
定 例 記 者 会 見 

 

 

日時：平成 22 年６月 10 日（木）14 時 

場所：伊達市役所 ２階委員会室１ 

 

 

１ 平成 22 年第３回伊達市議会定例会について 資料１ 

（総務企画部総務課） 

(1) 会  期 平成 22 年６月 15 日（火）～29 日（火） 
(2) 提出議案 16 件  
        専決処分の報告１件、報告４件、人事２件、 

条例の一部改正５件、補正３件、その他３件 

         

２ 保原小学校改築工事が始まります 資料２ （財務部財政課） 

  保原小学校改築の実施設計が完了し、７月から工事が始まります。 

完成は平成 23 年 12 月の予定です。 

 

３ 小学５年生の通学合宿体験を行います 資料３（教育委員会教育総務課） 

小学５年生が５泊６日の日程で親元を離れ、家事などの日常の生活を自分

自身で行いながら通学し、子どもたちの社会性、自主性、協調性を伸ばし、

生きる力を育てます。 
 

４ 障がい者の医療型短期入所が始まりました 資料４  

(健康福祉部社会福祉課） 

公立藤田総合病院では、障がいのある子どもの保護者が、冠婚葬祭、家族

の病気、仕事などで子どもの面倒をみる事が出来ない場合、子どもを一時預

かります。 
  

５ 白根、山舟生地域に上水道を整備します 資料５ 

（上下水道部施設工事課） 

梁川地域の白根、山舟生地域に上水道を整備し、安心で安全な水を供給し

ます。 

 

 



- 1 - 

平成22年第３回伊達市議会定例会提出議案概要                                        

提出案件18件【専決処分の報告１件、報告４件、人事２件、条例の一部改正５件、補正３件、その他３件】 

 

１．専決処分の報告（１件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

報告第６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：３４，６９６円 

事故の概要：平成22年２月19日、福島県伊達市保原町上保原字上ノ原地内において、伊達市職員が公用車にて走

行中、前方不注意から右折しようと停車していた相手方車両に追突したもの。（専決処分日平成22年５月24日） 

※今回の損害賠償額は相手方の後遺症の検査費用等についてであり、相手方車両に対する損害賠償額について

は、現段階で確定していない。 

 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．報告（４件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

報告第７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 

総務企画部 

企画調整課 

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 

 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 

報告第９号 平成21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21年度伊達市一般会計予算のうち平成22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） 

財務部 

財政課 

資料１ 
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  地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業（20事業）地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業（１事業） 

  地域活性化・公共投資臨時交付金事業（３事業）国土利用計画策定事業、介護基盤整備事業、 

子ども手当システム改修事業、新型インフルエンザ予防接種助成事業、内水排除ポンプ設置事業 

全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）整備事業 地震防災ハザードマップ作成事業 

 根拠法令：地方自治法施行令第146条第２項 

報告第10号 平成21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21年度伊達市つきだて花工房特別会計のうち平成22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）つきだて花工房施設設備改修事業 

 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 

 

伊達市掛田財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

 伊達市掛田財産区管理会委員２名の退任に伴い、新たな管理会委員２名の選任について、議会の同意を求めるもの 

 根拠法令：伊達市財産区管理会条例第３条第１項 

産業部 

農林課 

 

３．条例の一部改正（５件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第77号 

 

伊達市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正に伴い、所要の改正をするもの 

（主な内容） 

１．育児休業等ができる職員の改正 

２．再度の育児休業等ができる特別の事情の改正 

３．人事院規則で定める期間基準とし条例で定める期間の規定整備 

４．育児休業等承認の取消事由の改正 

総務企画部 

人事課 
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議案第78号 

 

 

 

伊達市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正をするもの

（主な内容） 

１．３歳に満たない子を養育する職員の時間外勤務等の規定整備 

総務企画部 

人事課 

議案第79号 

 

 

 

