
記 者 会 見 

 

 

日時：平成 24 年３月２日（金）14 時 

場所：伊達市役所 ２階委員会室１ 

 

 

 

１ 平成24年第１回伊達市議会定例会（総務企画部総務課）資料１ 

(1) 開催  平成24年３月８日（木）招集 

(2) 提出議案 64件  

専決処分の報告２件、人事５件、条例制定２件、条例改正 12 件、 

補正予算 15 件、当初予算 25 件、その他１件、決算２件 

 

 

２ 平成24年度当初予算について（財務部財政課）資料２ 
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平成24年第１回伊達市議会定例会提出議案概要                     

提出案件64件【専決処分の報告２件 人事５件 条例制定２件 条例改正12件 補正15件 当初25件  

その他１件 決算２件】 

        

１．専決処分の報告（２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の決定について） 

 損害賠償額：185,787円 

事故の概要：平成23年10月27日、伊達市職員が梁川分庁舎駐車場にて公用

車を運転した際に、後方確認不十分により駐車中の相手方車両に衝突し、相

手方車両に損傷を与えた。 

（専決処分日 平成23年12月19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 

報告第２号 

 

専決処分の報告について 

（福島県市町村総合事務組合を組織する団体数の増減及び規約の変更につい

て） 

地方自治法第286条第１項の規定により、平成24年３月31日をもって福島県

市町村総合事務組合から伊達市国見町大枝小学校組合、田島下郷町衛生組合、

西部環境衛生組合、西白河地方衛生処理一部事務組合及び白河地方水道用水

供給企業団を脱退させ、平成24年４月１日から南会津地方環境衛生組合を加

入させるため、福島県市町村総合事務組合規約を変更する。        

（専決処分日 平成24年２月10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 

総務企画部

人事課 

 

２．人事（５件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第１号 

議案第２号 

議案第３号 

 

伊達市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることに

ついて 

 固定資産評価審査委員会委員の任期満了に伴い、委員の選任について議会

の同意を求める。 

根拠法令：地方税法第423条第３項 

総務企画部

総務課 

議案第４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、法務大臣に人権擁護委員の候補者を推薦

するにあたり、議会の意見を求める。 

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

資料１ 
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議案第５号 

 

伊達市教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

教育委員会委員の任期満了に伴い、委員の選任について議会の同意を求め

る。 

根拠法令：地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条 

教育委員会

教育総務課

 

３．条例制定（２件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第６号 

 

伊達市復興きずな基金条例の制定について 

（制定趣旨） 

福島県市町村復興支援交付金を活用し、市の復興に係る事業経費に充当す

るため、新たに基金設置の条例を制定する。 

（条例の主な内容） 

 基金については、福島県市町村復興支援交付金599,608千円を活用し、市の

復興に係る事業経費に充当する。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

財務部 

財政課 

議案第７号 

 

伊達市暴力団排除条例の制定について 

（制定趣旨） 

暴力団が市民生活及び社会経済活動に多大な脅威を与え、市民の人権を脅

かしている状況に鑑み、暴力団の排除に関し基本理念を定め、並びに市及び

市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策、

市の事務及び事業における措置、少年に対する育成等における措置等を定め

ることにより暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保

するため、新たに条例を制定する。 

（条例の主な内容） 

暴力団の排除に関し基本理念や市の役割を定め、暴力団の排除に関する次

の施策等を推進する。 

市民等に対する支援、暴力団事務所の撤去の推進、広報及び啓発、公共工

事等における措置、不法な要求についての報告等、市の施設の使用における

措置、少年に対する育成等 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

市民生活部

環境防災課

 

４．条例改正（12件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第８号 

 

伊達市税条例の一部を改正する条例について  

（改正趣旨） 

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地

方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律並びに東日本大震

災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源

財務部 

税務課 
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の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律等が制定されたことに伴い、個

人住民税の均等割の標準税率、たばこ税の税率の引き上げ等、条例の一部を

改正する。 

（改正の主な内容） 

①個人市民税の税率の特例に関する事項 

平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人市民税に限り、均等割 

の標準税率（現行3,000円）について、500円を加算した額とする。 

②たばこ税の税率 

たばこ税の税率を現行の1,000本につき4,618円を5,262円とする。 

③たばこ税の税率の特例 

紙巻たばこ３級品の廃止時における品目と同一である紙巻たばこの税率 

は、現行の1,000本につき2,190円を2,495円とする。 

④東日本大震災に係る雑損控除額の特例 

「特例損失金額がある場合には、（災害関連支出がある場合には、申告書の

提出の日の前日までに支出したものに限る。）」の文言を追加する。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

議案第９号 

 

伊達市防災会議条例の一部を改正する条例について  

（改正趣旨） 

津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する 

法律が制定され、水防法の一部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正

する。 

（改正の主な内容） 

水防法の一部が改正され第32条が追加されたことにより、改正前の第32条

以降が１条ずつ繰り下げられたため、改正前の同法の第32条の規定を引用す

る当該条例において、引用条文の条番号を32条から33条へ改正する。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

市民生活部

環境防災課

議案第10号 

 

伊達市消防団設置等に関する条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

現在、伊達市消防団ラッパ隊は、団員の士気高揚と規律ある行動を図るた 

め、その業務に従事しているが、これまでラッパ隊に係る規定はなく、消防

団における位置付け等が不明確で、活動形態も合併前の旧町各支団単位での

活動を基本としラッパ隊としての体裁を保ってきた。 

このような現状を踏まえ、組織を実質的に一本化し組織体制の確立を図る 

ため、条例の一部を改正する。 

（改正の主な内容） 

①消防団員の定数を改正し、伊達市消防団本部にラッパ隊長１名を新たに

設置する。 

・【現】消防団員の定員1,514人→【新】消防団員の定員1,515人 

市民生活部

環境防災課
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②ラッパ隊長の報酬額を他の分団長階級と同額に定める。 

