
定 例 記 者 会 見 

 

 

日時：平成 22 年５月７日（金）15 時 

場所：伊達市役所 ２階委員会室１ 

 

 

１ 平成 22 年度第１回地域審議会を開催します 資料１ 

（総務企画部企画調整課） 

  今後２年間の新市建設計画の実施などを、市民の立場・地域の立場で検証

し、市民参加（協働）による伊達市のあるべき姿を議論します。 

平成22年度第１回目の地域審議会は、４日間にわたり５地区で開催します。 

 

２ 消費者月間記念講演会を開催します 資料２ 

（市民生活部市民生活課） 

５月は消費者月間です。消費生活に関する身近なテーマで講演会や講座を

開催します。 
市民が気楽に相談できるように、各総合支所で出前相談会を実施します。 

   

３ 「伊達市協働のまちづくり委員会」の委員を募集します 資料３ 

 （市民生活部市民協働課） 

 「伊達市協働のまちづくり指針」に基づいて、広く市民の意見を反映させ

ながら、市民と行政が一緒になって地域の特性を生かしたまちづくりを行う

ため、「伊達市協働のまちづくり委員会」を設置します。 

設置に伴なって、委員の公募を行います。 

 

４ 「伊達市公募提案型協働モデル事業」を募集します 資料４ 

（市民生活部市民協働課） 

地域の多様な課題について、市民の発想を生かした提案を募集し、伊達市

と協働事業提案団体とが協働して解決に取り組むため、モデル事業を募集し

ます。 

 

５ 子ども手当ての支給日について 資料５（こども部こども支援課） 

  平成 22 年度第１回目（４月、５月分）の子ども手当を６月 25 日に支給
します 

 

６ 公共工事の早期発注を行います 資料６（財務部財政課） 

厳しい景気・雇用情勢を踏まえ、市が発注する公共工事の早期発注を行

います。 
第１四半期で今年度予定している事業費の50％以上、上半期で90％の早

期発注に努めます。 



 

７ その他 

(1) 第５０回伊達ももの里マラソン大会開催 資料７－１ 
（保原総合支所） 

50 回目を迎え、また、伊達市が誕生して５周年を迎えることから、記念

事業として富士通陸上部の「藤田敦史選手」を招待します。 

 

 (2) アメリカ・リヴィア市への派遣者を募集します 資料７－２ 

（市民生活部市民協働課） 

伊達市在住の中学生、高校生及び一般社会人を対象に、ホームステイと

体験学習を主とした語学学習・異文化交流として、アメリカ・リヴィア市

への派遣を行います。 

    



平成 22年度第１回地域審議会を開催します 
 
  今後２年間の新市建設計画の実施などを、市民の立場・地域の立場で検証し、市

民参加（協働）による伊達市のあるべき姿を議論します。 

平成 22 年度第１回目の地域審議会は、４日間にわたり５地区で開催します。 

 

１ 目的（審議会の役割） 

(1)  議論を経て、地域住民の意見を新市建設計画の実施に反映しながら、新市にお

ける均衡ある発展を図る。 

(2)  各地域における新市建設計画の進行状況や計画の変更などについて、市長の諮

問について審議し、答申する。 

２ 地域審議会開催の日時・場所（開催日時順） 

(1)  ５月 27 日(木) 午前 10 時～   保原地域審議会 本庁特別会議室 

(2)  ５月 28 日(金) 午前 10 時～   梁川地域審議会 分庁舎大会議室 

(3)  ５月 31 日(月) 午前 10 時～   霊山地域審議会 総合支所正庁 

(4)  ５月 31 日(月) 午後１時 30 分～ 月舘地域審議会 ふるさとふれあいホール 

(5)  ６月 １日(火) 午後１時 30 分～ 伊達地域審議会 伊達学習交流館 

３ 委員 

  委員の任期は平成 22 年４月１日から平成 24 年３月 31 日まで（２年間） 

 各地域審議会とも 20 人の委員で構成 

４ 平成 22 年度第１回目の内容 

(1) 新委員に対する委嘱状交付 

(2) 地域審議会の概要説明。 

(3) 新市建設計画・実施計画の 21 年度事業実績及び 22 年度計画の説明 

(4) その他 

 

 

 

 

 

 

資料１

５月７日 記者会見資料 

総務企画部 企画調整課 

電話 575-1142 



消費者月間記念講演会を開催します 

 ５月は消費者月間であることから、消費生活に関する身近なテーマで講演会や講

座を開催します。 

 今年は、市民が気楽に相談できるように、各総合支所で出前相談会を実施します。 

 