伊達市税条例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)給与所得者の扶養親族申告書等の創設 

(2)65歳未満の者の公的年金等の所得に係る所得割の徴収方法（個人住民税） 

 ２ たばこ税関係 

(1)たばこ税の税率改定 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

財務部 

税務課 

議案第80号 伊達市税特別措置条例の一部を改正する条例について 

過疎地域自立促進特別措置法の一部改正に伴い、所要の改正をするもの 

 （主な内容） 

  過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める

省令の改正に伴い、その適用期限の延長を平成22年３月31日から平成23年３月31日までとする。 

適用期日：平成22年４月１日 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

財務部 

税務課 

議案第81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 

地方税法等の一部改正及び平成22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22年度国民健康保険税の税率改定 

 (2)医療分及び後期高齢者支援金に係る課税限度額の改定 

 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 
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４．補正予算（３件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第 82 号 平成22年度伊達市一般会計補正予算(第１号) 資料１の１ 

 歳出   デマンド交通システム構築事業17,745千円、老人保健特別会計繰出金10,649千円 

 歳入   国庫支出金17,945千円、県支出金565千円、財政調整基金繰入金11,541千円 

 補正総額 30,051千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第 83 号 平成22年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算(第１号) 

 国民健康保険税の本算定（按分率改定）による補正と保険給付費、高齢者医療制度納付金等の補正を行う。 

 補正総額 100,493千円 

 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 84 号 平成22年度伊達市老人保健特別会計補正予算(第１号)  資料１の１ 

 過年度分の医療費交付金や国県負担金の精算確定に伴い償還金等の補正を行う。 

 補正総額 10,649千円 

 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 

 

５．その他（３件） 

番号 件 名 及 び 内 容 担当課 

議案第85号 工事請負契約の締結について 

 市内で等しくブロードバンド環境を受けることができるよう通信事業者による整備が望めない条件不利地域に、光フ

ァイバ網等の情報通信基盤を構築し、それを通信事業者へ貸与してインターネットサービス等を提供する方式で情報通

信基盤を整備する事業で、その工事請負契約の締結について議会の議決を求めるもの 

  契約の内容  伊達市地域情報通信基盤整備工事請負契約 

 契約金額   4億8,090万円 

契約の方法  随意契約 

総務企画部 

企画調整課 
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  契約の相手方 福島県福島市山下町５番10号 

東日本電信電話株式会社福島支店 支店長 三和千之 

  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２条 

議案第86号 財産の取得について 

 住民情報システム再構築に伴う新住民記録・税系システム構築業務委託において、システム機器の取得を含んでおり

その金額が基準金額を超えるため、財産を取得することについて議会の議決を求めるもの 

取得の内容  システム機器（サーバ18台、端末機147台、プリンタ57台・ＯＣＲ機器、その他周辺機器） 

  取得の金額  ５，１２３万円 

契約の方法  随意契約 

  契約の相手方 福島県福島市栄町６番６号 ユニックスビル 

         富士通株式会社福島支社 支社長 中野圭 

  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 

総務企画部 

企画調整課 

議案第87号 財産の取得について 

 住民情報システム再構築に伴い庁内ネットワーク整備業務委託において、ネットワーク機器の取得を含んでおりその

金額が基準金額を超えるため、財産を取得することについて議会の議決を求めるもの 

取得の内容  ネットワーク機器（認証サーバ6台、管理サーバ3台、コアスイッチ14台、フロアスイッチ26台、無

停電装置などその他周辺機器） 

 取得金額   ３，４０８万円 

契約の方法  随意契約 

  契約の相手方 福島県福島市栄町６番６号 ユニックスビル 

         株式会社富士通エフサス福島支店 支店長 幸田彰一 

  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 

総務企画部 

企画調整課 

 

 



                                   

 

平成22年度６月伊達市補正予算の概要 

 

 

○一般会計補正予算（第１号） 

  一般会計補正予算（第１号）については、デマンド交通システム構築業務、老

人保健特別会計繰出金など、喫緊の事業など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     25,161,358千円 

補正額            30,051千円 

補正後の額     25,191,409千円 

財源 国庫支出金17,945千円、県支出金565千円 

財政調整基金繰入11,541千円 

 

