
８月定例記者会見 

 

日時：平成 21 年８月６日（木）14 時 30 分 

場所：伊達市役所 ２階応接室 

 

 

 

１ 平成 21 年第５回伊達市議会臨時議会提出議案について 資料１ （財務部財政課） 

 

 

 

２ 第 45 回衆議院選挙投票所の変更について 資料２ （選挙管理委員会） 

(1) 保原投票所    保原体育館→桃陵中学校体育館 

変更理由：投票当日に「伊達ももの里マラソン大会」が開催され、保原体育館が受付

会場となるため、今回の投票に限り変更する。 

 (2) 伊達地区投票所  伊達公民館→伊達学習交流館 

変更理由：地区内に伊達学習交流館が新築されたため、投票者の利便性を図るため、今

回の投票から変更する。 

 

３ ふれあい懇談会のテーマについて 資料３ （市民生活部市民協働推進課） 

 

  

 

４ その他  

(1) 小手姫の里夏まつり 資料４－１ 

日時 ８月 10 日(月)、16 日(日)、20 日(木) 

会場 ひろせふれあい広場、月舘運動広場、広瀬川河畔・月見橋周辺 
内容 よ市、納涼盆踊大会、流灯花火大会 

 

(2) 伊達のふる里夏まつり 資料４－２ 

日時 ８月 14 日(金） 

会場 広瀬川親水公園周辺 

内容 さかなつかみ、YOSAKOI 踊り、やながわ踊り流し、大花火大会 

川の共生を誓ったふるさと賛歌「オラトリオ」ほか 

 

(3) 伊達ももの里マラソン大会 資料４－３ 

日時 ８月 30 日(日） 

会場 保原中央公民館前スタート・ゴール 

募集状況 4,956 件、5,247 名（７月 30 日現在） 



 

(4) 伊達市の交流事業について 資料４－４ 

 

 

 

(5) 施策提案プロジェクトチーム 中間プレゼンテーション 資料４－５ 

日時 ８月 28 日(金）午後２時から 

場所 本庁２階 特別会議室 

内容 伊達市職員による施策提案プロジェクトチームが、４月から検討を行ってきた

施策について、中間総括を実施 

 



     

 

平成21年第５回伊達市臨時議会伊達市補正予算の概要 

 

○一般会計補正予算（第４号） 

  一般会計補正予算（第４号）については、国の補正予算に対応した地域活性化・経済

危機対策臨時交付金事業及び地域活性化対策基金事業について予算補正を行う。 

 

１ 歳入歳出予算の補正 

補正前の額     24,821,961千円 

補正額           419,430千円 

補正後の額     25,241,391千円 

財源 地域活性化・経済危機対策臨時交付金  364,410千円 

        地域活性化対策基金繰入金        9,800千円 

        寄附金（ふるさと納税、定額給付金）    938千円 

財政調整基金繰入            44,282千円 

（うち平成20年度歳入ふるさと納税寄附金185千円） 

 

２ 補正の主な事業内容 

  (1) 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業          408,833千円 

      国の地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用して、少子高齢化社会への対応、

安全・安心の実現等、将来に向けて地域の実情に応じたきめ細やかな20事業を実施

する。主な事業は次のとおりです。  

①少子高齢社会への対応に関する事業 

・公民館等あったか安心トイレ事業・・・・・・16,848千円 

②安心・安全の実現に関する事業 

・月舘小学校プール改修事業・・・・・・・・・ 9,200千円 

     ・有害鳥獣駆除事業・・・・・・・・・・・・・ 1,295千円 

     ・その他８事業・・・・・・・・・・・・・・ 113,103千円  

③観光・交流・産業に関する事業 

・梁川亀岡八幡宮周辺整備事業・・・・・・・・50,759千円 

・その他４事業 ・・・・・・・・・・・・・・74,721千円 

④くらしに関する事業 

・保原総合公園多目的広場夜間照明設置事業・・70,250千円 

・その他３事業・・・・・・・・・・・・・・・72,657千円 

     

