
定 例 記 者 会 見 

 

日時：平成 23年１月 18 日（火）15時 

場所：伊達市役所 ２階委員会室１ 

 

 

１ 市長今年の抱負   

 

 

  

２ 平成23年第１回伊達市議会臨時会を開催 資料１（総務企画部総務課） 

(1) 会 期 平成 23年１月 20日 

(2) 提出議案 ３件 

報告１件、補正２件 

 

 

３ 市立梁川病院等の移譲先が決定 資料２（健康福祉部） 

   伊達市梁川病院検討委員会の提言を受け、移譲先を公募した結果受入れ先

が決まりました。 

 

 

４ 伊達市地域おこし支援員が決定 資料３（市民生活部市民協働課） 

   伊達市地域おこし支援員を追加公募した結果、新たに２名の支援員の採用

が決まりました。 

 

 

５ その他 

伊達市合併５周年記念事業 

「伊達なまち 未来の伊達市」絵画・作文コンクール表彰式を開催 

資料４（総務企画部総務課） 

伊達市の次世代を担う子どもたちの想いを募集した、絵画・作文コンクー

ルの表彰式及び作品展示会を開催します。  

 

 



 

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
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(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）  

 

 

資料１－１－１ 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１－１－２  

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   



市立梁川病院等移譲先が決定 

平成 21 年８月に伊達市梁川病院検討委員会より提言を受け、市立梁川病院及び

梁川訪問看護ステーション事業について、伊達市内に医療施設を有する民間等へ移

譲し、地域医療の確保に努めることとしてきました。 

この方針に基づき、後継医療機関を公募し審査した結果、移譲先を次の法人に決

定しました。 

    

１ 移譲先 

  伊達市保原町字竹内町 58 

財団法人 仁泉会医学研究所 

     代表者 理事長 佐藤喜一 

   ・主な経営施設 

     北福島医療センター（病床数 226 床）、セイントクリニック 

     プライムケア桃花林（介護老人保健施設）、保原中央クリニック 

     ほばら訪問看護ステーション、あぶくま訪問看護ステーション 

     ほばらヘルパーステーション 他 

 

２ 移譲先選定の方法 

(1) 選定方式 

    公募型プロポーザル方式 

(2) 公募期間 

平成 22年 11月 22日から 12月 17 日まで 

(3) 公募の主な基本方針 

①  引続き受療を希望する患者を引継ぐとともに、地域医療に貢献すること。 

② 退職して、再就職を希望する職員の受入れについて配慮すること。 

③ 現有施設は、土地・建物を含め移譲する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 

１月18日 記者会見資料 

健康福祉部 

電話 575-1299 



伊達市地域おこし支援員が決定 

伊達市では、集落機能の低下等に対処するため、集落の維持・再生及び活性

化のための活動を地域の住民とともに実践する「伊達市地域おこし支援員」を

昨年 10月に２名を採用しました。今回２名を追加採用し配置するものです（当

初４名配置予定）。 

 

 

１ 支援員の氏名及び担当地区 

・池田 眞理（いけだ まり）  女性 ５０歳代 東京都より転入 

  霊山町大石地区担当 

 ・堀池 舞子（ほりいけ まいこ）女性 ２０歳代 静岡県より転入 

霊山町上小国地区担当 

 

２ 委嘱年月日 

  平成 23年２月初旬予定 

 

３ 支援員の活動内容 

地区住民と連携し地域課題の整理を行い、活性化につなげていきます。具

体的な活動内容は支援員が着任後、支援員の自由な発想で検討することにな

ります。 

よそ者の視点からどのような活動を展開していくのか期待したい。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 

1月18日 記者会見資料 

市民生活部 市民協働課 

電話 575-1177 

   



伊達市合併５周年事業 

「伊達なまち 未来の伊達市」絵画・作文コンクールの表彰式を 

開催します。 

 