１ 消費者月間中の講演会及び講座 

(1)  講演会の開催 チラシ 

① 日時 ５月 22 日(土) 13:30 から 

② 場所 伊達市ふるさと会館 ＭＤＤホール 

③ 演題「みんなで考えよう 食べること」 

④ 講師「笠置 わか菜（ＫＦＢアナウンサー）」 

(2) 講座の開催 チラシ 

①  収納の工夫で快適生活！ 

②  詳しく聞こう！地上デジタル放送のこと 

③  損害保険ってなに？ 

④  インターネット・携帯電話の落とし穴！ 

⑤  知って納得！～家電製品の正しい使用方法～  

２ 今後の予定 

(1) 講演会の開催 
① 日時 ９月 23 日(木)秋分の日 13：30 から 

② 場所 保原市民センター 

③ 講師 住田 裕子弁護士 
(2) 出前相談会（保原を除く各総合支所） 
(3) 消費生活講座の実施（夏・秋） 
(4) 小学校・高校で出前講座の開催 
３ その他 

(1) 専門相談員による相談会の開催 
毎週月曜と木曜日（祝時事を除く）保原本庁舎で開催 

(2) 消費生活係による相談受付 
月曜日から金曜日まで（年末年始・土曜祝祭日を除く）保原本庁舎で受付 

資料２

５月７日 記者会見資料 
市民生活部 市民生活課 
電話 575-1290 









「伊達市協働のまちづくり委員会」の委員を募集します 

 平成 22 年 3 月に策定した「伊達市協働のまちづくり指針」に基づいて、広

く市民の意見を反映させながら、市民と行政が一緒になって地域の特性を生か

したまちづくりを行うため、「伊達市協働のまちづくり委員会」を設置します。 

   設置に伴なって、委員の公募を行います。 

 

１ 委員会の業務 

(1) 「伊達市協働のまちづくり指針」を活用し、講演会・座談会等により、

市民への協働意識の拡大を図ること。 

(2)  課題発掘のための現地調査を行い、地域自治組織等と連携し、課題解決

ための地域（づくり）計画の策定を行うこと。 

 (3)  まちづくりの課題別のワークショップを行い、課題解決のための施策の

調査研究を行うこと。 

 (4) 自治基本（まちづくり）条例制定に向けての環境整備（機運の醸成）を

行うこと。 

(5) 協働事業等の成果の検証及び評価を行うこと。 

 

２ 委員の公募 

(1)  公募期間 ５月 27 日(木)～６月 25 日(金) 

 (2)  応募資格 

・ 市内に１年以上住民登録及び居住をし、年齢が 18 歳以上の方 

・ 国若しくは地方公共団体の議員又は常勤の公務員でない方 

 (3)  公募する委員の数 15 人以内 

 

３ 委員の職務 

(1) 協働によるまちづくり推進計画等を策定すること 

(2) 協働によるまちづくりの施策について、検討し推進すること。 

(3)  協働によるまちづくりの進捗状況や成果を検証し、評価すること 

資料３ 

５月７日 記者会見資料 
市民生活部 市民協働課 
電話 575-1177 



  伊達市協働のまちづくり委員会設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 伊達市協働のまちづくり指針に基づく、市民と行政の連携による、市

民協働のまちづくりを推進するため、伊達市協働のまちづくり委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次の事項を所掌する。 

(１) 協働によるまちづくり推進計画等を策定すること。 

(２) 協働によるまちづくりの施策について、検討し推進すること。 

(３) 協働によるまちづくりの進捗状況や成果を検証し、評価すること。 

(４) その他協働によるまちづくりの推進に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、30人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 知識と経験を有する者 

(２) NPO等市民活動団体関係者 

(３) 関係機関代表者 

(４) 公募による者 

(５) 前４号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任は妨げない。 

（報酬等） 

第５条 委員は、無報酬とする。 

（活動経費） 

第６条 委員活動に伴う費用弁償については、原則として支給しない。 

（委員長及び副委員長） 

第７条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

 （専門部会） 

第８条 委員会は、特定の事項に関し調査研究するため、専門部会を置くこと

ができる。 

２ 専門部会の委員は、委員会の委員のうちから、委員長が指名する。 

３ 専門部会に部会長を置き、部会長は、専門部会の委員の互選により定める。 

４ 専門部会の会議は、部会長が主宰する。 

（アドバイザー） 

第９条 委員会にアドバイザーを置くことができる。 

資料３－１ 



２ アドバイザーは市長が委嘱する。 

 （委員以外の者の出席） 

第 10 条 委員会及び専門部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の

出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務) 

第 11 条 委員会の庶務は、市民生活部市民協働課において処理する。 

（その他) 

第 12 条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会

長が委員会に諮って定める。 

 

   附 則 

この訓令は、平成 22 年４月 26 日から施行する。 

 

 

 



委員の仕事

委員の任期

募集人員

応募期間

応募資格

報酬等

応募書類の
配布場所

応募方法

選考方法

選考結果

その他

　提出先
(問い合わせ先)

