39万に引き上げるもの

  （産科医療保障制度加入分娩機関において出産した場合、３万円の加算と合わせて42万円とする） 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

健康福祉部 

国保年金課 

資料１の参考資料 
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４．補正予算（23件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第96号 平成21年度伊達市一般会計補正予算(第５号)  

 歳入 前年度決算余剰金526,230千円、国庫支出金840,078千円、県支出金97,193千円、地域雇用創出・産業活性化 

基金繰入金9,642千円、合併特例債171,100千円、過疎債900千円、財政調整基金繰入金△89,749千円 

 歳出 地域活性化・公共投資臨時交付金事業939,761千円、雇用対策事業63,332千円、住宅手当緊急特別措置事業

17,358千円、障がい者自立支援対策臨時特例基金事業3,093千円、介護基盤緊急整備特別対策事業14,432千円、

子育て応援特別手当支給事業59,406千円 

 補正総額 1,577,790千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第97号 平成21年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算(第２号) 

 平成20年度退職者医療給付費交付金の精算による返還金の確定、後期高齢移行者に対する高額療養費特別支給金の追

加及び定期人事異動に伴う人件費調整により 

 補正総額 30,703千円 

 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98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１号) 

 繰越金、保険料滞納繰越額の確定に伴う後期高齢者医療広域連合納付金の確定及び定期人事異動に伴う人件費調整に

より 

 補正総額 △464千円 

 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99号 平成21年度伊達市介護保険特別会計補正予算(第２号) 

 平成20年度決算における繰越金、国・県負担金等の返還金の確定及び定期人事異動に伴う人件費調整により 

補正総額 40,620千円 

 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100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１号) 

 平成20年度決算における繰越金の確定及び定期人事異動に伴う人件費調整により 

水道部 
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 補正総額 6,764千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

議案第101号 平成21年度伊達市月舘簡易水道事業特別会計補正予算(第２号) 

 平成20年度決算における繰越金の確定及び定期人事異動に伴う人件費調整により 

 補正総額 3,615千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

水道部 

 

議案第102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１号) 

 平成20年度決算における繰越金の確定、定期人事異動に伴う人件費調整により 

 補正総額 9,018千円 

 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103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１号) 

 平成20年度決算における繰越金の確定及び管渠調査追加実施に伴う委託料の増により 

 補正総額 5,321千円 

 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104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２号) 

 花工房事業費における歳出予算の組替えにより 

 補正総額 0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105号 

議案第106号 

議案第107号 

議案第108号 

議案第109号 

議案第110号 

議案第111号 

議案第112号 

平成21年度伊達市梁川財産区特別会計補正予算(第１号) 

平成21年度伊達市堰本財産区特別会計補正予算(第１号) 

平成21年度伊達市白根財産区特別会計補正予算(第１号) 

平成21年度伊達市山舟生財産区特別会計補正予算(第１号) 

平成21年度伊達市富野財産区特別会計補正予算(第１号) 

平成21年度伊達市五十沢財産区特別会計補正予算(第１号) 

平成21年度伊達市富成財産区特別会計補正予算(第１号) 

平成21年度伊達市上保原財産区特別会計補正予算(第１号) 

産業部 

農林課 
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議案第113号 

議案第114号 

議案第115号 

議案第116号 

議案第117号 

 

平成21年度伊達市金原田財産区特別会計補正予算(第１号) 

平成21年度伊達市掛田財産区特別会計補正予算(第１号) 

平成21年度伊達市小国財産区特別会計補正予算(第１号) 

平成21年度伊達市大字掛田財産区特別会計補正予算(第１号) 

平成21年度伊達市大石財産区特別会計補正予算(第１号) 

 平成20年度決算における繰越金の確定等により 

 補正総額 7,874千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

議案第118号 平成21年度伊達市水道事業会計補正予算(第２号) 

 定期人事異動に伴う人件費調整により 

 補正総額 資本的支出11,276千円 

 根拠法令：地方公営企業法第24条 

水道部 

 

 

５．その他（１件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第119号 伊達市道路線の認定について 

 開発行為による道路帰属、旧保原町大和団地の宅地分譲に伴い新たに４路線を認定するもの 

  泉町７号線、保原久保線（開発行為による道路帰属に伴う） 

  大和６号線、大和７号線（旧保原町大和団地の宅地分譲に伴い） 

 根拠法令：道路法第８条第２項 

建設部 

土木課 
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６．決算認定（30件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第120号 

議案第121号 

議案第122号 

議案第123号 

議案第124号 

議案第125号 

議案第126号 

議案第127号 

議案第128号 

議案第129号 

議案第130号 

議案第131号 

議案第132号 

議案第133号 

議案第134号 

議案第135号 

議案第136号 

議案第137号 

議案第138号 

議案第139号 

議案第140号 

議案第141号 

議案第142号 

議案第143号 

平成20年度伊達市一般会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市梁川簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市月舘簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市粟野地区農業集落排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市梁川工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市霊山工業団地分譲特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市つきだて花工房特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市梁川財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市堰本財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市白根財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市山舟生財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市富野財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市五十沢財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市富成財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市柱沢財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市上保原財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市金原田財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市掛田財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

財政課 

国保年金課 

国保年金課 

国保年金課 

高齢福祉課 

水道部総務課 

水道部総務課 

下水道課 

下水道課 

商工観光課 

商工観光課 

企画調整課 

つきだて花工房 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 
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議案第144号 

議案第145号 

議案第146号 

議案第147号 

議案第148号 

議案第149号 

 

 