   ※ 伊達市に配分される経済危機対策臨時交付金額・・・・・・742,890千円 

                 事業数 交付金対象事業費  交付金額 

・既に予算化された事業    33   407,942千円   378,480千円 

・今回計上する事業      20   408,833千円   364,410千円  

                   53   816,775千円   742,890千円  

 

  (2) 伊達市地域活性化対策基金事業（学校図書充実事業）      10,597千円 

    20年度の地域活性化・生活対策臨時交付金により創設した地域活性化対策基金を活

用して、小・中学校において使用する教育図書を購入し、子どもの教育環境の充実を図る。 

資料１ 



     

 

 ３ 寄附金の活用について 

    ふるさと納税及び定額給付金による寄附について、寄附者の意向事業に充当し、

その善意に応える。（寄附金充当額：ふるさと納税寄附金235千円、定額給付金寄附

金888千円） 

 

○水道事業会計補正予算（第１号）                  76,500千円 

  水道施設整備費国庫補助金と地域活性化・公共投資臨時交付金を受け、保原地域にお

ける石綿セメント管の更新事業を行う。 

 

○月舘簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）            59,000千円 

地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用し、旧月舘町と旧霊山町の水道管を連結

して、災害時の配水対策の強化、水量水圧の確保など、給水の安定化を図る。 

 

 



平成21年第５回伊達市議会臨時会提出議案概要                                         

提出案件６件【補正３件、専決処分の報告３件】 

１．補正予算（３件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第90号 平成21年度伊達市一般会計補正予算（第４号）  

 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業（２回目分）、学校図書充実事業の経費計上に伴う補正。 

 （補正の主な内容） 

○地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業（20事業） 総事業費408,833千円 

 （財源：地域活性化・経済危機対策臨時交付金364,410千円、寄附金688千円、一般財源43,735千円） 

○学校図書充実事業10,597千円 

（財源：地域活性化対策基金繰入金9,800千円、寄附金250千円、一般財源547千円） 

補正総額 419,430千円  

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第91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１号） 

 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業の経費計上に伴う補正。(一般会計からの繰入により実施。) 

 （補正の主な内容） 

ライフライン機能強化連絡管整備事業59,000千円 

 （財源：一般会計繰入金59,000千円（地域活性化・経済危機対策臨時交付金53,100千円、一般財源5,900千円）） 

補正総額 59,000千円  

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

水道部 

総務課 

議案第92号 平成21年度伊達市水道事業会計補正予算（第１号） 

 地域活性化・公共投資臨時交付金事業の経費計上に伴う補正。 

 （補正の主な内容） 

石綿セメント管更新事業（保原地域）76,500千円 

  (財源：水道施設整備費国庫補助金25,500千円、地域活性化・公共投資臨時交付金45,900千円、水道事業企業債

5,100千円） 

補正総額 76,500千円  

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

水道部 

総務課 

資料１の参考資料 



 

 

２．専決処分の報告（３件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

報告第14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：197,067円 

 事故の概要：平成21年５月18日、梁川学校給食センターにおいて、市職員が給食用コンテナを収容するために公用車

をバックさせた際、後方に駐車していた相手方車両に衝突し、相手方車両が損傷したもの 

      （平成21年７月７日専決処分） 

 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 

財務部 

財政課 

報告第15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：97,420円 

 事故の概要：平成21年３月19日、保原町字舟橋地内において、臨時職員が赤信号で停車中にシートの調整をしたとろ、

ブレーキが緩み相手方車両に追突し、相手方車両が損傷したもの 

      （平成21年７月８日専決処分） 

 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 

財務部 

財政課 

報告第16号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定について） 

 損害賠償額：452,025円 

 事故の概要：平成21年６月16日、月舘町布川地内において、市道平地内線に埋設されている上水道管の漏水により、

農地法面が崩落したもの 

      （平成21年７月23日専決処分） 

 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 

 

 







資料２の参考資料 

  

【第 45 回衆議院議員総選挙における伊達市保原投票区の投票所の変更

について】 

 