平成２２年５月２７日（木）～平成２２年６月２５日(金)必着

市内に１年以上住民登録・居住をし、年齢が１８歳以上の方
国若しくは地方公共団体の議員又は常勤の公務員でない方

応募申込書、小論文により選考します。

提出書類
　・伊達市協働のまちづくり委員応募申込書　１部
　・「身近な課題とその解決方法について」（市民協働の視点から具体的に）の小
　　論文(字数の制限はありません）

　平成22年3月に策定した「伊達市協働のまちづくり指針」に基づき、広く市民の意見を
反映させ、市民と行政がともに地域の特性を生かしたまちづくりをするため、伊達市協働
のまちづくり委員会の委員を募集します。

１．協働によるまちづくり推進計画等を策定すること。
２．協働によるまちづくりの施策について、検討し推進すること。
３．協働によるまちづくりの進捗状況や成果を検証し、評価すること。

伊達市協働のまちづくり委員会委員（公募委員）募集実施要領

２年

　委員は３０人以内で構成されます。
　専門的な知識や経験を有する方、NPOなど市民活動団体のメンバー、そして公募
委員の方々です。１５人以内を募集します。

・記載された内容については、委員会の公募以外の目的には使用しません。

指定の応募申込書に必要事項を記入し、小論文と共に直接持参していただくか、郵
送、ＦＡＸ、Ｅメールにより提出してください。

伊達市役所保原本庁舎（市民生活部市民協働課）、　各総合支所
（市のホームページからもダウンロードできます。　）

委員は、無報酬とします。

　　　　Ｅメール　kyodou@city.date.fukushima.jp

選考結果は、応募者全員に文書で通知します。

・委員に委嘱された方については、氏名・住所が公表される場合があります。
・受理した書類は返却しません。

　　〒960-0692　伊達市保原町字舟橋180番地
　　　　伊達市　市民生活部市民協働課　協働推進係
　　　　直通電話番号024-575-1177　　　ＦＡＸ024-576-7199

・提出書類に虚偽の記載が認められた場合は、委員就任後であっても委嘱を取り消
　す場合があります。
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伊達市公募提案型協働モデル事業を募集します 

    地域の多様な課題について、市民の発想を生かした提案を募集し、伊達市と

協働事業提案団体とが協働して解決に取り組むため、モデル事業を募集します。 

また、昨年行われた事業の成果についての報告会を開催します。 

 

１  提案できる団体 

伊達市内に事務所及び活動場所を有する団体（ＮＰＯ、ボランティアグループ

、市民活動団体、自治会、町内会等） 

２  対象となる事業 

総合支所単位の地域づくり支援事業と区別するため、伊達市全域を対象とす

る事業または複数の地域の課題に対する解決を目指すものであること。（５つの

旧町地域の内、２つ以上の地域を対象とするもの） 

３ 事業期間 

原則として単年度事業（平成23年3月31日までに終了する事業） 

    複数年度継続して実施することが必要である場合には、最長で３年間までと

する。 

４ 補助金額 

     補助金の額は、補助対象経費の80パーセントに相当する額で、予算の範囲内

で補助する。（予算額55万円） 

５  公募期間 ５月11日（火）～５月31日（月） 

６  募集説明会及び前年度事業の報告会 

 (1) 日時 ５月10日（月）13：30～ 

 (2) 会場 伊達市役所本庁舎 １階シルクホール 

  (3) 前年度実施した事業 

  ① 健康生活支援手帳（仮称）作成・配布事業 

・実施団体  伊達市手をつなぐ親の会 

・事業の概要 

障がい者に対して今まで家族や関係者が行ってきたことや配慮してほし

いことを書きとめた健康生活支援手帳「親の想い」を作成した。 
      親が亡くなった後、障がい者本人の情報を第３者に正しく伝えることがで

き、適切な医療や教育・支援が得やすくなった。 
② つきだてもりもりこどもふれあい学校体験学習 

・実施団体  伊達市商工会青年部 

・事業の概要  

「こども野外キャンプ体験教室」を開催した。 

子どもたちが一同に会してレクリェーションやクラフト作りなどの活動を

通して、子ども達の自主性の育成や自然環境に対する意識の向上が図られた。   

資料４ 

５月７日 記者会見資料 
市民生活部 市民協働課 
電話 575-1177 



  

   平成２２年度伊達市公募提案型協働モデル事業募集要項 

 

１ 目的 

この事業は、地域の多様な課題について、市民の発想を生かした提案を募集

し、提案した団体が主体的に取り組み、市と協働してまちづくりを推進するも

のです。「協働」によるきめ細かな質の高いサービスの提供により市民満足度を

高めるとともに、幅広い協働の実践につなげていくことを目的にモデル的に実

施し、予算の範囲内で補助するものです。 

 

２ 提案できる団体 

  伊達市内に事務所及び活動場所を有する団体（ＮＰＯ、ボランティアグルー

プ、市民活動団体、自治会、町内会等）で次の要件を満たす団体とします。（個

人は対象としません） 

(１) 営利、政治活動、宗教活動を目的とした団体でないこと。 

(２) ５人以上の会員で組織していること。 

(３) 組織の運営に関する規則（定款、規約、会則等）があること。 

(４) 予算・決算を適正に行っていること。 

(５) １年以上継続して活動していること。 

(６) 事業の連絡責任者が特定され、事業の成果報告ができること。 

 