平成20年度伊達市小国財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市大字掛田財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市大石財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成20年度伊達市水道事業会計決算認定について 

平成20年度伊達市病院事業会計決算認定について 

平成20年度伊達市訪問看護事業会計決算認定について 

 平成20年度一般会計、特別会計及び企業会計(30会計)の決算について、監査委員の意見を添えて議会の認定に付する

もの 

 根拠法令：地方自治法第233条第３項 地方公営企業法第30条第４項 

農林課 

農林課 

農林課 

水道部総務課 

梁川病院 

梁川病院 

 



 

伊達市立梁川病院及び梁川訪問看護ステーションに関する提言 

 
平成２１年８月２７日    
伊達市立梁川病院検討委員会 

 
 梁川病院は、昭和３３年に旧梁川町国民健康保険直営診療所として開設され、同３７

年に国民健康保険病院となり、公的医療機関として地域医療を確保する役割を果たして

きたが、社会環境の変化と地域医療の動向から公立病院としての使命を果たしたとの判

断に立ち、平成 15年に全病床（50床）を介護療養型病床に転換された。 
しかし、平成 18年 6月に医療制度改革関連法案が成立し、存立の基盤であった介護
療養型病床制度は平成２３年度末をもって廃止されることとなった。 
また、梁川訪問看護ステーションについても、経営は困難を極めており病院と一体的

に考える必要がある。 
当委員会は、梁川病院の地域医療における位置づけと役割、高齢社会の下での介護療

養のあり方等について、病床の転換・経営移譲・廃止等、考えられる選択肢を整理しな

がら今後の方向について検討した。 
その結果、次のとおり提言する。 
 

記 
 
１）市内及び近隣民間医療機関の発展伸張と患者の動向等の外部環境並びに体制・設備

の再整備とランニングコスト等から、医療療養型病床等への転換を図り存続すること

については、市民全体のコンセンサスを得るのが困難であると思量される。したがっ

て、梁川病院及び梁川訪問看護ステーションの廃止はやむを得ないものと判断する。 
 
２）介護療養型病床を利用してきた慢性期等高齢者に対する転院等の受入先確保及び高

齢社会に向けた医療・介護福祉のあり方については、伊達市総合福祉計画に基づく施

策の推進を図るとともに、現在、両施設を利用している患者・家族並びに特に梁川地

区の住民に不安を与えないよう当面する具体的措置に万全を期されたい。 
 
３）廃止する場合においては、既存病床(５０床)の有効活用方法として、県北二次医療

圏内における民間譲渡の選択肢を視野に入れるなど、市においては医療と福祉の連携

こそが高齢社会における安心安全の要件であることを踏まえ、このことにかかわる施

策に十分配慮されたい。 
 
４）民間譲渡する際には、伊達市総合福祉計画と市民の要望を含む地域の実情を良く理

解して運営にあたることが出来るものを選択されたい。 
  

資料２ 



 
新型インフルエンザの発生状況と対策について 

 
１ 市内の発生状況について 
  ※市の対策本部に県北保健福祉事務所学校、幼稚園、保育所等から報告のあったもので

ある。 
  8月 10日 ツアー（8月 5日～7日）でディズニーランドに参加した梁川地域の小学生

7人が発熱し、新型インフルエンザの疑いがあることがわかった。 
８月 11日 保健所から、インフルエンザＡ型罹患者が 8人いること、集団発生には該

当しないため、新型インフルエンザ確定の詳細検査は実施しない旨の連絡が

あった。 
その後、罹患者の兄弟や家族、地域の中学生に感染が拡大し、8 月 17 日
現在で梁川地域 34人が罹患した。 

  8 月 14 日 保原地域の幼稚園児 1 名が罹患し、その後肺炎を併発し入院。新型インフ
ルエンザ陽性と確認された。同日、市内高校の部活生徒 3 人が罹患。15 日
は感染者 5人に増え、1名が詳細検査の結果、新型インフルエンザ陽性と判
明。 

  8月 18日 市職員 1名が罹患 
  8月 19日  保原地域の保育園の職員 1名が罹患。21日、同園の園児２名が罹患、集団

感染として 1 名が詳細検査を実施、新型インフルエンザ陽性と判明。市の
対応として 21日の午後から 26日まで休園とした。 
その後、梁川、保原地域で散発的に罹患者が出ている。 

  8月 28日 月舘地域の小学校の児童 2名が罹患。31日には 12名に増え、8月 31日か
ら 9月 2日まで学級閉鎖とした。 

市内における罹患者報告は７６名となり（９月１日現在）、伊達市内全域に感染が拡大

している。 
 
２ 市の対策について 
・国、県、関係機関からの情報を収集し、市民の皆様へ迅速かつ的確に情報を提供する。 
 ・国、県の方針、対応が変更なる毎にホームページ、広報、ポスターやチラシで周知を図

ってきたところであるが、今後も継続していく。 
   事例：感染予防、感染した場合の対応について説明したチラシ（20,000 枚）を作成

し、8月 26日の朝刊に折込みを行った。 
 ・インフルエンザ相談窓口を開設（保原保健センター内） 

開設時間： 8時 30分～17時 15分（平日） 
・学校の二学期が始まる前に、学校、幼稚園、保育所、公共施設など 90 施設に手指消毒
液 400本を配置した。その後、学校、幼稚園、保育所等に必要な時に使用できるように、
マスク 110,000枚を配布した。 
・強毒性新型インフルエンザに対応するための防護服や医薬品の備蓄を行った。 

 

資料３ 