・ラッパ隊長報酬額 年額120,000円 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

議案第11号 

 

伊達市介護保険条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

開業医の負担を軽減する目的による介護認定審査会の定数を増員するた 

め、及び平成24年度から平成26年度までの第５期介護保険事業計画に基づき、

第１号被保険者保険料の額を改定するため、条例の一部を改正する。 

（改正の主な内容） 

 ①介護認定審査会の定数を16人以内から22人以内とする。 

 ②介護保険料の額の改正 

平成24年度～26年度までの３年間の第１号被保険者の介護保険料年額 

標準世帯 第４段階２ 47,230円を58,440円に改正 11,210円増額 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

健康福祉部

高齢福祉課

議案第12号 

 

伊達市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

  児童福祉法の一部改正に伴い、引用している文言の修正及び児童クラブの

所在地（運営場所）が変更になったため、条例の一部を改正する。 

（改正の主な内容） 

①第１条の児童福祉法を引用している箇所を修正する。 

②別表第１のふしぐろ児童クラブ、やながわ児童クラブ、ほばら児童クラ 

ブの所在地を修正する。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

こども部 

こども保育課

議案第13号 

 

伊達市営住宅等条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律の制定に伴い、市営住宅の入居者の資格に、現に同居又

は同居しようとする親族があることを規定するため、条例の一部を改正する。 

（改正の主な内容） 

①市営住宅の入居者の資格に係る条件として現に同居又は同居しようとす

る親族があることの要件を維持する。 

②市営住宅の優先入居において、父子世帯、DV被害者を追加する。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

建設部 

管理課 

議案第14号 

 

伊達市下水道条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

下水道法施行令の一部を改正する政令が制定されたことに伴い、排水基準

上下水道部

下水道課 
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を緩和するため条例の一部を改正する。 

（改正の主な内容） 

・第15号中0.2ミリグラムを１ミリグラムに改める。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

議案第15号 

 

伊達市伊達情報ネットワーク複合施設館条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律の制定により図書館法が改正され、任命の基準、定数及

び任期その他図書館協議会に関することを条例で規定することに改正された

ことに伴い、任命基準等を規定するため条例の一部を改正する。 

（改正の主な内容） 

図書館協議会の委員の任命基準及び会議の開催について定める。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

教育委員会

教育総務課

議案第16号 

 

伊達市奨学資金貸与条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

奨学資金貸与額を県水準まで増額し制度の充実を図るため、条例の一部を

改正する。 

また、審査会の組織については、委員の委嘱及び審査会への諮問を市長か

ら教育委員会に改め、審査会の活動を教育委員会の権限で行うことについて

も、所要の改正を行う。 

（改正の主な内容） 

奨学資金の貸与額の変更と、審査会の組織に係る規定を削除し、教育委員

会が別に定めることとする改正を行う。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

教育委員会

教育総務課

議案第17号 

 

伊達市立学校施設使用料条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

保原小学校の改築に伴い、小アリーナと講堂を地域に開放するため、条例

の一部を改正する。 

（改正の主な内容） 

新たに保原小学校の小アリーナと講堂の使用料を追加する。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

教育委員会

教育総務課

議案第18号 

 

伊達市公民館条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

東日本大震災により危険な建築物となったため、伊達公民館を取り壊すこ

ととなったことから、公民館施設から伊達公民館を削除するため、条例の一

部を改正する。 

教育委員会

教育総務課
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（改正の主な内容） 

 別表から、伊達公民館の名称・位置についての項目を削除する。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

議案第19号 

 

伊達市公民館施設の利用に関する条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

東日本大震災により危険な建築物となったため、伊達公民館を廃止するこ

とに伴い、その使用料について削除するため、条例の一部を改正する。 

（改正の主な内容） 

 伊達公民館の使用料に関する別表の一部を削除する。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

教育委員会

教育総務課

 

５．補正予算（15件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第20号 

 

平成23年度伊達市一般会計補正予算（第８号） 

 歳出 震災に係る災害復旧事業等△106,803千円、放射能対策事業338,553

千円、その他市債繰上償還・整理予算等205,439千円 

 歳入 国庫支出金△295,902千円、県支出金899,141千円、繰入金△11,365

千円、諸収入165,339千円、市債△313,100千円、その他△6,924千円 

 補正総額 437,189千円 

 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第21号 平成23年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 歳入は、交付額決定により国庫支出金、県支出金が減額となったほか、過

去３年間の医療費の高額化による共同事業交付の増額及び国保財政安定化支

援事業繰入金見込額等の増額による一般会計繰入金の補正 

歳出は、一般管理費の予算整理、人件費補正による減額及び支出見込額の

精査による一般被保険者療養費、葬祭費、共同事業拠出金等の増額による補

正 

補正総額 16,563千円 

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22号 平成23年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 歳入は、平成23年度の保険基盤安定負担金の確定により、一般会計から繰

入する額を減額、震災により発生した通信運搬費の補填措置及び70歳以上の

後期高齢健診の負担が変更されたことに伴い、一般会計繰入金を減額する。 

歳出の主な補正は、臨時特例基金事業の対象となる通信運搬費用について

財源変更することや、保険基盤安定負担金及び広域連合納付金の確定により

減額補正する。 

 補正総額 △3,028千円 

健康福祉部

国保年金課
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根拠法令：地方自治法第218条第１項 

議案第23号 平成23年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 歳入の主な補正は、東日本大震災による介護保険料の減免額の見込額によ