３ 対象となる事業 

  対象となる事業は、次のような要件を備えるものです。 

(１) 伊達市全域または複数の地域の課題に対する解決を目指すものであるこ

と。（５つの旧町地域の内、２つ以上の地域を対象とするもの） 

(２) 総合計画等本市の基本方針と矛盾しないこと。 

(３) 本市が単独で実施するときと比べ、より高い成果が期待できること。 

(４) 提案団体が当該提案内容を単独での実施が可能であること。 

(５) 施設等の建設・改築や整備を目的としたものでないこと。 

(６) 政策の提案・立案に関するもの（政策立案のための調査・研究など）で

ないこと。 

(７) 学術的な研究事業でないこと。 

(８) 実施を伴わない調査等でないこと。 

(９) 地区住民の交流行事等の親睦会的なイベント開催事業でないこと。 

(10) 国・地方公共団体及びそれらの外郭団体から当該事業に助成等を受けて

いないこと。 

(11) 既に実施されている事業でないこと。 

資料４－１



  

(12) 市が実施中又は実施を予定している事業でないこと。 

(13) 他の制度により市が補助の対象としていないこと。 

 

５ 提案にあたって提出いただく書類 

(１) 公募提案型協働モデル事業提案書 (様式第１号) 

(２) 事業計画書（様式第２号） 

(３) 事業収支予算書（様式第３号） 

(４) 団体概要書(様式第４号) 

(５) 団体の前年度活動報告書 

(６) 団体の前年度収支決算書 

(７) 団体の定款・規約・会則等 

(８) 団体の名簿又は役員名簿 

(９) 団体の法人市民税納税証明書（直近のもの、納税義務のない団体は不要） 

  ※この他、団体の活動が分かるパンフレット、チラシ、新聞記事等があれば

提出してください。 

  ※事業完了後に「実績報告書」及び「収支決算書」等を提出いただきます。 

  ※協定書の内容等により、上記以外の書類を提出いただく場合があります。 

 

６ 事業期間及び経費負担等 

(１) 事業期間   
原則として単年度事業（平成23年3月31日までに終了する事業） 

    複数年度継続して実施することが必要である場合は、最長で３年間まで

とする。 

(２) 事業経費及び経費負担 

   ①補助金の額は、補助対象経費の80パーセント以内の額で、予算の範囲内

で補助します。（予算額55万円）ただし、その額に1,000円未満の端数が

ある場合については、その端数は切り捨てます。 

   ②役割分担により伊達市が実施する役割について事務費等の経費が発生す

る場合は、その経費を含めたものとします。 

   ③実施する事業に直接要する経費（交通費・保険料を含む）で、団体の人

件費及び事務所の賃貸料、光熱水費等の管理費は対象としません。 

   ④伊達市が負担した事業経費について、事業後に余剰金が発生した場合は、

市への返還を求めます。 

   ⑤申請内容を審査した上で、補助対象金額を決定します。 

 

 



  

７ 審査及び選考 

(１) 審査は、伊達市公募提案型協働モデル事業審査委員会による書類審査と

します。その際、提案された事業の担当部局の意見などを参考に審査し、選

考します。書類審査のほかに事業内容について、団体の代表者に事業概要の

説明を求める場合があります。 

(２) 審査委員会は、副市長を委員長とし、市民生活部長、市民協働課長、及

び伊達市協働のまちづくり推進市民会議委員により組織します。 

(３) 審査基準については、次のとおりとします。 

１ 事業の目的 

地域や市民のニーズ、地域課題や社会的課題を踏ま

えたものであるか。市が協働で取り組む必要性が認

められるか。 

２ 
市民サービスの

向上 

協働事業を実施することで質の高いサービスが提

供できるか。また、具体的な効果が期待できるか。

３ 
役割分担と相乗

効果 

提案団体と市との役割分担が明確かつ妥当である

か。また、相乗効果が期待できるか。 

４ 実現可能性 
実施体制、実施方法及びスケジュールが合理的で、

実現可能性は高いか。 

５ 先進性・先駆性 
提案事業は、先進性・先駆性等の工夫やアイデアが

あるか。また、今後のモデル事業となり得るか。 

６ 予算の妥当性 
提案事業を実現するために適正な予算見積りとな

っているか。 

７ 事業遂行能力 

団体には事業遂行上の問題を解決していくための

専門性及び経験が十分にあるか。また、市との協働

事業を達成する能力が十分にあるか。 

(４) 審査の判断基準は次のとおりとし、審査基準の７項目に１点から５点の点

数制で評価します。 

５点 高く評価できる 

４点 評価できる 

３点 普通 

２点 あまり評価できない 

１点 評価できない 

 

