
 

平成23年第１回伊達市議会臨時会提出議案概要                                                    

提出案件３件【報告１件 補正２件】 

 

１．報告（１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及び損害賠償請求の額の決定について） 

 損害賠償額：10,000円 

 損害賠償請求額：323,000円 

事故の概要：平成22年７月28日、伊達郡桑折町大字伊達崎字大畑向地

内において、伊達市臨時職員が公用車を運転中、対向車線を走行してい

た相手車両が急に右折したため衝突し、双方の車両が損傷した。   

（専決処分日平成22年12月28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 

財務部 

財政課 

 

２．補正予算（２件）資料１－１ 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第１号 

 

平成22年度伊達市一般会計補正予算（第５号） 

歳出 伊達市緊急総合経済対策事業として、地域の活性化ニーズに応じ

たきめ細かな事業、知の地域づくりに資する事業、子宮頚がん等

ワクチン接種費用助成事業等を実施する。 

費用として619,412千円を追加し、財政調整基金積立金136,185千

円を減額する補正 

 歳入 国庫支出金250,252千円、県支出金5,293千円、ケーブルテレビ設

備機器整備基金繰入金24,000千円、負担金54千円、普通交付税

203,628千円 

 補正総額 483,227千円 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第２号 

 

平成22年度伊達市つきだて花工房特別会計補正予算（第３号） 

伊達市緊急総合経済対策事業として実施する花工房植栽工事及び里山工

房エアコン設置工事費1,820千円を追加し、同額を予備費から減額する補正 

補正総額 補正額なし（予備費充当） 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

つきだて花工房 

 

 

１月18日 記者会見資料 

総務企画部 総務課 

電話 575-1111   

資料１ 



 

平成23年１月伊達市補正予算の概要 

 

 伊達市の緊急総合経済対策事業として、①緊急医療機器（AED）整備等の安全・安心の確

保、商工会が行うプレミアム商品券発行事業への支援、住民生活に密着した道路や公用・

公共施設の改修など、地域の活性化ニーズに応じたきめ細かな事業、②市立図書館と学校

図書の充実、美術館の改修など、知の地域づくりに資する事業、③子宮頚がん等ワクチン

接種費用助成事業等を実施します。 

これらの事業は、国の補正予算による地域活性化交付金及び子宮頚がん等ワクチン接種

事業県補助金を活用するとともに、普通交付税追加交付分を含む市の一般財源を充当して

実施します。 

 

 

１ 伊達市緊急総合経済対策事業の内容 

  一般会計           40事業 619,412千円 

つきだて花工房特別会計     1事業  1,820千円 

合計             41事業 621,232千円 

  

２ 主な事業の内容 

(1)  きめ細かな交付金充当事業（248,790千円） 

①� 道路整備事業（164,590千円） 

43箇所、総延長7,164ｍ 

②� 小・中学校施設の維持管理事業（71,000千円） 

伊達小学校プール、上保原小学校屋内運動場屋根の改修 

松陽中学校屋内運動場屋根の改修、梁川中学校屋外運動場防球ネットの設置 

   ④  月見舘森林公園維持管理事業（13,200千円） 

  月見舘森林公園及びせせらぎの里の道路の整備等、 

   

(2)  住民生活に光をそそぐ交付金充当事業（128,402千円） 

①  小・中学校用図書購入（30,690千円） 

読書習慣を身につけ、学力向上と豊かな人間性を育むため、小・中学校の図

書の充実を図る。 

小学校用図書（20校）10,500冊、中学校用図書（６校）4,200冊 

②  市立図書館用図書購入等（31,289千円） 

図書の購入、図書管理システムの更新等 

③  美術館整備事業（57,867千円） 

車椅子利用者や高齢者のためのエレベータ（13人乗り）の設置、屋根や外壁の

修繕等 

④  その他事業（8,556千円） 

オストメイト対応トイレの設置（２箇所）、いのちの電話（自殺予防電話相談）

伊達支部設立の補助等 

資料１-１

-1 



 

(3)  一般財源充当事業（244,040千円） 

①  プレミアム共通商品券発行支援事業（22,000千円）資料１－１－１ 

伊達市商工会、保原町商工会が実施する、プレミアム付共通商品券発行事業に

対する補助 

②  子宮頸がん等ワクチン接種事業（11,540千円）資料１－１－２ 

子宮頸がん、ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）及び肺炎球菌のワクチン接種を実

施します。 

③  廃タイヤ撤去事業費補助金交付事業（1,003千円）資料１－１－３ 

   霊山町中川地区の廃タイヤ処分費用に対する補助  

④  伊達市ケーブルテレビデジタル送信事業（54,994千円） 

伊達市ケーブルテレビでは、BS・CSの放送は現在アナログ放送のみとなってい

る。平成23年７月24日までのアナログ放送終了に備え、デジタル送信設備を整備  

⑤  緊急医療機器（AED）整備事業（10,017千円） 

AED未設置の公共施設にAEDを設置 

   設置箇所：小学校10校、公民館・体育施設８カ所 

⑥  その他事業（144,486千円） 

 防災用デジタルMCA無線整備、防災マップ作成、大田幼稚園園舎・旧霊山町母

子保健センター解体、公共施設修繕・改修等（25事業） 

    