る介護保険料の減額、介護給付費交付金（支払基金）の内示による減額及び 

一般会計繰入金の減額補正 

歳出の主な補正は、実績見込額精査による保険給付費等の減額及び準備基

金積立金の減額補正 

 補正総額 △119千円 

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

議案第24号 平成23年度伊達市梁川簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 歳入の主な補正は、水道加入者減による加入金の減額、事業費精査による

国庫補助金の減額及び起債の減額等による補正 

 歳出では、事業費精査による維持管理費の減額、建設改良費の減額及び公

債費の減額による補正 

補正総額 △4,128千円 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

上下水道部

総務課 

議案第25号 平成23年度伊達市月舘簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 歳入の主な補正は、事業費精査による国庫補助金の増額、一般会計繰入金

の増額及び起債の減額等による補正 

 歳出では、事業費精査による建設改良費の減額及び予備費の増額等による

補正 

 補正総額 1,332千円 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

上下水道部

総務課 

議案第26号 平成23年度伊達市公共下水道事業特別会計補正予算（第６号） 

 歳入の主な補正は、下水道使用料の減額、災害復旧費国庫負担金の減額、

一般会計繰入金の追加、雑入の追加、下水道事業債の減額及び災害復旧事業

債の減額等による補正 

 歳出では、下水道管理費の減額、下水道建設費の減額及び下水道災害復旧

費の減額による補正 

 補正総額 △17,992千円 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

上下水道部

下水道課 

議案第27号 平成23年度伊達市粟野地区農業集落排水処理事業特別会計補正予算（第２号） 

 歳入は、財政調整基金利子の追加による追加補正 

 歳出は、財政調整基金積立金の追加による追加補正 

 補正総額 87千円 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

上下水道部

下水道課 

議案第28号 平成23年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計補正予算（第２号） 

宅地売払収入の減額に伴う一般会計繰入金の増額補正 

総務企画部

企画調整課
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補正総額 △258千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

議案第29号 平成23年度伊達市梁川財産区特別会計補正予算（第２号） 

基金利子額の確定による補正 

 補正総額 ２千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

産業部 

農林課 

議案第30号 平成23年度伊達市白根財産区特別会計補正予算（第２号） 

基金利子額の確定による財源調整 

 補正総額 変更なし 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

産業部 

農林課 

議案第31号 平成23年度伊達市富野財産区特別会計補正予算（第２号） 

基金利子額の確定による補正 

 補正総額 ４千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

産業部 

農林課 

議案第32号 平成23年度伊達市富成財産区特別会計補正予算（第２号） 

基金利子額の確定による補正 

 補正総額 29千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

産業部 

農林課 

議案第33号 平成23年度伊達市大字掛田財産区特別会計補正予算（第２号） 

基金利子額の確定による財源調整 

 補正総額 変更なし 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

産業部 

農林課 

議案第34号 平成23年度伊達市水道事業会計補正予算（第３号） 

 収益的収入の主な補正は、その他雑収益の増額等による補正 

 資本的収入の主な補正は、工事負担金の減額等による補正 

 資本的支出の主な補正は、配水施設設備費の減額等による補正 

補正総額 収益的収入 18,068千円  

資本的収入△ 7,128千円 資本的支出 △31,129千円 

根拠法令：地方公営企業法第24条 

上下水道部

総務課 
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６．当初予算（25件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第35号 平成24年度伊達市一般会計予算 資料２ 

 予算総額 48,780,070千円 前年度比 21,887,570千円 

  放射能対策事業 23,892,541千円 皆増 

  その他事業   24,887,529千円 前年度比△2,004,971千円 △7.5％ 

 主な放射能対策事業の内訳 

 ・除染対策 23,195,303千円 

 ・健康管理   508,263千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

財務部 

財政課 

議案第36号 平成24年度伊達市国民健康保険特別会計予算 

 予算総額 7,618,845千円 前年度比 △83,740千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

健康福祉部

国保年金課

議案第37号 平成24年度伊達市後期高齢者医療特別会計予算 

 予算総額 624,585千円 前年度比 14,019千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

健康福祉部

国保年金課

議案第38号 平成24年度伊達市介護保険特別会計予算 

 予算総額 5,290,581千円 前年度比 258,760千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

健康福祉部

高齢福祉課

議案第39号 平成24年度伊達市梁川簡易水道事業特別会計予算 

 予算総額 165,720千円 前年度比 △30,994千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

上下水道部

総務課 

議案第40号 平成24年度伊達市月舘簡易水道事業特別会計予算 

 予算総額 195,165千円 前年度比 8,307千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

上下水道部

総務課 

議案第41号 平成24年度伊達市公共下水道事業特別会計予算 

 予算総額 1,224,822千円 前年度比 50,884千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

上下水道部

下水道課 

議案第42号 平成24年度伊達市粟野地区農業集落排水処理事業特別会計予算 

 予算総額 14,266千円 前年度比 △262千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

上下水道部

下水道課 

議案第43号 平成24年度伊達市工業団地特別会計予算 

 予算総額 6,110千円 前年度比 ３千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

産業部 

商工観光課

議案第44号 平成24年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計予算 

 予算総額 11,402千円 前年度比 ０千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

総務企画部

企画調整課

議案第45号 

～ 

議案第58号 

平成24年度伊達市各財産区特別会計予算 

 予算総額(14財産区) 12,569千円 前年度比 254千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

産業部 

農林課 
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議案第59号 

 

平成24年度伊達市水道事業会計予算 

 予算総額 2,201,240千円 

（収益的支出 1,456,249千円 資本的支出 744,991千円）   

前年度比 9,233千円 

 根拠法令：地方公営企業法第24条 

上下水道部

総務課 

 

７．その他（１件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第60号 

 

