
６月定例記者会見 

 

日時：平成 21 年６月 10 日（水）14 時 

場所：伊達市役所 ２階 委員会室１ 

 

 

１ 平成 21 年第４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） 

   

  

 

 

 

２ 伊達市の環境を考える市民会議の開催について  資料２（市民生活部環境防災課） 

(1) 目的 
   伊達市環境基本計画の策定にあたり、将来の環境像や市の施策及び市民、事業者の

役割や具体的な取組みなどを検討し、市民や事業者の意識･意向を環境基本計画に反

映させる。 
 
(2) 委員の公募 
     募集期間：６月１日から６月１５日まで 

     募集人員：５名 

 

 

３ その他  

(1) 市民男女共同参画プラン策定委員会の設置について 資料 3-1 

（市民生活部市民協働推進課） 

(2) ふれあい懇談会の開催について 資料 3-2（市民生活部市民協働推進課） 

 

(3) わかりやすい予算書の発行について 別冊 （市民生活部市民協働推進課） 

   市の説明責任として、予算書を使って市の財政状況及び今年度の事業の取り組み

についての説明会を開催し、市民の理解が深まることにより、市民と行政が一体と

なった市民協働参画のまちづくりの推進を図る。 

 

(4) 伊達ももの里マラソン大会 パンフレット 

開催日：８月３０日（日） 

開 始：午前８時 保原中央公民館前スタート 

 



資料１ 

平成21年第４回伊達市議会定例会提出議案概要                                         

提出案件17件【報告４件、人事２件、条例の一部改正３件、補正４件、その他４件】 

 

１．報告（４件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

報告第８号 

 

市が資本金を出資している法人の経営状況を説明する書類の提出について 

 福島地方土地開発公社の経営状況を説明する書類を提出するもの 

 根拠法令：地方自治法第243条の３第２項 

企画部 

企画調整課 

報告第９号 

 

市が資本金を出資している法人の経営状況を説明する書類の提出について 

 株式会社保原振興公社の経営状況を説明する書類を提出するもの 

 根拠法令：地方自治法第243条の３第２項 

保原総合支所 

地域づくり課 

報告第10号 平成20年度伊達市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 平成20年度伊達市一般会計予算のうち平成21年度に繰り越した事業の繰越明許費に係る繰越計算書について調整し

たので報告するもの 

 （繰り越した事業） 

  地域活性化・生活対策臨時交付金事業(27事業)、定額給付金事業、子育て応援特別手当事業 

  地域介護・福祉空間整備交付金事業 

 根拠法令：地方自治法施行令第146条第２項 

財務部 

財政課 

報告第11号 平成20年度伊達市つきだて花工房特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 平成20年度伊達市つきだて花工房特別会計のうち平成21年度に繰り越した事業の繰越明許費に係る繰越計算書につ

いて調整したので報告するもの 

 （繰り越した事業） 農山村交流事業 

 根拠法令：地方自治法施行令第146条第２項 

つきだて花工房 

 

 



２．人事（２件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第75号 

議案第76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 伊達総合支所管内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（３件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第77号 

 

伊達市税条例等の一部を改正する条例について 

地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正をするもの 

（主な内容） 

１ 個人住民税関係 

(1)住宅借入金等特別控除額の創設 

(2)上場株式等の配当、譲渡益に係る軽減税率の延長 

(3)土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の創設 

 ２ 固定資産税関係 

(1)固定資産税の非課税措置の創設 

  (2)認定長期優良住宅の減額措置の創設 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

財務部 

税務課 

議案第78号 伊達市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 資料１－１ 

地方税法等の一部改正及び平成21年度国民健康保険税の税率を定めるため、所要の改正をするもの 

（主な内容） 

 (1)平成21年度国民健康保険税の税率改定 

 (2)介護納付金に係る課税限度額を９万円から10万円に改める 

 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 



議案第79号 伊達市小学生入院医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について 資料１－２ 

平成21年10月診療分から小学生の入院以外の医療費の助成についても実施するため、所要の改正をするもの 

（主な内容） 

(1)小学生１人につき、一月の医療費自己負担額が3,000円を超えた場合、その超えた分を助成する 

 (2)小学生の保護者の市町村民税が非課税の場合、医療費自己負担額全額助成する 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

子育て支援部 

児童福祉課 

 

４．補正予算（４件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第80号 平成21年度伊達市一般会計補正予算(第２号) 資料１－３ 

 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第81号 平成21年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算(第１号) 

 国民健康保険税の税率改定及び医療給付費の増により 

 補正総額 32,797千円 

 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82号 平成21年度伊達市老人保健特別会計補正予算(第１号) 