伊達市保原投票区の投票所（伊達市保原体育館）が選挙当日（８月 30 日）に「第

49 回伊達市ももの里マラソン大会」のメイン会場となり、マラソンコースの陣屋通

り、県道伊達・霊山線に交通規制が敷かれ通行止めの区間もあるため、投票所を伊

達市保原体育館から伊達市立桃陵中学校屋内運動場（伊達市保原町豊田１番地１）

に変更するものです。なお、伊達市の開票（午後８時から）は、従来のとおり伊達

市保原体育館（伊達市保原町字宮下１１１番地４）で行います。 

 

【期日前投票をご活用ください】 

 

選挙当日、外出やその他やむおえない理由により投票できない方のために期日前

投票制度があります。期日前投票は、期日前投票所で宣誓書（当日投票できない理

由を記載等）を記載し選挙受付係に提出、後は、当日の選挙と同じ投票やり方にな

ります。なお、投票所入場券（事前に選管から送付される）が届いていれば当日ご

持参ください。 

伊達市の期日前投票の期日、時間及び場所は以下のとおりです。 

・期 間 ８月１９日（水）～８月２９日（土） 

・時 間 午前８時３０分～午後８時 

・場 所 伊達市役所         伊達市保原町字舟橋１８０番地 

     伊達市役所伊達総合支所   伊達市前川原２５番地 

     伊達市役所梁川総合支所   伊達市梁川町青葉町１番地 

     伊達市役所霊山総合支所   伊達市霊山町掛田字段居４５番地 

     月舘ふるさとふれあいホール 伊達市月舘町久保田５番地 

※ 最高裁判所裁判官の国民審査の投票に限っては、期日前投票期日が、８月

２３日（日）～８月２９日（土）となります。 

 



目　　的

出 席 者

開催時間

懇談内容

時間配分

広報手段

開催計画

地　　区 会　　　場 懇談テーマ

8月19日 水 大石小学校
霊山ふれあいセ
ンター

高齢化社会と生活の課題

8月22日 土 掛田小学校 霊山中央公民館 商店街の活性化

8月25日 火 泉原小学校
泉原勤労者交流
センター

少子高齢化社会と地域の活性化

8月27日 木 石田小学校
石戸ふれあいセ
ンター

高齢化社会と生活の課題

9月2日 水 小手小学校 小手小学校
①小手小学校の今後について考える
②地域コミュニティの活性化と子育て

9月5日 土 月舘小学校
ふるさとふれあい
ホール

①高齢化社会に対応する地域自治組織のあ
り方
②みんなで考える有害鳥獣駆除対策

※懇談テーマは８月６日現在のもであり、内容が変更となる場合があります。

平成２１年度　ふれあい懇談会開催要領

開催日

それぞれの地区の個別テーマによる

①開会（２分）、②市長挨拶（７分）、③出席者紹介（３分）、④テーマに沿っ
た懇談（1時間10分）
⑤総括（７分）

開催広報
　市政だよりお知らせ版で随時広報（６月１１号以降５回）、開催チラシ(可能な
場合には地区毎の個別チラシ）を作成し、公共施設への掲示及び自治会長等会議
において配布及び参加呼びかけ。

　行政と市民が一体となった協働によるまちづくりを積極的に推進するために、
市長が直接市民と対話し、市民からの意見･提案などを市政に反映させることによ
り、市民参画の促進を図る。
　少しでも多くの市民と懇談を深めるため、事前に懇談のテーマを公表する。ま
た、発言しやすい雰囲気作りのため市役所側は少人数で開催する。

市長・副市長・教育長・総務部長・市民生活部長・総合支所長・懇談テーマの所
管部長・地域づくり課長・市民協働推進課長

午後７時～8時30分
５地域の中心地区は土曜日の午後２時～３時30分

資料３



小手姫の里夏まつり開催要項 
 
【趣旨】 
 地域づくり事業として、「小手姫の里夏まつり」を開催し、ふれあいによる心の豊か

さを深め、市民総参加、各種団体が一体となって、活力ある月舘地域を創造する。 
 
【事業】 
（１）よ市 
①日時 平成 21年 8月 10日（月）午後 5時から 
②場所 ひろせふれあい広場 
③主催 よ市実行委員会 
④主管 伊達市商工会月舘支所 
⑤内容 商工会商業部が中心となって、出店（各種販売）する。 