８ 提案事業の公表 

(１) 選考過程の「公正性」・「透明性」を高めるため、提案された事業の概要

及び提案団体名をホームページ等により公表します。 



  

(２) 提出された書類等については、原則として情報公開の対象となります。 

 

９ 事業の流れ 

                  ○市ＨＰでの広報 

                  ○市政だより５月号掲載 

                  ○報道機関へ広報・ＰＲ 

                  ○各総合支所公民館等でチラシ配布 

 

                    

                  ○事業説明会及び前年実施事業報告会を 

５月１０日に開催する。  

 

 

                  ○事業の公募、説明会終了後～ 

 

 

 

                  ○６月上旬に市役所内審査委員会により 

                   審査 

 

 

                  ○審査結果を通知（採択・不採択） 

 

 

                  ○協働担当、事業担当課と実施団体にて 

                   協議後に協定締結 

                  ○補助金交付申請、交付決定 

                  ○補助金の前払い、概算払いが可能 

 

 

                  ○事業完了・実績報告（収支決算書等 

                   必要書類添付） 

 

 

                  ○補助金を受けた団体の報告会開催 

                   同時に次年度事業説明会を開催 

事業のＰＲ・広報 

・ 市ＨＰ４月から 

・ 市政だより５月号 

事業説明会、前年事業報告会開

催  平成 22 年 5 月 10 日 

事業公募 

平成22年5月11日～5月31日 

審査委員会で審査 

平成 22 年 6 月上旬 

選考結果通知（採択通知） 

平成 22 年 6 月中旬 

市民協働課・市関係所管課と協

議、協定書締結、事業実施 

平成２２年６月中に 

事業完了・実績報告 

平成２３年３月 

事業報告会及び次年度事業説

明会 

平成２３年５月 



  

10 協働事業協定書の締結・個人情報の取り扱い 

(１) 「協働事業」は、提案団体と伊達市双方がお互いを理解・尊重し、対等な

関係のもとに事業目的を共有し、それぞれの役割や責任、経費負担等を明確

にした上で、実施していくことが大切です。このため、最終選考にて提案事

業を採択された団体については、事業目的、役割・責任分担や経費負担など

について担当する部署と協議を行い、事業実施前に協定書を締結していただ

きます。 

(２) 協働事業における個人情報の取り扱いについては、適正を期するととも

に、個人情報保護の遵守について、協働協定書に記載するものとします。 

 

11 提案書等提出期限 

(１) 平成２２年５月１１日（火）から５月３１日（月）午後５時までに、伊

達市役所市民生活部市民協働課（保原本庁舎３階）に直接持参してください。

（受付は、昼休みを除く午前８時３０分から午後５時まで。休庁日は受付け

ません） 

   なお、あらかじめ提出日時を下記担当までご連絡をお願いします。 

(２) 受付時に関係書類一式を確認したうえで受理しますので、郵送、ＦＡＸ、

電子メールでの受付は行いません。 

(３) 期限は厳守してください。 

 

 ※ 申請に必要な書類は、市民協働課または各総合支所に備え付けてあります。

そのほか市ホームページからダウンロードできます。 

 

問い合わせ・連絡先 

 

伊達市 市民生活部 市民協働課 協働推進係 

      市役所保原本庁舎 ３階 

ＴＥＬ：０２４－５７５－１１７７  ＦＡＸ：０２４－５７６―７１９９ 

E-mail： kyodou@city.date.fukushima.jp 

ＵＲＬ ： http://www.city.date.fukushima.jp/ 



子ども手当ての支給日について 

 

平成 22 年度第１回目の子ども手当を６月 25 日に支給します。 

 

１ 支給日 

   ４月、５月分のこども手当て１人当り 13,000 円を、６月 25 日に

支給します。 

   ６月以降の支給日は下記のとおりです。 

該当月 支給日 

６月～９月 10 月５日 

10 月～１月 ２月５日 

２月～５月 ６月５日 

２ 支給対象者数 

   7,902 人（予算は 8,200 人で計上） 

【内訳】児童手当受給者数（３月末）     6,416 人 

申請手続き案内者数（４月７日送付） 1,486 人 

３ 経費 

7,902 人×13,000 円×２ヶ月＝205,452 千円 

【年間経費】 

1,232,712 千円 

４ 手続きが必要な世帯 

 ・ 中学２年・３年生がいる世帯 

・ 所得制限により児童手当を受給されていない世帯 

※児童手当を受給していて、中学２年・３年生がいない世帯は手続

きする必要はありません。 

５ ６月 25 日に支給を受けるには 

５月 10 日までに「子ども手当認定請求書」、健康保険被保険者証

の写し、預金通帳の写しなどの必要書類を市役所へ郵送 

 

資料５

５月７日 記者会見資料  

こども部  こども支援課  

電話 577-3128 



公共工事の早期発注等について 

 