２ 補正の主な事業内容 

 ① デマンド交通システム構築業務            17,745千円 

     保原町商工会に設置されているデマンドタクシーの受付配車システム

が老朽化したため、新しいシステムを導入する経費を計上する。財源には、

国の地域情報通信技術人材育成・活用事業交付金を充てます。 

  

② 老人保健特別会計繰出金                10,649千円 

21年度において医療費の支出より第三者納付金などの収入が上回ったた

め、11,133千円を一般会計に繰出しました。 

平成21年度分の第三者納付金などの精算（社会保険診療報酬支払基金な

どへ返還）が発生するため、必要額を22年度の一般会計から老人保健特別

会計へ繰出します。 

    

※ 第三者納付金…交通事故などは過失割合に応じ、自賠責保険や個人保険

から医療費を支払うことが原則で、公的保険は使用できません。自由診

療になると医療点数が1点10円→20円となり、保険金額が高くならない

ようにするため、一時的に公的保険を使用し、後日その費用を自賠責保

険などから納付されるものを第三者納付金といいます。 

資料１の１

６月10日 記者会見資料 

財務部 財政課 

電話 575-1189   



 

保原小学校改築工事の発注について 

＜発注形態＞ 

○ＪＶ方式とする。規模の大きい建築本体工事は３者、電気設備及

び機械設備は２者または３者の構成とする。 

 （理由） 

 ・大規模工事のため地元業者での単独施工困難 

 ・各社が得意技術を持ち寄ることでの品質向上，技術力の向上

や受注機会拡大 

  ※建築本体の分割は施工並びに管理の区域設定が難しく、境界

線の施工に苦慮し施工者数が多いほど現場調整が複雑で施工

に支障をきたすことから行わない。 

※特殊基礎工事は内容と金額から地元業者の単独施工可能と判

断しＪＶ方式は採用しない。 

＜入札参加資格＞ 

  工期内の確実な施工を図るために必要な施工能力要件を設定。 

さらに本市経済活性化や地元業者施工による市民の安心感・満足

感向上の観点から参加事業所の所在地を限定する地域要件を競

争性に配慮しながら設定する。 

○施工能力要件 

・代表構成員 

代表構成員として必要な能力と認められる総合評点、監理技術

者の有無、類似工事実績等施工能力に関する資格要件を設定 

・その他構成員 

 構成員として必要な能力と認められる総合評点、監理技術者の

有無に関する資格要件を設定  

○地域要件 

    競争性確保の観点から３ないし４程度のＪＶ構成が見込まれ

る範囲で入札参加者の事業所在地に関する地域要件を設定 

    ＪＶその他構成員（子）については地元業者に限定できるも

のの、 

   代表構成員（親）については、機械設備工事を除き施工能力を

有する業者が本市に２社程度しか見込まれず、競争性が図れない

ことから、本市に本・支店・営業所を有する業者に加え、同じ生

活圏域に属し経済的にも密接な交流がある隣接した福島市に本

店を有する業者を設定し要件を緩和 

  ○その他 

・競争性確保（多数の地元業者が参加できる環境づくり）のため、

代表構成員有資格者はその他構成員（子）と重複できないこと

とする。 ６月 10日  記者会見資料

財務部 財政課  

電話  575-1189    

資料２－１ 



◎保原小学校改築事業の発注における基本方針

・保原小学校校舎棟と放課後児童クラブ棟を、分割しさらに各工種に分離して発注する。
・保原小学校校舎棟は、ＪＶ（共同企業体）による施工とする。
・地元業者の受注機会を確保することに配慮する。

入札公告 Ｈ２２年　６月　９日

↓
↓

入　　札 Ｈ２２年　７月１６日

↓
仮契約
↓

議会の議決
↓

本契約・着工 Ｈ２２．７月下旬

↓
　　　※施工監理の徹底による品質の確保 ↓

完　　成 平成２３年１２月２２日

予定スケジュール

施工監理体制

第三者監理方式

　
　　Ｈ２１.２２工事有資格者名簿登録業者（登録工種：建築・電気設備・暖冷房衛生設備）

　