      その他、イベント等を計画実施。 
 
（２）第 22回納涼盆踊大会 

①日時 平成 21年 8月 16日（日）午後 7時から午後 9時 
②場所 伊達市月舘運動場（雨天の場合は、すぱーく月舘） 
③主催 納涼盆踊大会実行委員会 
④内容 市民総参加による盆踊り大会 

 
（３）第 32回流灯花火大会 

①日時 平成 21年 8月 20日（木）午後 7時 30分から午後 9時 
②場所 広瀬川河畔・月見橋周辺 
③主催 流灯花火大会実行委員会 
④主管 伊達市商工会月舘支所 
⑤内容 灯篭流し・花火大会 

 

資料４－１ 



 伊達のふる里夏まつり 

◆開催期日 

  平成２１年８月１４日（金） 雨天等の場合：８月１５日（土）に順延 

◆会 場 広瀬川親水公園周辺 

◆広瀬川親水公園を中心に、さかなつかみ、YOSAKOI 踊り、やながわ踊り流しや川の

共生を誓ったふるさと賛歌「オラトリオ」などが開催されます。 

 まつりの最後を飾るのは大花火大会。約 5,000 発の花火が夜空を彩ります。 

 また、八幡地区の同保存会主催で行われる「火振山の火まつり」は、伊達氏が京都

の大文字焼きをまねたのが始まりとされています。 

◆イベントスケジュール 

売店・夜店（広瀬川親水公園内：堤防）11：30～21：00 

  さかなつかみ（広瀬川親水公園内：広瀬橋下流）13：00～16：00 

YOSAKOI 踊り(国道 349 号線 水の舘前～右城町交差点) 16：00～17：45 

ふる里ステージ（広瀬川親水公園：イベントステージ）17：20～20：15 

  中高生による合唱や太鼓等の地域伝承芸能、オラトリオを開催 

  やながわ踊り流し（栄町交差点～右城町交差点）18：00～18：45 

  総勢 600 名が町内中目抜き通りを踊り流します。 

  灯ろう流し（観音橋下流特設流灯場）18：00～21：00 

  灯ろう販売所において、灯ろうを 1セット４００円にて当日販売します。 

火振山の火まつり（八幡火明地内）20：10～21：00 

大花火大会（観覧会場：広瀬川親水公園内）  20：15～21：00 

  約５，０００発の花火が夏の夜空を焦します。 

 

◆問合せ 伊達市やながわふる里の夏まつり実行委員会（伊達市商工会） 

℡５７７－００５７ 

 

資料４－２



第４９回伊達ももの里マラソン大会募集状況について 

 
１ 募集開始 
 
インターネット ５月２２日（前年 ５月２２日） 
窓口、郵便振替 ５月１８日（前年 ５月２６日） 
 
２ 現在の申し込み状況 
 
７月３０日に行った集計の結果、申し込み件数４９５６件、人数５２４７人となりまし

た。（今後、申し込み内容不明、重複等を整理し確定となります。１０名程度数字が動く場

合もあります。） 
７月３０日現在の受付件数 
回 年度 件数 人数 
４９ ２００９（Ｈ２１） ４，９５６件 ５，２４７人

４８ ２００８（Ｈ２０） ４，０５６件 ４，３０３人

４７ ２００７（Ｈ１９） ３，８９２件 ４，０９６人

 
３ 都道府県別参加者の傾向 
県外からの申し込みが県内の申し込みを超える見込みとなっています。特に遠来賞（桃

５～６ヶ詰）の対象となる隣接しない県からの参加者は、昨年の７８０件から９６０件と

遠方からの参加者が増えています。特に、埼玉（１４６→１７４）、千葉（１６５→１８８）、

東京（２３１→３０８）、神奈川（１０９→１４８）の４都県は著しい増加を示しました。 
昨年１００名以上参加のあった県では、全ての県で参加者が増加となりました。確定後