 伊達市では、現下の厳しい景気・雇用情勢を踏まえ、平成２２年度に市が発注する公共工事に

ついては、下記のとおり取り組みを進めます。 

 

記 

 

１ 公共工事の早期発注について 

  市内の事業者の育成や建設労働者の雇用の安定等を図るため、第１四半期で今年度予定して

いる事業費の50％以上（69件 17億７千万円）、上半期で90％（100件 34億２千万円）の発

注率となるよう、早期発注に努めます。 

 

２ その他 

（１）地元企業の受注機会の確保等 

   公共工事の発注にあたっては、地元企業の受注機会の確保に努めます。 

また、地域経済の活性化や雇用の維持確保を図るため、公共工事の施工に伴う工事用資材

の調達及び下請け業者の選定にあたっては、元請業者に対し可能な限り地元企業を活用する

よう要請します。（要請文は資料６－１） 

 

（２）工事請負費の支払期間等の短縮 

   工事の完成による請負代金の支払いについては、契約者から請求のあった日から30日以内 

  の支払いに努めます。 

   また、工事完成後の検査についても、速やかに行うよう努めます。 

 

（３）中小建設事業者の金融円滑化支援 

   公共工事の請負代金債権譲渡を利用した「下請けセーフティネット債務保証事業（注１）」

の周知を行い、中小建設事業者の資金の円滑化を図ります。 

   また、同様に工事請負代金債権について、出来高を超える部分まで金融機関が融資する「地

域建設業経営強化融資制度（注２）」の周知を行い、中小建設事業者の資金の円滑化を図りま

す。 

 

（注１）公共工事の受注者等が伊達市の公共工事の請負代金を福島県建設業協同組合に債権譲渡することにより、 

    出来高の範囲で必要な時に低利で融資を受けられる制度 

（注２）上記制度に加え、出来高の範囲を超える未完成部分についても保証事業会社と契約することにより福島県

建設業協同組合に債権譲渡ができ、低利で融資を受けられる制度 

 

 

 

資料６ 

５月７日 記者会見資料 

財務部 財政課 

電話 575-1189   



 

伊達市発注の工事等を受注された皆様へ（依頼） 

 

 皆様には、本市の市政全般にわたり、ご支援とご協力を頂いておりますことに感謝申します。

平成１８年１月１日に伊達市が誕生して以来、本市では新市建設計画に基づき、道路網の整備 

や下水道の整備等、安全・安心なまちづくりを目指して、社会資本の整備に努めてまいりました。 

 また、社会資本整備に係る公共工事は、地域経済の活性化に影響を与えることから、伊達市内

の事業者等の受注機会の拡大にも努めているところであります。 

 現下の厳しい経済情勢により地域経済の停滞が危惧されていることから、皆様には受注された 

伊達市内の工事等において、下請け業者の検討や資材発注に際しましては、下記により伊達市内

の事業者等を活用いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 下請け契約について 

  伊達市発注の工事等の施工に際し、その一部を第三者に請負わせようとする場合は、伊達市

内の事業者を選定し、下請け契約を締結のうえ、施工くださるよう要請します。 

 

２ 資材等の発注について 

（１）伊達市発注の工事等の建設資材等を検討する場合は、伊達市内の事業者を選定のうえ発注

くださるよう要請します。 

（２）建設資材等の発注に際しては、伊達市内や福島県内で生産されたものを活用くださるよう

要請します。 

 

 

   平成２２年  月  日 

 

伊達市長  仁志田 昇 司   

（公 印 省 略） 

 

資料６－１ 



第 50 回伊達ももの里マラソン大会 

伊達ももの里マラソン大会は、今年で 50 回目を迎え、また、伊達市が誕生して５周

年を迎えることから、記念事業として富士通陸上部の「藤田敦史選手」を招待するも

のです。 

 

１ 開催日 ８月 29 日（日）  

２ 会場  保原中央公民館前スタート・ゴール  

３ 受付期間 平成 22 年５月 17 日から７月 22 日まで 

４ 公認コースの検定 

  日本陸連の公認コース認定期間（５年間）が満了することから、４月 11 日（日）、

自転車計測の国内第一人者である平塚和則さんらが10キロコースの公認コース検定

を実施しました。比較的平坦で景色も良く、素晴らしいコースという講評を得てい

ます。日本陸連施設用器具委員会に諮られた後、正式に公認を受ける見通しである。 

５ 種目の新設及び変更 

(1) 新たに 10 マイル（約 16 キロ）の部を新設 

(2) ５キロの部 

【男子の部】 

参加資格を 50 歳以上から 30 歳以上に引き下げ 

【女子の部】 

「高校生の部」と「18 歳以上 39 歳以下の部」を統合 

40 歳以上の部を「40 歳代」と「50 歳以上」に分割 

６ 招待選手の経歴 

(1)  藤田敦史（ふじたあつし）選手 

・ 出  身  福島県白河市（県立清陵情報高等学校、駒澤大学卒業） 

・ 生年月日  1976 年 11 月 6 日 

・ 身長/体重  166cm／52kg 

・ 自己記録  フルマラソン ：２時間６分 51秒（日本歴代２位） 
         ハーフマラソン：１時間２分 12秒 
・ 主な戦歴  2000年福岡国際マラソン優勝、2002年東亜国際マラソン優勝、