伊達市指定金融機関の指定について  

（趣旨） 

 指定金融機関については福島信用金庫と株式会社東邦銀行を２年間毎に交

替制で取扱わせているが、交替時期を４月１日から10月１日に変更するため、

所要の改正をするもの。 

 根拠法令：地方自治法施行令第168条第２項 

会計課 

 

８．決算（２件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第61号 

 

 

平成23年度伊達市病院事業会計決算認定について 

 平成23年度決算について、監査委員の意見を添えて議会の認定に付する。 

 根拠法令：地方公営企業法第30条第４項 

健康福祉部

健康推進課

議案第62号 

 

平成23年度伊達市訪問看護事業会計決算認定について 

 平成23年度決算について、監査委員の意見を添えて議会の認定に付する。 

 根拠法令：地方公営企業法第30条第４項 

健康福祉部

健康推進課

 

 

３月２日 記者会見資料 

総務企画部 総務課 

電話 575-1111   



1 

 

①  市 税     47 億 536 万円 対前年度 △7億 6881 万円 △14.0％ 

原発事故の影響で残価率が示され、固定資産税が大幅に減額となった。 

固定資産税       20 億 1646 万円（△6億 5577 万円） 

個人市民税       20 億  106 万円（△3492 万円） 

法人市民税        2 億 4337 万円（△6584 万円）    

 

②  地方交付税 106 億 4135 万円 対前年度 ＋5億 4134 万円 5.4％ 

   臨時財政対策債を含めた実質的な交付税ベース 

118 億 1995 万円（＋3億 2324 万円） 

 

③  国庫支出金  21 億 1803 万円 対前年度 △7億 644 万円 △25.0％ 

子ども手当負担金       7 億 2801 万円（△3億 7643 万円） 

保原小学校改築に係る安全･安心な学校づくり交付金 

（△3億 9100 万円）  

 

 ④ 県支出金   247 億 1506 万円 対前年度 ＋231 億 7738 万円  

   除染対策事業交付金  230 億 8981 万円（皆増） 

   安心こども基金補助金   1 億 9540 万円（＋1億 9185 万円） 

 

④  市 債    33 億 4030 万円 対前年度 △8億 560 万円 △19.4％ 

   合併特例債       21 億 1200 万円（△5億 5540 万円） 

臨時財政対策債     11 億 7860 万円（△2億 1810 万円）  

 

487 億 8007 万円 対前年度 ＋218 億 8757 万円 81.4％増 

放射能対策事業 238 億 9254 万円 皆増 

上記以外の事業 248 億 8753 万円 対前年度 △7.5％ 

平成 24 年度当初予算のポイント 

１ 予算規模 

２ 歳  入 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 
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①� 義務的経費 120 億 7873 万円 対前年度 △1億 7415 万円 △1.4％ 

 

○ 人件費    45 億 7408 万円 対前年度 △6462 万円 △1.4％ 

・採用・退職を含む人事異動による減 

 

○ 扶助費    38 億 783 万円 対前年度 △3億 6586 万円 △8.8％ 

・子ども手当給付事業費の減 

 

○ 公債費    36 億 9682 万円 対前年度  2 億 5632 万円 7.5％ 

・19 年度実施公募債の満期一括償還よる償還元金の増 

  

② 投資的経費   33 億 2448 万円 対前年度 △3億 4345 万円 △9.4％ 

 

○ 普通建設事業 33 億 753 万円 対前年度 △3億 6040 万円 △9.8％ 

・保原小学校改築事業費の減、梁川小学校改築事業費・認定子ども園

設置事業費の増 

  

③ その他 

 

○ 物件費   272 億 8416 万円 対前年度 ＋228 億 4674 万円 514.9％ 

・放射能対策事業費の増 

 

○ 繰出金     18 億 6621 万円 対前年度 7208 万円 4.0％ 

 ・特別会計に対する繰出金 

   

○ 積立金      3 億 6501 万円 対前年度 △4億 7994 万円 △56.8％

  ・教育施設整備基金・公共施設維持整備基金積立金の皆減 

 

３ 歳  出 
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４ 放射能対策事業（主な事業） 
 

 

 

Ⅰ 放射能対策一般経費 

①� 復興の誓い事業 資料２－１              300万円 

放射能災害からの本格的復興の節目として、震災、放射能災害を振り返

るとともに、今後の対策を考える契機として、伊達市復興の誓い事業を実

施する。 

② 災害対策号発行事業                  685万円 

 災害や放射能に関する市の取り組みや現状をお知らせして、市民の安

心・安全に寄与するため災害対策号を発行する。 

 

Ⅱ 除染対策事業 資料２－２ 

① 住宅等面的除染対策事業             205 億 420 万円 

  全市除染に向けた取り組みを本格化させ、線量を基に市内を３分割し、

それぞれのエリアに合致した手法により除染を実施する。 

  ○ 生活圏全域、宅地周り、ﾏｲｸﾛﾎｯﾄｽﾎﾟｯﾄ除染 

  ○ 市道除染（資料２－２のＡエリア以外） 

  ○ 線量管理業務委託 

  ○ 除染アドバイザー委嘱費 

  ○ 除染支援センター運営費 

  ○ 町内会等除染作業支援 

  ○ 仮置場設置経費 

 ② 農地等除染対策事業               15 億 1810 万円 

  農地の線量の低減が必要なことから、放射線量が高い地域の除染を優先

して農地の除染に取り組む。 

  ○ 未耕起農地（樹園地）除染 

  ○ 耕起済み農地（田・普通畑）除染 

  ○ 牧草地・森林等除染 

 ③ 学校施設等除染対策事業             11 億 7300 万円 

  安全・安心のため子どもたちが生活する学校、幼稚園、保育所など教育

施設の除染に取り組む。 

 