 

１月18日 記者会見資料 

財務部 財政課 

電話 575-1189   



プレミアム共通商品券発行支援事業 

 

１ 目  的 

プレミアム付き共通商品券発行事業を実施することで、消費購買意欲を高め、

地域経済活性化を図っていくことを目的とする。 

 

２ 発行団体  

伊達市商工会・保原町商工会（事務は伊達市保原町商工会広域連携とする） 

 

３ 発行内容 

11,000円分の商品券（額面は現在協議中）を 10,000円で 22,000 セット販売

する。（購入額の 10％のプレミアムを付加） 

  一人あたりの購入限度を設ける。 

 

４ 発行総額 

   商品券の発行総額は、242,000千円（11,000円×22,000セット）とする。  

 （市からの補助金：22,000千円） 

 

５ 販売期間  

   平成 23年６月から販売し、完売次第終了とする。 

 

６ 使用有効期間 

平成 23年 6月から６月以内の期間とし、使用有効期間を経過した商品券は無

効とする。 

 

７ 事業のスケジュール 

２月～３月   実施のための組織化など事前準備。  

４月～       事業ＰＲ、参加店募集、各事業所の販売促進のための企画。 

５月～     商品券販売ＰＲ 

６月～     商品券販売 

６月～11月  商品券利用期間（有効期間最長６月）  
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１月18日 記者会見資料 

産業部 商工観光課 

電話 577-3175 

   



子宮頸がん等ワクチン接種事業 

ヒトパピローマウィルス（ＨＰＶ）16型と 18型の感染によって起こる子宮頸

がんの発生や、ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）や肺炎球菌の感染による細菌性

髄膜炎を予防するため、ワクチン接種事業を実施します。 

    

１ 対象者 

(1)子宮頸がん  ：中学３年生及び高校１年生の女子（564 人） 

(2)ヒブ     ：接種日に満５歳未満の者（70人） 

平成 18年３月３日～平成 18年４月 30日生まれの幼児 

 (3)小児用肺炎球菌：接種日に満５歳未満の者（70人） 

平成 18年３月３日～平成 18年４月 30 日生まれの幼児 

          

２ 接種回数 

(1)子宮頸がん  ：1回（3回のうち残り 2回については、23 年度で対応） 

(2)ヒブ     ：1回 

(3)小児用肺炎球菌：1回 

 

３ 事業費     11,540千円 

 

４ 実施期間    平成 23年 3月 1日～3月 31日 

 

５ 接種医療機関  伊達医師会に所属し、市が指定する医療機関 

          （医療機関名は、指定された後に周知します） 

 

６ 接種方法    個別接種 

          （接種を希望する医療機関へ事前予約が必要です） 

 

７ 接種費用    全額助成（医療機関窓口での負担はありません） 
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１月18日 記者会見資料 

健康福祉部 健康推進課 

電話 576-3510 

   



廃タイヤ撤去事業費補助金交付事業 

１ 経緯 

  霊山町中川地区放置廃タイヤは、平成４年から放置され産業廃棄物扱いのため 

 福島県が主体となって原因者及び土地所有者に撤去の指導を行ってきたが、原因 

者が高齢で資力に乏しく処理能力に欠けることから、撤去に至らず現在に至って 

いた。 

  このような状況の中、土地所有者から撤去資金を拠出する申し出があり、土地 

所有者のみによる撤去は資金的に困難であることから、地元地区団体、行政機関、 

関係機関が一体となった取り組み体制として、「伊達市霊山町中川地区廃タイヤ撤

去協議会」を設立し、撤去にあたることになった。 

 

２  事業実施主体 

  「伊達市霊山町中川地区廃タイヤ撤去協議会」 

    構成員：福島県、伊達市、中川地区環境美化委員会 

        福島県産業廃棄物処理協会県北地域協議会 

 

３ 撤去事業概要 

(1)   撤去計画量 大型タイヤ約 2,600本、中・小型タイヤ約 80,000本 

(2)   撤去の時期 平成 23年２月下旬～３月上旬 (約３週間を予定) 

(3)   総 事 業 費 8,925千円 

(4)   費 用 負 担 土地所有者 4,200千円、市 1,000千円、その他 3,725千円 

 

４ 跡地管理 

  伊達市が土地所有者から無償で借り受けし、中川地区環境美化委員会に管理を

委託する。委員会は撤去後の跡地保全のために監視・啓発・美化活動を行う。 

 

資料１－１－３ 

１月18日 記者会見資料 

市民生活部 環境防災課 

電話 575-1226   