　保原小学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　条件付一般競争入札

　　【施工能力要件】
　　・建設業の許可
　　・技術者の配置
　　・工事施工実績
　　・総合評点

　 　【地域要件】
・伊達市内業者
・福島市内本店業者

　保原小学校校舎棟
　　【４工種に分離】
　　建築主体工事
　　電気設備工事
　　機械設備工事
　　特殊基礎工事

入札　業者決定

特定建設工事共同企業体結成
　　 ※特殊基礎工事は単体企業

  意図伝達業務

  工事監理業務

　　 監督業務 工
事
監
理

透明性・競争性・公平性の確保

放課後児童クラブ棟
 　【３工種に分離】
　　建築主体工事
　　電気設備工事
　　機械設備工事

資料２－２





小学５年生の通学合宿体験を行います 

小学５年生が５泊６日の日程で親元を離れ、家事などの日常の生活

を自分自身で行いながら学校に通学し、子どもたちの社会性、自主性、

協調性を伸ばし、生きる力を育てます。 

 

１ 実施期日 

    Ⅰ期  ６月 20 日（日）～６月 25 日（金） 

      掛田小学校・小国小学校・泉原小学校 

    Ⅱ期 ７月 ４日（日）～７月 ９日（金）   

      掛田小学校・大石小学校・石田小学校 

   Ⅲ期 ８月 29 日（日）～９月 ３日（金）  

      月舘小学校・小手小学校 

    Ⅳ期  ９月 26 日（日）～10 月１日（金）  

      上保原小学校・柱沢小学校・富成小学校 

２  宿泊場所 

 (1) 霊山こどもの村コテージ（霊山中学校学区・月舘中学校学区） 

 (2) モラロジー研究所東日本生涯学習センター（保原地域松陽中学校

学区） 

３  事業内容 

 (1)  宿泊施設に宿泊し、そこから学校に通学する。 

 (2) 生活を送る上で必要なことを自分自身が行う。 

   ①食事の準備、調理、片付け 

   ②室内や風呂の清掃片付け 

   ③宿題などの学習や通学準備 

 (3) 自由時間、ミーティングでの他の人との交流 

 (4) ボランティアスタッフが一緒に生活し、サポートする。 

(5) 教育委員会職員が一緒に生活し、全体的な対応、緊急時の対応に

あたる。 

４ 対象児童 

    霊山中学校学区   64 人 

    月舘中学校学区   29 人 

    松陽中学校学区   76 人   計 169 人 

 

 

資料３ 

6月 10日 記者会見資料  

教育委員会 教育総務課  

電話 577-3245   



                              平平成成２２２２年年度度    

              霊霊山山地地区区通通学学合合宿宿ののおお知知ららせせ  
    地地域域のの方方々々やや地地域域ののおお友友だだちちとと食食事事をを作作っったたりり、、おお風風呂呂にに入入っったたりり、、宿宿題題

ををししたたりり・・・・・・。。  家家かからら離離れれてて宿宿泊泊施施設設でで一一緒緒にに生生活活しし、、そそここかからら学学校校にに

通通いいまますす。。  新新ししいい友友だだちちととのの出出会会いい、、協協力力ししてて生生活活すするる楽楽ししささ。。  

        自自分分ででででききるるここととをを発発見見すするる喜喜びび。。  

体体験験ししててみみまませせんんかか。。  

  