 平成20年度分医療費医療費の確定による償還金及び一般会計繰出金の増により 

 補正総額 5,680千円 

 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83号 平成21年度伊達市介護保険特別会計補正予算(第１号) 

 介護報酬改定に伴うシステム改修及び介護保険料改定周知用パンフレット等作成による委託料等の増により 

 補正総額 1,838千円 

 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 

 

 



５．その他（４件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第84号 字の区域の変更について 

 国土調査により、伊達市梁川町字小梁川の一部で、土地の利用形態上、字の区域の変更が必要になったため 

  梁川町字小梁川の一部を梁川町字北本町に編入 

 根拠法令：地方自治法第260条第１項 

産業部 

農林課 

議案第85号 伊達市道路線の廃止について 

 砂防工事及び水防災事業に伴い２路線を廃止するもの 

  中ノ内甘蕨線（大越沢筋・甘蕨沢筋通常砂防工事に伴う） 

  滝沢１号線（梁川地区土地利用一体型水防災事業に伴う） 

 根拠法令：道路法第10条第３項 

建設部 

土木課 

議案第86号 伊達市道路線の認定について 

 砂防工事、市道整備工事等に伴い新たに４路線を認定するもの 

  甘蕨１号線、甘蕨２号線（大越沢筋・甘蕨沢筋通常砂防工事に伴う） 

  北町支線（市道北町支線道路事業により） 

  布川平地内線（法定外道路の整備に伴う） 

 根拠法令：道路法第８条第２項 

建設部 

土木課 

議案第87号 

 

土地の取得について 

 新保原小学校改築事業用地を取得することについて、議会の議決を求めるもの 

  財産取得の場所  伊達市保原町字弥生町４番地１ 外16筆 

  財産取得の面積  ６，８６１．９１㎡ 

  財産取得の相手方 福島地方土地開発公社 

  財産取得の金額  ４億６，２６０万円 

 根拠法令：伊達市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条 

教育委員会 

教育施設課 

 



所得割 所得割

42% 45%

資産割 資産割

8% 5%

均等割 均等割

35% 35%

平等割 平等割

15% 15%

年齢 資産税 割合

加入者 6４歳 0 -9.0%

年齢 資産税 割合

30歳 50,000

28歳 0

3歳 0

1歳 0

年齢 資産税 割合

55歳 60,000

50歳 0

20歳 0

15歳 0

所得

所得

1,000,000

所得

1,000,000

２．６０％

②　賦課割合の改正（資産税割合の減）

③　税率等の見直し（下記按分率表により）　

1,000,000

《　あん分率について　》

前年度比較

６．１６％ -1.19%

0.31%

医療分

支援分 ２．９１％

医療分

介護納付金 ２．３６％ 介護納付金 ２．０４％

７．３５％

支援分

-0.32%

医療分 ２２．８０％ 医療分 １３．４７％ -9.33%

支援分 ８．０７％ 支援分 ６．０４％ -2.03%

介護納付金 ８．４７％ 介護納付金 ３．５９％ -4.88%

医療分 ２５，３００円 医療分 ２２，３００円 ▲３，０００円

支援分 ８，９００円 支援分

介護納付金 １１，１００円 介護納付金 ９，４００円

５，３００円 ▲１，０００円

９，２００円 ３００円

▲１，７００円

１９，４００円

-9.8%577,900 -62,800加入者 640,700

3,000,000

1,000,000

1,000,000

0

平成２０年度 平成２１年度 増減

314,000 284,800 -29,200

148,000162,600

-9.3%

◆４人世帯で所得が５００万、資産ありの場合

0

0

　※　上記金額は、一般分と退職分を含んだ額であり、単純に課税総額を世帯数・被保険者数で割ったものです。

加入者

◆ひとり世帯で所得が１００万、資産なしの場合

増減平成２０年度 平成２１年度

増減平成２１年度平成２０年度

-14,600

　　　　　　負担状況　（医療分+後期高齢支援分）

医療分 ２１，１００円 医療分 ▲１，７００円

支援分 ７，５００円

介護納付金

　平成２０年度の療養給付費等の状況は前年度並みにとどまる予定であり、平成２１年度の税によってまかなう金額は繰越金４億６３０
０万円を減税財源に充当し、一人当たり一世帯当り平均の負担額は、ほぼ前年度並みとなる（下記表）。
　なお構成される被保険者の所得等状況により逆算して按分率を決定するため、社会保険離脱者等の前年度有所得者が増加し
たことにより、上記表のとおりほとんどの按分率等が減となった。（税率・負担額例を参照）