さらに市町村毎のデータを分析していく必要がありますが、全般的に著しく参加者が増加

しております。 
 

４ その他参加者の傾向 
今年の申し込み傾向として、１０キロの部門が大きく増加しております。 
 
申し込み方法では、インターネットを通じた申し込みが前年の１，３１２人から    

１，９６８人と約６５６名の増加で、全体の申し込み件数に占めるインターネット申し込

みの割合も昨年の３０パーセントから３７パーセントと大きな伸びを示しました。 

資料４－３ 



 
 

 
伊達市の交流事業 

 
伊達市では国内 6 市町、海外１市と交流事業を行っています。8 月には以下の市と

の交流を予定しています。  
 
１ 「つきだて・しろいであそばね会」 

目 的 伊達市と白井市の子供達が、両市における様々な体験を通して交流し、子供達の友

情を深めるとともに、広い視野と心豊かでたくましい成長を育むことを目的として

います。 

期 日 ８月７日(金)～１１日(火)  ４泊５日 

会 場  福島県伊達市・千葉県白井市 

対象者 伊達市内の小学校３～６年生（班員・班サブリーダー） 

〃   中学校１～３年生（班リーダー） 

       〃   高校生以上   （指導者） 

  定 員 小学生は３０名程度 

中学生・高校生以上は若干名 

内 容 白井市へ移動 県立現代産業科学館見学ほか 

伊達市へ移動 つきだてもりもり館で竹細工ほか 

 

２ 「2009 少年の翼 in つきだて」リヴィア市からの訪問団受入 

（マサチューセッツ州） 

目 的 平成 20 年度は中学生及び一般社会人をリヴィア市に派遣しその体験をもとに広い

視野に立った人材の育成を行った。本年度はリヴィア市からの訪問団を伊達市に 

受入れ、地域の活性化や国際化時代に対応した親善交流を深めるとともに地域づ 

くり・人づくりに資する。ことを目的にしています。 

日 時 8 月 8 日（土）～17 日（月）（９泊 10 日） 

内 容 ウェルカムパーティー 書道体験ほか 

訪問団 リヴィア市生徒 12 名 

    引率者      4 名 計 16 名 

形 態 昨年リヴィア市へ派遣された家庭へのホームステイ 

 

 

【資料：伊達市との交流自治体】 

東京都豊島区池袋（ふくろう祭り）：商工観光課  

北海道伊達市：商工観光課 

北海道松前町：旧梁川町  

宮城県丸森町：旧梁川町白根地区 

横浜市鶴見区市立矢向小、新鶴見小：保原地域内小学校 

千葉県白井市：旧月舘町 

アメリカ・リヴィア市（少年の翼）：旧月舘町 
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第２１回「つきだて・しろいであそばね会」実施要項 
千葉県白井市と福島県伊達市の少年交流事業 

 

１ 目 的          伊達市と白井市の子供達が、両市における様々な体験を通して交

流し、子供達の友情を深めるとともに、広い視野と心豊かでたくま

しい成長を育むことを目的とする。 

 

２ 主 催         つきだてであそばね会実行委員会 

       しろいであそばね会実行委員会 

       

３ 共 催  伊達市教育委員会、白井市教育委員会 

 

４ 後 援         伊達市、白井市、白井市ロータリークラブ、白井市婦人会 

 

５ 期 日         平成２１年８月７日(金)～１１日(火)  ４泊５日 

 

６ 会 場         福島県伊達市・千葉県白井市 

 

７ 対象者  伊達市内の小学校３～６年生（班員・班サブリーダー） 

〃   中学校１～３年生（班リーダー） 

        〃   高校生以上   （指導者） 

その他、実行委員会が認めた者とする。 

 