１ コンクールの目的 

平成 23年１月１日に伊達市合併５周年を迎えるにあたり、次世代を担う子ども達

に未来の伊達市への想いや意見を聞くことにより、市民としての自信や誇り、さら

には故郷を愛する心を育むようにするため、絵画及び作文を募集しました。 

 

２ 部門別応募件数 

（１）作文の部 小学生 765件、中学生 232 件 

（２）絵画の部 小学生 1,061件、中学生 87件 

 

３ 表彰 資料４－１ 

部門（各絵画・作文）ごとに最優秀１名 優秀２名 佳作２名  

（全体 最優秀８名 優秀 15名 佳作 15名 合計 38名） 

   

４ 表彰式 

（１）日時 平成 23 年 1月 23日（日） 午前 10時 30分 

（２）場所 保原中央公民館大会議室（会場に受賞作品を展示） 

  

５ 作品展示 

（１）展示方法 各地区の作品と校内推薦作品を展示する。 

（２）期間   平成 23年１月 29日から２月 27日まで（土・日の２日間） 

（３）場所    

  
場所 開催期間 

月舘総合支所展示ホール １月 29日（土）～１月 30日（日） 

霊山公民館大ホール ２月 ５日（土）～２月 ６日（日） 

梁川農村改善センター大研修室 ２月 12日（土）～２月 13日（日） 

伊達学習交流館多目的ホール ２月 19日（土）～２月 20日（日） 

保原市民センター ２月 26日（土）～２月 27日（日） 

資料４ 

１月18日 記者会見資料 

総務企画部 総務課 

電話 575-1113   



○受賞者一覧表（絵画の部）

（小学生・低学年の部）

№ 賞の種類 氏　　名 学　　校 学　年 伝えたいこと

1 最優秀賞 八巻優香 保原小学校 2
にぎやかな町で人がいっぱいすんでいる。
みんな思いやりをもっていてびょう気の人や歩けない人も安心してすごせるだて
市をかきました。

2 優秀賞 遠藤雅比 石田小学校 1
自然がいっぱいで、みんながなかよしのふるさとが大好きです。いつまでもかわ
らないでいてほしいと思います。

3 優秀賞 八巻歩真 山舟生小学校 2
川に魚やカニがいるだてしにしたいです。友だちがいっぱいいるだてしにしたい
です。

4 佳　作 大友衿奈 堰本小学校 1
たのしいおんがくとおいしいくだものにかこまれたこうえんであそびたいな。

5 佳　作 佐藤瀬奈 富成小学校 2
大きいビルがたっていてほしい。みんなが元気でくらせるといいな。

（小学生・中学年の部）

№ 賞の種類 氏　　名 学　　校 学　年 伝えたいこと

6 最優秀賞 佐竹紀絵 上保原小学校 3
美しい自然とたくさんの動物たちといっしょに、みんなの笑顔が輝く伊達市!!

7 優秀賞 髙橋れみ 月舘小学校 3
未来の伊達市は家も動き、シャボン玉の中にも入れて、ゆうえんちみたいな町に
なるといいです。

8 優秀賞 高橋健人 小国小学校 4
自然いっぱいの伊達市の森で友達と思いっきり遊んでみたいな。

9 佳　作 後藤裕貴 堰本小学校 3
未来の伊達市はみんなが楽しくくらせる伊達市になってほしいです。

10 佳　作 寺島絢音 伊達東小学校 4

ふつうの町じゃなく「緑」をいっぱいくわえました。
夏は30℃以上になると人口雪をふらせて気温をすずしくさせるまでふらせます。
ゆめのおかの上に立ったら緑がさらにふえます。

（小学生・高学年の部）

№ 賞の種類 氏　　名 学　　校 学　年 伝えたいこと

11 最優秀賞 菅野沙奈 保原小学校 6

未来の伊達市がちがう星から来た生き物達のいる伊達市になるといいなと思い、
この絵をかきました。
地球にいる人だけでなく、ほかの星の人や生き物にも宇宙の良さを伝えたいと思
いました。