2007年別府大分毎日マラソン優勝  
(2) 山田敬蔵（やまだけいぞう）選手 
・ 出  身  秋田県大舘市出身 

・ 生年月日  1927 年 11 月 30 日 

・ 身  長  157cm 

・ 記    録   1953 年ボストンマラソン：記録２時間 18分 51秒（優勝） 
（優勝年の 1953 年にちなんで、ゼッケン番号 1953 は永久欠番と

なっており、出場時には山田選手のみがこの番号を付けること

が許されている。） 

資料７－１

５月７日 記者会見資料 
保原総合支所 保原中央公民館
電話 575-4166 



アメリカ・リヴィア市への派遣者を募集します 

 

伊達市在住の中学生、高校生及び一般社会人を対象に、ホームステイと体験学習を主と

した語学学習・異文化交流として、アメリカ・リヴィア市への派遣を行います。 

 

１ 目的 

これからの国際化時代に対応できる人材を育成するため、国際共通語として使用頻度

の高い「英語」の必要性を実感させ、国際親善の精神と実践力の向上を図る。 

また、国際的な視野を広め多文化が共生する時代を担う市民の育成を行う。 

２ 主催 

  伊達市国際交流協会（平成 22 年４月 14 日発足） 

３ 事業内容 

(1)  派遣の時期、期間及び場所 

  ① 派遣の時期 平成 22 年７月 29 日（木）～８月８日（日） 

  ② 派遣人員  団長１名、副団長１名、団員 10 名（中学生・高校生枠９名、一般 

社会人枠１名） 

  ③ 派遣国   アメリカ・リヴィア市 

４ 派遣団員の資格 

  学校や地域のリーダーとして適格性を有する者及び今後の活躍が期待される方 

（詳細は実施要綱参照） 
(1)  中学生、高校生 

平成 22 年４月１日現在、伊達市在住の中学１～３年生並びに高校１～３年生 

(2) 一般社会人 

   平成 22 年４月１日現在、伊達市在住で、本事業の趣旨に賛同し、国際交流の発展

と地域づくり、人づくりに協力できる方 

５  応募方法 

(1)  提出書類及び申込先 

      次に掲げる提出書類を添えて、伊達市国際交流協会（伊達市市民生活部市民協働

課）に申込むこと。 

（2） 応募期間 

      平成 22 年５月 13 日（木）～６月４日（金）※必着 

６  派遣に要する経費 

    個人負担金は 10 万円を基本とする。 

なお、渡航手続きに関する費用、旅行傷害保険料、研修中における疾病・傷害の治

療費、その他の個人的費用は個人負担とする。 

資料７－２

５月７日 記者会見資料 

市民生活部 市民協働課 

電話 575-1177 



 

平成２２年度伊達市国際交流協会 海外派遣事業 

実 施 要 綱 

 

１．目  的 

本事業は、伊達市在住の中学生、高校生及び一般社会人を対象に、ホームステイと体験学習を主

とした語学学習・異文化交流を行うものであり、これからの国際化時代に対応できる人材育成の機

会に資する為に、国際共通語として使用頻度の高い「英語」の必要性を自らの体験を通じて実感さ

せ、国際親善の精神と実践力の向上を図る。 

また、異文化の体験、現地住民との交流、そして現地生活を直接体験することにより、国際的な

視野を広め「国際社会に生きる日本人としての在り方」を考える機会を与え、多文化共生時代を担

うにふさわしい市民の育成を目的とする。 

 

２．主  催 

 伊達市国際交流協会 

 

３．事 業 内 容 

（１）派遣の時期、期間及び場所 

  ①派遣の時期  平成２２年７月２９日（木）～８月８日（日） 

  ②派遣の期間  概ね１１日間 

  ③派 遣 人 員  団長１名、副団長１名、団員１０名（中学生・高校生枠９名、一般社会人枠

１名） 

※中学生・高校生枠の応募が少ない場合、枠の調整もあり得る。 

  ④派 遣 国  アメリカ・リヴィア市 

  ⑤活 動 内 容  ・アメリカの市民生活、産業、教育、文化、歴史、社会福祉及び自然環境等

の実情を見聞し、研修する。 

・現地の青年や市民との交歓・交流を行う。 

・現地の実情に応じて、ホームステイ、ボランティア等の班別研修の実施。 

・日本でのホームステイ受け入れ・交流についての研修。 

（２）派遣方法 

   訪問国へは往復航空機を利用する。 

添乗員が同行し、緊急事態が発生した場合には、直ちに参加者の保護に万全の措置を講ずる

とともに、関係機関等に迅速に連絡する。 

（３）研修提要 

  ①訪問国において、産業、文化、歴史、教育、自然環境等の実情を研修する。 

  ②現地の市民と交歓、交流を行う。 

  ③現地の家庭に民泊し、家族生活を直接体験する。 

  ④現地の学校等を訪問し、学校等の様子や英会話を直接体験する。 
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（４）事前研修 