Ⅲ 健康管理事業 資料２－３ 

① 健康管理アドバイザー委嘱               124万円 

  市民の放射能による健康不安の解消及び安心確保のため、健康管理アド

バイザーを委嘱する。 

② 積算線量計配布による外部被ばく検査        1 億 7520 万円 

  放射能による健康不安の解消及び安心を確保するため、放射線量を測
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定・確認することにより、市民の放射線に係る不安解消を図る。 

 ③ ホールボディカウンタによる内部被ばく検査     2 億 870 万円 

  市民の健康不安の解消及び健康管理を目的として、全市民を対象とした

ホールボディカウンタによる内部被ばく検査を実施する。 

 ④ 健康講座開催事業                   641万円 

  放射線の身体への影響等の不安を感じている市民に対して、正しい情報

を伝え不安の解消を図る。（放射能健康管理講演会・心のケア対策事業等） 

 

Ⅳ 食品等モニタリング調査事業 資料２－４      

 ① 農産物・食品モニタリング調査事業           2171 万円 

  市民の健康不安解消のため、地元で生産された農産物の安全性を確認で

きるように機器・体制を整備し、モニタリング調査を実施する。 

 ② 学校給食食材モニタリング調査事業            182万円 

  児童・生徒へ提供する学校給食用食材の使用食材及び一食あたりの放射

能モニタリング検査・測定を行う。 

 

Ⅴ 伊達っこのびのびステイ事業 資料２－５ 

 ① こどもリフレッシュ事業（自然体験・交流事業）     1533 万円 

  子どもたちが夏休み等の長期休暇を利用し、自然体験や交流活動を行い、

心身ともにリフレッシュできるよう宿泊事業を行う。 

 ② スタディキャンプサポート事業（小学 5・6年生）     431 万円 

  市内児童に精神面での安心感と開放感を与えつつ、落ち着いて学習でき

る環境を提供するとともに、防災教育に取り組んでいる見附市児童との交

流学習の機会を持たせる。 

 

Ⅵ 体力低下対策事業 

①�こども体力低下対策事業                 1080 万円 

  幼稚園・保育園に遊びの有効性の高い砂場遊びが行えるよう砂場用具の

整備を行い、また、冬期間の体力、筋力アップにつながる遊具を設置する。 

 ② こども遊び場整備事業                 2250 万円 

  震災の影響により、子どもたちが屋外で遊ぶ機会が減少しているため、

ストレス解消と体力づくりの場として、遊び場を整備する。 

 

Ⅶ 風評被害対策事業 

①�農産物風評被害対策事業                   324 万円 

  原発事故による農産物全体の価格の下落、農産物の買い控えなどの風評

被害を払拭するための対策を講じる。 
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５ 総合計画に基づく主要事業 

 ② 観光物産復興支援事業                 865万円 

  風評被害対策のため伊達市観光物産協会が中心となって、イメージアッ

プを図るための事業を実施する。 

 

 

 

 

 

Ⅰ 未来を担う子どもたちが健やかに成長するまちを目指す「人づくり」 

 ①（継続）認定こども園整備事業（新市建設計画）    3 億 4161 万円 

  幼稚園保育園を一体化した認定こども園を整備し、就学前保育教育を行

う環境整備を実施する。 

○ 上保原認定こども園（25 年 4 月開園）資料２－６ 

○ 梁川認定こども園整備（27 年 4 月開園） 

 ②（継続）小中学生医療費助成事業           1 億 4040 万円 

  疾病の早期発見、早期治療を促進し、小中学生の健全な育成を目的とし

て、小中学生医療費の自己負担分を助成する。 

 ③（新規）吹奏楽きらめき事業               2000 万円 

  音楽の力により児童生徒の情操教育を推進するため、楽器の整備を図る。 

 ④（新規）保原小学校スクールコミュニティ事業 資料２－７ 484 万円 

  地域住民による学校支援や学校施設の地域開放、学校施設を利用した住

民の学びや交流を進めるために、活動の拠点となる「ホームベース部屋」

にスクールコミュニティセンターを設置し、学校支援体制を構築する。 

 ⑤（継続）特別支援介助員配置事業             4977 万円 

  普通学級に在籍し支援を必要とする児童生徒へ特別支援介助員 32 人を

配置し、円滑な学級運営及び教育活動の充実を図る。 

 ⑥（継続）教育相談事業                  1459 万円 

いじめや不登校等をはじめとする児童生徒の悩みや問題行動を解決す

るため、臨床心理など高度な知識や経験を有するスクールカウンセラー・

スクールソーシャルワーカー等を配置し、教育相談を実施する。 

  また、不登校児童生徒の支援策として引き続き適応指導教室を設置する。 

 ⑦（新規）武道地域連携指導実践事業            270 万円 

今年度から適用される中学校新学習指導要領に定める武道必修化に対

応するため、市内 6校中 3校（伊達中・梁川中・月舘中）における環境整

備を行う。 

 ⑧（新規）梁川美術館自主文化事業             400 万円 

  梁川美術館を会場に、芸術や音楽による「復興支援」を目指し、企画展

を実施する。 
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 ⑨（継続）梁川小学校改築事業（新市建設計画）     9 億 5235 万円 

    東日本大震災により被災した校舎を移転改築する。 

⑩（継続）学校施設耐震化事業（新市建設計画）     1 億 9760 万円 

  近年の大地震による被害状況の深刻さを受けて、新耐震基準（S56)以前

建築の耐震性の弱い小学校校舎等の耐震化を図る。 

 （耐震補強工事 3校、耐震化基本設計 2校） 

⑪（継続）給食センター整備事業（新市建設計画）      600 万円 

    学校給食センター整備に係る基本構想を策定する。 

 