《　負担状況について　》

156,062円

支援分 ８，２００円 ７００円

介護納付金 ６，３００円

前年比98.77%

平成２１年度国民健康保険税について

※上記のモデルケースは、いずれも一般的なケースであり、世帯主が他の社会保険に入っており所得がある場合や専従者給与を伴なう事業所得がある場
合など、軽減判定に影響し賦課額が変わる場合があります。

《　概要　》

①　介護納付金の限度額見直し（９万円⇒１０万円）

１人当り

81,176円

前年比101.51%

１世帯当り

◆４人世帯（若年世帯）で所得が200万、資産ありの場合

負担額　例

平成２１年度平成２０年度

資料１－１



伊達市小学生入院医療費の助成について 
 
 
 小学生の医療費助成については、現在、入院医療費の助成を実施しているが、平成 21年 
10月の診療分から、入院以外の医療費についても下記のとおり助成を開始するため、６月定
例議会に助成条例の改正について提案する。 
 
１ 助成内容 
  入院医療費については、今までどおり全額助成する。 
  入院以外の医療費については、平成 21年 10月診療分からとする。 
  医療費の負担額が一月 3,000円を超える場合、その超えた部分について助成する。 
（複数の医療機関等に支払った場合は、合算して 3,000円を超えた場合助成対象となる。） 
なお、小学生の保護者が市民税非課税の場合は、全額助成とする。 

 
２ 助成方法 
  申請方式（償還払い）とする。 
 
３ 平成 21年度医療費助成費予算額 
  １０，０８１千円 

資料１－２ 



                                   

平成21年度６月伊達市補正予算の概要 

 

○一般会計補正予算（第２号） 

  一般会計補正予算（第２号）については、伊達市の本年度重点事業である小学生医療費

助成事業、認定こども園設置事業補助、雇用対策事業など、喫緊の事業等について予算補

正を行う。 

 

１ 歳入歳出予算の補正 

補正前の額     24,049,866千円 

補正額           270,188千円 

補正後の額     24,320,054千円 

財源 県支出金154,429千円、地域活性化対策基金等繰入金94,226千円 

市債4,400千円、財政調整基金繰入17,133千円 

 

２ 補正の主な事業内容 

 ① 小学生医療費助成事業                   10,081千円 

     小学生の医療費について、本年10月診療分から月の負担額が３千円を超えた分を

助成するための経費を計上する。 

 

 ② 認定こども園設置事業補助                 220,225千円 

保原の大田地区に設置する「認定こども園」に係る建設事業補助金として、事業

者である「学校法人保原シャローム学園」に対して交付する。 

 

③ 雇用対策事業の推進                    15,643千円 

  福島県の「ふるさと雇用再生特別基金」及び伊達市の「地域雇用創出・産業活性

化基金」を活用して、「豆っこ汁」を全国に発信できる特産品として増産する事業や

「りょうぜん里山がっこう」における体験交流事業等による雇用の創出を図る。 

（雇用人数：豆っこ汁（保原振興公社）2名、里山がっこう 4名、市業務案内 1名、 

宮下遺跡 5名 合計 12名） 

 

   ④ 消費者行政推進支援事業                   4,214千円 

消費生活相談体制の充実を図るため、保原本庁舎に相談室等を設置し、消費生活

相談会の開催、消費生活相談員等のレベルアップ事業を実施する。 

 

⑤ 青少年健全育成事業補助                   1,000千円 

 北京オリンピック金メダリスト北島康介選手を迎え、青少年の健全育成のための

講演会を開催する団体に対して補助金を交付する。 

 

  

資料１－３ 



伊達市の環境を考える市民会議の開催について 
 
１ 目的 
  伊達市環境基本計画の策定にあたり、将来の環境像や市の施策及び市民、事業

者の役割や具体的な取組みなどを検討し、市民や事業者の意識･意向を環境基本計

画に反映させる。 
２ 主催 
  伊達市 

３ 市民会議委員の構成及び人数 
  市民会議の委員は、市長が認める関係団体代表者等委員及び公募委員並びに市

長が指名するアドバイザー委員の２５名以内で構成する。 
（１）関係団体代表者等（団体推薦等）  １８名以内 
（２）市民（公募）            ５名以内 
（３）アドバイザー            ２名以内 
４ 開催期間 
  伊達市環境基本計画策定期間（平成２１年７月～平成２３年３月） 
５ 開催回数 
  ８回程度（２１年度４回開催、２２年度４回開催） 
   ※市民会議の開催時間は、基本的に昼間の開催とする。 
６ 市民会議検討事項 
（１）目指す環境像 