本事業に参加する団員内定者に対し、本事業の趣旨、内容、訪問国等について理解を深めさ

せ、必要な諸準備を行わせるとともに、英会話向上の研修として、派遣前に数回合同研修を行

うものとし、この研修は伊達市国際交流協会が実施する。 

本事業を円滑に行うための研修であり、派遣内定者の語学力把握のために必要な研修である

ので、やむを得ない理由を除き全て受講すること。 

（５）帰国報告 

   帰国後に、会員に対し、本事業で得た成果を報告するとともに、帰国報告誌を発刊し、報告

会を実施する。 

 

４．派遣団員の資格 

  研修生として派遣される者は、学校や地域のリーダーとして適格性を有する者及び今後の活 

躍が期待される者であり、次の資格要件を満たす者。 

（１）中学生、高校生 

  ①平成２２年４月１日現在、伊達市在住の中学１～３年生並びに高校１～３年生、又はこれ 

と同年齢者。 

  ②心身共に健康で協調性に富み、規律ある団体行動・生活のできる者。 

  ③事前研修から帰国後の報告会まで、計画に従って規律ある行動ができる者。 

  ④協調性に富み、団体生活に適応できる者。 

  ⑤過去５年間において、学校事業を除く同種事業等（渡航事業）に参加したことのない者。 

⑥研修後、本研修の成果を生かし、積極的に本会事業及び地域の国際化に貢献できる者。 

⑦保護者及び所属学校長の承諾を得られる者。 

（２）一般社会人 

  ①平成２２年４月１日現在、伊達市在住で、本事業の趣旨に賛同し、国際交流の発展と地域

づくり、人づくりに協力できる者。 

  ②～⑥は、中学生、高校生と同じ。 

（３）その他 

   広く市民への国際交流の機会を提供し、数多くの市民に対し国際経験を与えるため、１家庭

１名の応募とする。（兄弟等の参加不可） 

   また、この研修の成果を活かし今後の国際親善に寄与するため、伊達市国際交流協会への入

会を義務とし、リヴィア市からの訪問団の受入に際しては、派遣された団員及びその家族が中

心となって行うものとする。 

 

５．派遣に要する経費 

  全行程旅費の内、協会はその経費の一部を、予算の範囲内で負担する。本年度の研修生の個人

負担金は１０万円を基本とするが、為替、物価等の社会情勢の変化等で変わる場合がある。また、

団長、副団長については、全額を協会で補助する。 

なお、渡航手続きに関する費用、旅行傷害保険料、研修中における疾病・傷害の治療費、その

他の個人的費用は個人負担とする。 
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（１）提出書類及び申込先 

  次に掲げる提出書類を添えて、伊達市国際交流協会（伊達市市民生活部市民協働課）に申込む

こと。 

  ① 申 込 書 

  ② 保護者の承諾書（中学生、高校生のみ） 

  ※団員内定後、健康診断書、学校長の承諾書（中学生・高校生のみ）を提出すること。所属学

校長の承諾書は、派遣団内定者のみに後日送付する。 

（２）応募期間 

  応募期限は平成２２年６月４日（金）必着とする。 

 

７．団員候補者の選考 

  団員候補者の選考は、伊達市国際交流協会において１次審査として書類審査を行い、定員以上

の場合は、団員候補者の選考会（６月中旬）を行い、団員内定者を決する。また、審査同等の場

合と認められる時には抽選によることもある。 

 

８．最終選考及び決定 

  派遣団員の最終選考は、事前研修会等の受講内容等を審査し、派遣団員結団式・壮行会におい

て本人に団員証を交付し決定する。 

 

９．個人情報保護について 

本事業における応募者等の個人情報は、個人情報保護法令を遵守し、本研修事業及び伊達市国

際交流協会事業のみに使用し、目的以外の使用及び外部への提供は致しません。 

 

《参考》 応募から事業終了までの流れ（予定）  

 

 
  ４月中旬～６月４日     参加者募集 
  ６月中旬～下旬       ・選考会、団員内定会、所属学校長の承諾書提出（中

学生、高校生のみ） 
  ７月上旬～下旬       ・事前研修会（全４回実施） 
                  旅行概要等について 
                  英会話研修等について（3回） 
  ７月２５日         派遣団員結団式・壮行会 
  ７月２９日～８月８日    訪問国派遣 
  ８月下旬          帰国報告書の提出 
  １０月上旬         帰国報告会 