Ⅱ 喜びをもって働くまちを目指す「活力づくり」 

 ①（継続）鳥獣害対策事業                 1704 万円 

  有害鳥獣被害防止対策を強化するため、捕獲隊への委託・電気柵設置補

助・イノシシ捕獲補助を行う。 

 ②（継続）農林業振興公社事業 資料２－８         1075 万円 

  有害鳥獣による農作物の被害防止対策、中山間地域の農林業振興事業及

び森林保全管理等山林振興事業、山林等の放射線除染対策事業などに対し

支援する。 

 ③（継続）地域経済活性化対策事業             1600 万円 

  中小企業の振興と中小企業者の安定した商工業経営の促進を図るため、

融資借入者に対し信用保証料補助金を交付する。 

 ④（継続）プレミアム商品券発行支援事業          2300 万円 

  付加価値を加えた共通商品券事業を実施することにより、消費購買意欲

を回復させ、地域経済の復興を図るため、商工会が実施する共通商品券発

行を支援する。 

 ⑤（継続）緊急雇用創出事業                1556 万円 

    雇用状況が不安定なことから、県内での就職先が少なくなっている 24

年春新卒者の雇用を下支えする。（新卒者 8名の雇用を予定） 

 ⑥（継続）伊達氏ゆかりの史跡整備事業（新市建設計画）   800 万円 

  梁川八幡神社の歴史遺産を後世に残し、伊達市固有の資源を活かした観

光拠点を整備するため、基本構想及び基本計画の策定を行う。 

⑦（継続）道の駅整備事業（新市建設計画）         793 万円 

 市の特色を活かした観光振興のため、伊達地域の国道４号線沿いに「道

の駅」を整備する。 

 

Ⅲ 健康で心豊かに暮らせるまちを目指す「安心安全づくり」 

① （継続）健幸都市推進事業 資料２－９         2335 万円 

  健幸都市の実現に向け、健幸都市基本構想に基づいた「健康づくり」「暮

らしづくり」「人づくり」の視点から、市の総合施策として展開していく

ため、健幸都市基本計画を策定する。また、モデル地区を選定し、健康を
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基軸としたまちづくりの実証地区としてその地区の特性に合ったウェル

ネスコミュニティ形成計画を策定する。 

 ②（継続）健康運動教室運営事業              7165 万円 

 40 歳以上の市民を対象に、科学的根拠に基づく個別運動プログラムを提

供し、健康で楽しく、元気に年をとり健康寿命を伸ばしてもらう。 

 ③（継続）高齢者配食サービス事業             1000 万円 

  配食サービス事業に加えて地域の施設（特別養護老人ホーム等）の厨房

を活用した「食の支援事業」により、高齢者自身が地域の施設において会

食ができるシステムを構築する。 

 ④（継続）障がい福祉サービス事業           6 億 5481 万円 

  ○ 介護給付事業（ホームヘルプ・ショートステイ等） 3 億 8328 万円 

  ○ 訓練等給付事業（就労継続支援事業等）      2 億 7153 万円 

 ⑤（継続）重度心身障がい者医療費等助成事業       2 億 250 万円 

  重度心身障がい者の医療費の自己負担額を助成する。 

 ⑥（継続）地域医療サービス事業              1543 万円 

  休日と夜間の救急医療体制充実のため病院群輪番体制を実施する。 

 ⑦（継続）予防接種事業                1 億 2841 万円 

  日本脳炎、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチンを接種すること

により、発症の予防を図る。 

 ⑧（継続）消防施設整備事業（新市建設計画）        4545 万円 

  消防施設・設備の老朽化、消防水利の不足を改善するため計画的な整備

充実を図る。 

 

Ⅳ 田園や里山に抱かれたのどかさと都市的な利便性を兼ね備えた環境の 

まちを目指す「生活基盤づくり」 

 ①（新規）グランドデザイン策定事業            2000 万円 

  被災地の復興を目的とした東北中央自動車道路（福島、相馬間）が整備

されることに伴い、経済活動を軸とした広域的見地から伊達市の創生を図

る全体構想を策定する。 

 ②（継続）市道新設改良事業（新市建設計画）      6 億 1905 万円 

  新市建設計画に基づく市道 17 路線の道路新設改良事業、2箇所の排水

路新設事業を実施する。 

 ③（継続）浄化槽設置支援事業              5315 万円 

  合併浄化槽へ転換する場合、補助金を交付することにより公共水域の水

質保全と生活環境の改善を図る。また、市街化区域内で当面下水道を整備

しない区域に対する区域加算の上乗せを実施する。 

 ④（継続）太陽光発電システム設置補助           1200 万円 

太陽光発電システム設置に対して補助金を交付する。 
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Ⅴ 人とひとのつながりを育むあたかかいまちを目指す「地域自治づくり」 