12 優秀賞 遠藤愛樹 富野小学校 5
みんなが笑ってくらせるような伊達市になったらいいね。
自然がゆたかな伊達市がいい。

13 優秀賞 小川拓也 保原小学校 6

未来の伊達市に楽に宇宙に行けるしせつがあると伊達のみんなも喜ぶし、ほかの
県からも伊達に来て、伊達が有名になるとぼくは思いました。

14 佳　作 岡﨑彩夏 富野小学校 5
未来の伊達市は緑が多く、今はまだないタイムマシンや不思議な形をしたビルな
どがあるといいなと思いました。

15 佳　作 橘内沙友里 泉原小学校 6
わたしは、「動物も人も幸せな伊達市」をイメージしてこの絵をかきました。

（中学生の部）

№ 賞の種類 氏　　名 学　　校 学　年 伝えたいこと

16 最優秀賞 星野夏深 霊山中学校 2

今までと同じ私が好きな町であってほしいと思ったので自然が多く残る町の絵に
しました。
あと、エコのことも考え、霊山は山にかこまれていて、山風があるので、その風
を利用できる風車もかき入れ“エコの町”にしました。

17 優秀賞 森　侑喜 月舘中学校 1
私は今の月舘町のように自然が豊かなままの未来の伊達市がいいと思います。だ
から私はこの絵にきれいな水や豊かな自然がないといないほたるや夜空に輝くき
れいな星をかきました。

18 佳　　作 高木睦美 月舘中学校 1
３年後にも、この場所でまたこのきれいな大自然の景色みたいです。
そして、この場所の自然の大切さをまた３年後になったらみてみたいです。
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○受賞者一覧表（作文の部）

（小学生・低学年の部）

№ 賞の種類 氏　　名 学　　校  学年　 題　　名

1 最優秀賞 菅野悠羽 保原小学校 2 未来のだて市とわたしたち

2 優秀賞 菅野こと美 保原小学校 2 みらいのだてし

3 優秀賞 片平礼韻 保原小学校 2 だてな町み来のだてし

4 佳　作 菊地啓介 保原小学校 2 未来のだて

5 佳　作 三浦乃亜 富野小学校 1 みらいのだて市

（小学生・中学年の部）

№ 賞の種類 氏　　名 学　　校  学年　 題　　名

6 最優秀賞 橘内志帆 泉原小学校 3 未来の伊達市のサポーターに

7 優秀賞 菅野朋輝 保原小学校 4 未来の伊達市

8 優秀賞 佐藤美月 富野小学校 3 みらいのだて市

9 佳　作 菅野葉月 保原小学校 3 伊達市の未来

10 佳　作 菅野美空 泉原小学校 3 みんな笑顔になあれ

（小学生・高学年の部）

№ 賞の種類 氏　　名 学　　校  学年　 題　　名

11 最優秀賞 大橋麗奈 大石小学校 6 未来にほこれる伊達市へ

12 優秀賞 松浦宗梧 伊達小学校 6 ぼくが思う理想の伊達市

13 優秀賞 藤井けあき 保原小学校 6 伊達市を県庁所在地に

14 佳　作 大波慶彦 小国小学校 6 伊達の未来

15 佳　作 齋藤凜華 山舟生小学校 5 未来の伊達市

（中学生の部）

№ 賞の種類 氏　　名 学　　校  学年　 題　　名

16 最優秀賞 熊坂綾子 月舘中学校 2 伊達市の未来

17 優秀賞 齋藤菜々美 桃陵中学校 1 未来の「美しい伊達市」

18 優秀賞 五十嵐雅尚 桃陵中学校 1 未来の伊達市

19 佳　作 齋藤里紗 月舘中学校 1 伊達なまち

20 佳　作 木幡江里子 霊山中学校 1 これからの伊達市