計画が目指す根幹的な方針としての環境像や環境像を実現するための環境目

標 
（２）行政施策 
   市が行う環境保全関する具体的施策 
（３）市民、事業者の役割や取組み 

 行政施策に対し、市民、事業者等としての果たすべき役割、取組み 
（４）リーディングプロジェクト 

      環境目標の達成に向け、計画の先導的な役割を果たす重点プロジェクト及び

実施主体や役割分担、実施スケジュール 
（５）エリア別環境方針 
   地理や自然的特性を考慮した地域ごとに求められる環境行動 
（６）進行管理、推進方法 
   市民、事業者、行政が一体となり、協働で推進する方法・体制等 
（７）その他、環境基本計画策定に関する事項 
７ 事務局 
  伊達市の環境を考える市民会議の事務局は、市民生活部環境防災課が担当する。 
８ その他 
  この要項に定めるもののほか、市民会議開催に必要な事項は別に定める。 
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伊達市の環境を考える市民懇談会委員の募集について 
 
 
 伊達市環境基本計画の策定にあたり、市民･事業者の意識･意向等を反映するた 
め、市民懇談会委員を募集いたします。 
●応募資格 
 市内に１年以上居住する２０歳以上の方で、次の①②に該当しない方。 
 ①当市民懇談会の委員として構成員を推薦する団体に所属している方。 
 ②国若しくは地方公共団体の議員又は職員の方。 
●申込み方法 
 ハガキに次の内容を記入し、下記に申込み願います。 
 ①伊達市の環境を考える市民懇談会委員申込書 
 ②住所 
 ③氏名 
 ④年齢 
 ⑤各種加入所属団体等名 
 ⑥環境問題で特に関心のあること 
●募集人員 ５人（ボランテァ委員） 
 ※申込者多数の場合は、地域等を考慮し選考させていただきます。 
●募集期間 平成２１年６月１日～６月１５日（消印有効） 
●開催期間 平成２１年７月～平成２２年１０月（８回程度） 
問い合わせ・申込み先 
 〒９６０－０６９２伊達市保原町字舟橋１８０番地 
 市民生活部環境防災課環境係 
 電話５７５－１２２８ ＦＡＸ５７６－７１９９ 
  



伊達市男女共同参画プラン策定委員会設置について 

 

１ 設置の目的 

（１）本市における男女共同の形成を総合的かつ計画的に推進する基

本的な計画として、伊達市男女共同参画プランを策定するため、

伊達市男女共同参画プラン策定委員会を設置する。 

 

２ 委員１３人 別紙名簿のとおり 

 

３ 策定委員会の役割 

（１）具体的には市役所内の男女共同参画推進委員と連携し、｢男女

共同参画プラン」の策定に関して協議・検討を行い市長に提言

を行う。 

（２）提言の時期は２１年度中を目標とする。 

 

４ 今後の予定 

（１）６月１７日(水)午後２時～委嘱状交付式及び第１回策定委員

会を開催する。 

 

５ 委員の委嘱期間 

（１）男女共同参画プランの策定が完了するまで。 

 

６ アドバイザー 

  福島大学合行政政策学類（ジェンダー論専門）高橋準 准教授

を委嘱する。 

 

※ジェンダー＝社会的性差（社会的な役割として置かれている男女の差異） 
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伊達市男女共同参画プラン策定委員会委員名簿 

 

 氏 名 役 職 等 

１ 太田康一 伊達市教育委員会教育委員 

２ 齋藤庄市 伊達市民生委員連絡協議会副会長 

３ 菅野カヅ子 伊達市連合婦人会梁川町連絡協議会会計 

４ 利根川靖幸 伊達市商工会青年部長 

５ 齋藤光子 伊達市商工会女性部長 

６ 熊坂拓也 保原町商工会青年部長 

７ 大橋佐紀子 保原町商工会女性部長 

８ 阿部美津子 JA伊達みらい女性部長 

９ 渡部充洋 伊達地区連合 

10 亀井亜紀子 伊達地区連合 

11 丹治千代子 公募（無職） 

12 池田芳江 公募（無職） 

13 阿部里絵 公募（農業・学習塾経営） 

   

 髙橋  準 アドバイザー（福島大学行政政策学類准教授） 

 



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

6月11日 木 富野小学校
富野農業研修セ
ンター

①みんなが集まる機会づくり
②耕作放棄地の拡大防止策

6月13日 土 梁川小学校
梁川農村環境改
善センター

①蚕業試験場の跡地対策
②少子高齢化対策

6月25日 木 山舟生小学校
山舟生林業構造
改善センター

あなたの想いを聞かせてください
～10年後の山舟生～

7月1日 水 白根小学校
白根農業構造改
善センター

①高齢化対策
②児童数減少に伴う学校問題

※懇談テーマは６月10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　ふれあい懇談会等開催要領

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。
　ＣＡＴＶ(伊達地区のみ）による放送。

（7月１日開催分まで掲載）

　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
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