 ①（継続）生き活き集落づくり事業             6058 万円 

  国の「地域おこし協力隊」事業を活用して、都市部等からの若者等を誘

致し、新しい視点による集落の維持を支援する。（集落支援員 14 名の配置） 

 ②（継続）市民活動支援事業                599 万円 

  市民活動や協働のまちづくりのプラットホーム（結節点）として「市民

活動支援センター」を開設し、諸団体とのネットワークの核となり市民活

動の推進を行う。 

 ③（継続）だて婚活支援事業                136 万円 

  市民の結婚を支援するため、若者が結婚を前向きに捉えられるよう意識

啓発を進め、出会いから結婚に繋がるサポート体制をつくり、市民全体で

結婚を支援する。 

 ④（継続）国際交流事業                  220 万円 

海外派遣事業や異文化理解のための事業を行うため、伊達市国際交流協

会へ補助金を交付する。（米国リヴィア市からの訪問団受入） 

 ⑤（継続）市民ホール整備事業（新市建設計画）       871 万円 

 大勢の市民が一堂に会し、全市を挙げてのイベントにも使用できる「市

民ホール」（仮称）建設のため整備計画を策定する。    

 ⑥（新規）災害派遣職員受入事業 資料２－10        2952 万円 

  東日本大震災に係る復旧事業等に従事する他市町職員の派遣を受け入

れる。（受入予定 松前町 1人、出雲市 2人） 

 ⑦（継続）梁川歴史と文化のまちづくり整備事業(新市建設計画)234 万円 

 梁川小学校の移転改築に伴い、梁川城址を中心とした歴史と文化のまち

づくりのため、地域の住民、団体との検討委員会を開催し、先進地視察、

基本構想の策定に取り組む。 
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復興の誓い事業 
 

 東日本大震災を起因とする原発事故に伴う大規模な放射能災害からの本格的

復興の節目として、震災、放射能災害を振り返るとともに今後の対策を考える

契機として、伊達市の本格的な復興に向け「伊達市復興の誓い」事業を開催し

ます。 

 

１ 伊達市復興シンポジウム 

（１）目的 

除染が一定の目標を達成した時期を捉えて「放射能に負けない宣言」を

行い、伊達市の未来に向けて市民が一丸となって、「伊達市でがんばってい

く」という共通の意識を醸成する機会とする。 

そのため、今後の放射能対策について、放射能対策に関わってきた人た

ち、放射能の専門家、科学者、市民団体、等の参画を得て、国、県、伊達

市の放射能対策を検証し、その課題を抽出、解決に向けた方途を考える機

会としてシンポジウム等を開催する。 

（２）内容 

① 日程 平成 24 年９月中旬頃（除染がある一定の目標を達成する時期） 

② 場所 伊達市ふるさと会館 

③ 主催 伊達市 

④ プログラム 

・伊達市の取り組み報告、基調講演、パネルディスカッション 

放射能に負けない宣言、演奏会 

 

２ 市民による復興祈念イベント 

（１）目的 

シンポジュウム開催に合わせて、市民主体により伊達市民が元気でにぎ

やかになれるよう復興祈念イベントを盛大に行い、みらいの伊達市の復興

に繋げていく。 

（２）内容 

① 日時 平成 24 年９月中旬頃（除染がある一定の目標を達成する時期） 

② 場所 保原町体育館、陣屋通りを中心会場  

③ 主催 実行委員会  

④ プログラム 

・食の物産展、野外コンサート、山車の競演 

（３）その他 

   事業費については、実行委員会と詳細協議後に補正予算で対応する予定 

 

資料２－１ 

３月２日 記者会見資料 

総務企画部 総務課 

電話 575-1111   



除染対策事業 

 

１ 除染対策事業費  205 億 420 万円 

除染基本計画に基づき、住宅生活圏を優先に放射線量を基に３つのエリアに分

け、線量に応じた除染を行なう。 

  Ａエリア・・・特定避難勧奨地点がある地域など、市内では比較的高線量の 

         地域 

  Ｂエリア・・・年間積算５mSv（１μSv/h）以上の地域 

  Ｃエリア・・・年間積算５mSv（１μSv/h）未満の地域 

（１）Ａエリアについては、放射線量が高いため、当面目標としている５mSv（１

μSv/h）を達成するためには、宅地周りだけではなく、道路や農地、宅地に近

い森林などの除染も併せて行なう。 

（２）Ｂエリアについては、宅地周りを中心に除染。 

（３）Ｃエリアについては、５mSv（１μSv/h）を下回っており、部分的に放射線

量が高い場所（雨どい、側溝など）であるマイクロホットスポットの除染を中

心に行なう。 

（４）仮置場の設置が必要となるため、地域での理解をさらにお願いしていく。 

 

２ 農地等除染対策事業費  15 億 1,810 万円 

（１）耕していない農地（樹園地など）については、表土はぎなどを行なう。 

実施面積＝約 100 ヘクタール 

（２）耕起済みの農地については、水稲作付けに向けた放射性物質の低減化及び除

去について、大学・研究機関との共同研究を実施する。 

（３）牧草地は、表土はぎと反転耕（プラウ耕）の複合除染。牛糞の処分のため、

コンポスト化・減量化にも取り組む。  実施面積＝30 ヘクタール 

（４）森林は、里山を先行して除染。併せて腐葉土・落葉・枝等の減量化の研究を

行なう。 

（５）牛糞の処分のため、コンポスト化・減量化に取り組む。 

 

３ 学校施設等染対策事業費  11 億 7,300 万円 

  平成 23 年度に実施した校庭等の表土改善工事に引き続き、更なる放射線量の

低減化を図るため、小中学校、幼稚園等のプール及びアスファルトやコンクリー

ト部分等の除染を行なう。 

 

資料２－２ 

３月２日 記者会見資料 

市民生活部 放射能対策課 

電話 575-1003 



 

健康管理事業 

  

１ 積算線量計配付による外部被ばく検査          1 億 7520 万円 

（１）目的 

放射能汚染による市民の健康管理及び健康被害による不安を解消するため、

外部被ばくの対応として積算線量計（ガラスバッジ）を配布する。 

また、測定結果データを基に、除染活動に活かす。 

（２）対象 

   下記の対象者 26,900 名に配布 

① 妊婦及び 0歳から１５歳 

② 特定避難勧奨地点の点在する地域に住む市民 

上小国地区、下小国地区、相葭地区、石田地区（坂ノ上、八木平）、 

富成地区の５地区。 

③ 高線量地域に住む 16 歳以上の市民 

 