８ 定 員  小学生は３０名程度 

中学生・高校生以上は若干名 

 

９ 内 容 

 

日時 内容 宿泊先 

８月７日（金） 白井市へ移動 市民プール 歓迎会 白井市福祉センター泊 

８月８日（土） 県立現代産業科学館ほか 白井市内で民泊 

８月９日（日） 伊達市へ移動 縁日 歓迎会 月舘中央公民館泊 

 

８月10日（月） 

 

つきだて交流館もりもりで竹細工体験 

流しそうめん 魚つかみ 

キャンプファイヤー ほか 

 

月見舘森林公園泊 

 

８月11日（火） 桃とり体験 お別れ会  
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月 日 時 間 場 所 行事内容

8:00 月舘～成田 成田空港迎え

20:00 成田～つきだて花工房 花工房着 

10:00 つきだて花工房 ホストファミリーとの対面式

17:00～
20：00

つきだて花工房 ウェルカムパーティ

9:00 月舘中学校 書道体験

11:30 月舘公民館 昼食 

14:00～
16：00

月見舘森林公園 魚つかみ体験

16:00～
20：00

広瀬ふれあい公園 よ市見学

18：00～
20：00

つきだて花工房 訪問団引率者との懇談会（大人のみ）

7:00 月舘公民館出発 松島観光　（観光バス）

五大堂ー松島観瀾亭ー瑞巌寺ー洗心庵（昼食）

ー遊覧船（松島～塩釜）ーマリンゲート塩釜

18:00 月舘公民館解散

午前中 ホスト宅 free　time

13:30 伊達市役所保原本庁 伊達市長表敬訪問 

14:30 月舘中学校 プール

9:30 ・お別れ会準備

・盆踊り練習　

「２００９伊達市国際交流事業」リヴィア市訪問団受入れ交流日程

８・14
（金）～
15（土）

終日 ホスト宅

19：30～
21：00

月舘中学校体育館

ｆｒｅｅ ｄａｙ（ホストファミリーとの交流日）

9：30～
17：00

８・９
（日）

８・８
（土）

平成２１年８月８日（土）～１７（月）

交流館もりもり 流しそうめん・焼きとうもろこし・すいか割り・わらぞうり作り体験

日本の技　太鼓体験

18：30～
21：00

夏祭り・盆踊り大会参加

12：00～
14：00

月舘公民館

月舘運動場集合

お別れ会　（さよならパーティ）

８・12
（水）

８・16
（日）

８・11
（火）

８・10
（月）

８・13
（木）

８・17
（月）

午前 月舘公民館 リビィア市訪問団月舘発・お見送り（福島駅・新幹線）
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【テーマ】 

街中魅力再生！ 

施策提案プロジェクトチーム 中間プレゼンテーション 

 

施策提案プロジェクトチーム設置目的 

広範な職員参加の下に新たな企画、調査及び研究をするためのプロジェ

クトチームを設置することにより、職員の政策形成能力の向上を図り、も

って行政運営の向上及び新たな施策の創出を目指しています。 

 

施策提案プロジェクトチーム概要 

平成２１年３月１７日発足 

各部より総勢２８名（男２１名 女７名） 

総勢２８名が、ＡチームからＤチームまでの４チームに分かれて実践 

 

施策提案中間プレゼンテーション 

施策提案プロジェクトチームでは、施策提案のため、４月より業務の都合をつけなが

ら熱心なダイアログを行い、検討・準備を進めてきた中間総括をプレゼンテーションと

して発表いたします。 

 

施策提案中間プレゼンテーション内容 

１）日時 平成２１年８月２８日（金） 午後２時～ 

２）場所 本庁舎２階 特別会議室 

３）内容 ①中間プレゼンテーション 

      １施策につき、１５分～２０分 

     ②質疑・意見等 

      １施策につき、１０分から１５分 

４）資料 プレゼンテーションは、パワーポイントを使用して 

行います 

５）参加者 ・特別職 ・部長職 

      ・施策提案プロジェクトチーム  

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄチーム 
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