主主    催催      伊伊達達市市教教育育委委員員会会  

期期    間間      第第１１期期～～第第 22 期期にに分分けけまますす。。各各期期とともも５５泊泊６６日日ににななりりまますす。。  

日日    時時      第第１１期期  ６６月月２２００日日（（日日））～～６６月月２２５５日日（（金金））  

                                      掛掛田田小小学学校校  小小国国小小学学校校  泉泉原原小小学学校校  

              第第２２期期  ７７月月  ４４日日（（日日））～～７７月月  ９９日日（（金金））  

                                      掛掛田田小小学学校校  大大石石小小学学校校  石石田田小小学学校校  

              ※※  初初日日はは午午後後かからら、、最最終終日日はは朝朝でで終終わわりりまますす。。  

宿宿泊泊場場所所      霊霊山山ここどどもものの村村（（霊霊山山地地区区））  

移移動動手手段段      市市ののママイイククロロババスス  

参参加加費費等等      １１，，５５００００円円（（食食材材費費のの一一部部負負担担））  米米５５合合持持参参  

ススタタッッフフ      各各地地区区ボボラランンテティィアア  教教育育委委員員会会事事務務局局職職員員  

保保    険険      損損害害保保険険にに加加入入  

医医療療体体制制      医医療療機機関関ととのの連連携携  

問問合合せせ先先      各各小小学学校校                            

締締 切切 日日      55 月月３３11 日日（（月月））ままででにに、、申申込込書書をを小小学学校校にに出出ししててくくだだささいい。。  

※※  参参加加者者オオリリエエンンテテーーシショョンン  

６６月月８８日日（（火火））のの夜夜にに予予定定ししてていいまますす。。  

◎◎  一一日日のの流流れれ（（今今後後のの検検討討でで、、変変更更がが少少しし出出ててくくるるここととももあありりまますす））  

初初日日（（日日曜曜日日））  ２２日日目目～～４４日日目目（（月月～～水水））  ５５日日目目（（木木））  最最終終日日（（金金））  

１１４４：：３３００  

１１５５：：００００  

  

  

  

１１７７：：００００  

１１９９：：００００  

２２００：：３３００  

２２１１：：００００  

受受  付付  

開開講講式式  

・・オオリリエエンンテテーーシシ

ョョンン  

・・交交流流のの時時間間  

夕夕食食・・片片付付けけ  

入入浴浴・・宿宿題題  

ミミーーテティィンンググ  

消消  灯灯  

  

５５：：３３００  

  

  

  ７７：：２２００  

  

１１５５：：３３００  

１１６６：：２２００  

１１７７：：００００  

  

１１９９：：００００  

２２００：：００００  

２２００：：３３００  

２２１１：：００００  

起起  床床  

・・朝朝食食  

・・清清掃掃  

ババススにに乗乗車車  

――学学 校校 生生 活活――  

ババススにに乗乗車車  

子子どどもものの村村着着  

自自由由時時間間  

夕夕食食・・片片付付けけ  

入入浴浴・・宿宿題題  

翌翌日日のの準準備備  

ミミーーテティィンンググ  

消消  灯灯  

５５：：３３００  

  

  

  ７７：：２２００  

  

１１５５：：３３００  

１１６６：：２２００  

１１７７：：００００  

  

１１９９：：００００  

  

２２００：：００００  

２２１１：：００００  

起起  床床  

・・朝朝食食  

・・清清掃掃  

ババススにに乗乗車車  

――学学 校校 生生 活活――  

ババススにに乗乗車車  

子子どどもものの村村着着  

自自由由時時間間  

夕夕食食・・片片付付けけ  

入入浴浴・・宿宿題題  

翌翌日日のの準準備備  

閉閉講講式式  

消消  灯灯  

５５：：３３００  

  

  

  

７７：：２２００  

起起  床床  

・・朝朝食食  

・・清清掃掃  

・・  荷荷物物片片付付けけ  

解解  散散  

ババススにに乗乗車車  

  

  

  



伊達市のキャリア教育構想 

                         伊達市教育委員会 

１ ねらい 

  自立体験活動や勤労体験、職場体験等の充実を図り、自己実現を目指して未来を切り

開く児童生徒を育成する。 

２ 子どもの実態 

 ○ 自ら判断し、自ら決定し、実行できない子どもが多く存在する。 

 ○ 子どもたちを取り巻く社会環境の変化に伴い、便利さに甘えるあまり自らの生活経

験を豊かにする機会を逸している。 

 ◎ このような子どもたちに、体験を通して感性を磨く機会を与えていくことは、個々

の子どもの感性が鋭くなると共に、ひいては自立心を育むことにつながっていくもの

と考える。 

 

進路の実現に向けて 

 

 

中 学 校 卒 業 式 

 

中２ 立志式・テーブルマナー 

 

中２ 職場体験活動 

５日間の職場体験活動を行って働く意義を理解し、社会の一員であることを自覚、 

認識させる。 

 

中１ 福祉施設ボランティア体験活動 

  ５日間の福祉施設ボランティア体験活動を行い、高齢者に対する理解と思いやり 

の気持ちを育む。  

 

小 学 校 卒 業 式 

 

小５ 通学合宿体験活動 

５日間の自炊合宿と合宿所からの登校を体験し、自立の意識行動力を養う。 

  ※地域の教育力を高める。 

 

将来への思いや日常的な体験 

 

※ 通学合宿の名称については、中教審答申（平成８年７月）、我が国の文教施策（平成１１年度）による。 



障がい者の医療型短期入所が始まりました  
 
公立藤田総合病院では、障がいのある子どもの保護者が、冠婚葬祭、

家族の病気、仕事などで面倒をみる事が出来ない場合、子どもを一時

預かります。 

１ 経緯 

  伊達市が開催した障がい児の保護者懇談会で、医療型短期入所施

設は福島市の「済生会福島総合病院」のみであるため、近くに利用

できる施設の要望がありました。 

  伊達市では、桑折町、国見町と協議し、公立藤田総合病院に対し

て事業所指定の依頼を行い、本年４月１日、障害福祉サービス事業

者として福島県の指定を受けました。 

２ 目的 

 医療行為の必要な障がい者を一定期間入所させることにより、保

護者の負担軽減が図られます。 

３ 対象 

 伊達市、桑折町、国見町に居住し、身体障害者手帳１級または２

級で、療育手帳Ａのいずれも所持している方 

 （当分の間、障がい児のみ対象：現在受け入れ枠は１名であるが

利用状況の推移により拡大を行う。） 

 ・対象児童：伊達市 40 名、桑折町 10 名、国見町 5 名 計 55 名 

４ 指定施設 

  相談時間：土、日、祝日を除く午前９時から午後４時まで 

  相談窓口：公立藤田総合病院 地域医療連携課 

       ＴＥＬ：024－586－2121 

  利用開始日：平成 22 年５月 14 日 

５ 利用期間 

 原則として月７日以内（年間を通して利用できます。） 

６ 利用者負担額 

  原則受けたサービスの１割負担（本人負担上限額設定あり） 

  上限額：市民税非課税世帯  負担なし 

      市町村民税課税世帯 課税額 28 万円未満：4,600 円／月 

7 利用相談 

 利用希望１ヶ月前から指定施設で相談を受け付けます。 

８ その他 

  利用するには受給者証が必要です。手続は居住地の福祉担当窓口

で受け付けています。 

資料４  

６月 10日 記者会見資料

健康福祉部 社会福祉課

電話 575-1264  



白根、山舟生地区に上水道を整備します 

 

梁川地域の白根、山舟生地区に上水道を整備し、安心で安全な水を供

給します。 

  

１ 現状 

 梁川地域の白根・山舟生小学校では上水道が整備されていないため、

井戸水を利用している。梁川地域で上水道が整備されていないのは両

校のみである。 

両地区とも学校付近に集会施設があり、地域コミュニティの基盤と

なる活動拠点施設として、地域から上水道の整備が望まれている。 

白根地区にある白根農構センターでは、飲料水を給水タンク車によ

り供給している（週２回。水量週３ｔ）。 

２ 給水計画 

 (1)  給水予定 

①  白根地区 

     今年度に送水管工事着手 

「貯水タンク」を設置し、白根小学校及び白根農業構造改善セン

ターへ平成 25 年４月から給水開始 

②  山舟生地区 

     平成 21 年度に送水管工事着手 

「貯水タンク」を設置し、山舟生小学校及び山舟生林業構造改善

センターへ平成 26 年４月から給水開始 

 (2)  事業費 

約７億円（両地区合計額） 

 

資料５  

6月 10日 記者会見資料  

上下水道部 施設工事課  

電話 577-1139   