  ２ ホールボディカウンタ（ＷＢＣ）による内部被ばく検査  2 億 870 万円 

（１）目的 

市民の健康不安の解消及び健康管理を目的として、全市民を対象としたホ

ールボディカウンタによる内部被ばくの検査を実施する。 

（２）対象   58,000 人（8,000 人については、平成 23 年度で実施予定） 

（３）検査体制 

① ＷＢＣ購入による検査 

・  ＷＢＣ機器を購入（２台）し、検査は医療機関（２箇所）に委託 

・  検査対象  32,000 人 

② 検査委託料 

・  ひらた中央病院      7,000 人  

・  福島県労働保健センター  8,400 人 

③ 県による検査 

・  検査対象  10,600 人 

 ３ 心のケア対策事業 

（１）学校ミーティング（６回実施）               60 万円 

中学生の親を対象にミーティングを実施 

臨床心理士が対応する。 

（２）学校ミーティング （27 回実施）             162 万円 

保育園及び幼稚園の子どもを持つ母親、父親を対象に実施 

臨床心理士、保健師、保育士が対応する。 

資料２－３ 



 

（３）学習ミーティング（５回実施）               50 万円 

市連Ｐと連携し、小・中学校のＰＴＡ役員（リーダー）を対象にミーティ

ングを実施 

臨床心理士が対応する。 

（４）教職員に対するストレスマネジメント（２回実施）      56 万円 

小・中学校の教員を対象に、子どもに対するストレス対処法を研修する。 

（５）ふれあい子育て相談会（12 回）               53 万円 

乳幼児を持つ親を対象に、相談会を開催 

臨床心理士、保健師、保育士等が対応する。 

（６）体力低下対策事業（18 回実施）              70 万円 

屋内こども遊び場の設置に伴い相談コーナーを開設 

（７）カウンセリングルームの設置（週３回実施） 

市民及び職員の心のケアのため、相談室、苦情相談室を設置する。 

 相談体制の確立（臨床心理士、放射線専門家、除染、健康） 

 

 

 

 

 

３月２日 記者会見資料 

市民生活部 放射能対策課 

健康管理係 電話 575-1116 



食品等モニタリング調査事業 

 

１ 農産物・食品モニタリング調査事業              

放射線の影響により、内部被ばく等による健康不安を抱える市民への対応とし

て、市民が安心して農産物等を食べられるように、放射性物質簡易検出器を購入

し、市民が身近なところで農産物等の安全確認できる体制を整備します。 

（１）放射性物質簡易検出器設置箇所(24 年度中に設置予定の箇所数) 

地域 設置箇所数 施設 設置箇所数

伊達 ２ 学校給食センター ３ 

梁川 ４ 直売所 ３ 

保原 ５ こども部 １ 

霊山 ３ 合計 25 

月舘 ４  

（２）設置台数 

30 台（24 年度購入４台、23 年度購入 15 台、県・消費者庁からの貸与 10 台、

寄付１台） 

 

 
 

 

 

 

２ 学校給食食材モニタリング調査事業 

伊達市内の園児・児童・生徒に提供する学校給食用の食材について、放射性モ

ニタリング調査を実施し、使用される食品の安全性の確保と、保護者の不安解消

を図ります。 

（１）検査場所 

各学校給食センター（伊達、保原、梁川） 

（２）検査方法 

給食で使用する食材の中から５から６品目程度を選定し、品目毎に測定する。 

測定機器については、平成 23 年度予算で整備する。 

（３）測定結果の公表 

   給食センター発行の広報紙により、保護者へ通知する。 
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３月２日 記者会見資料 

教育委員会 伊達学校給食センター 

電話 551-2520   

３月２日 記者会見資料 

産業部 農林課 

電話 577-3173 



伊達っこのびのびステイ事業 

東日本大震災原発事故の影響で屋外で活動できない子どもたちが、のびのび

と学習したり遊べるように、放射線の少ない地域で宿泊し、授業を受けたり、

自然体験活動や交流活動等を行います。 

 

１ こどもリフレッシュ事業 

（１）目的 

東日本大震災の影響により、子どもたちがのびのびと活動できる環境が

少なくなっている中で、夏休み、冬休み、春休みを利用し、自然体験活動や

交流活動等を行うことにより、心身ともにリラックスさせることを目的とし

た宿泊体験事業を行う。 

（２）野辺山学園サマーキャンプ事業            8,410 千円 

野辺山学園（長野県南牧村 東京都大田区所有施設）を活用しサマーキ

ャンプを行う。 

① 開催時期  

８月 23 日～８月 27 日、８月６日～８月 10 日 

② 募集対象 

小学生および保護者募集人数（600 人（300 人×２回）） 

（３）ホリディキャンプ参加支援事業             454 千円  

① 参加予定者数 小学生 1,000 人 

② 参加予定者数 未就学児 180 人（夏休み及び冬休み期間に実施） 

（４）ＮＰＯ等活動支援補助金交付事業           4,900 千円 

ＮＰＯ等の支援団体が企画するキャンプへの参加者および団体に補助金

を交付し支援を行う。 

   補助予定団体 7 団体 300 人 

（平成 23 年度実績 6 団体 200 人） 

 

２ スタディキャンプサポート事業   

（１）目的 

児童生徒が震災や放射能の課題を乗り越えたくましく生き抜く力を身に

付けるため、復興教育「たくましく社会を生き抜く力の育成」のための活動

の一環として、文部科学省の「復興教育支援事業」によるＮＰＯ法人地域交

流センターから、新潟県見附市と伊達市の移動教室の提案を受け実施する。 

（２）事業の内容 

① 見附市の学校の空き教室を借用して正規の授業を行う。 

② 見附市の海海ハウスに宿泊し、放課後は教職員ＯＢボランティアが主体

となって実施する。 
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③ 見附市の防災教育を学ぶ機会とし、災害救助用ゴムボートの体験を行う。 

④ 見附市の学校と交流を行う。 

（３）開催時期及び参加対象校 

日程 対象校 児童数 

5 月 22 日～25 日 
白根小学校（5・6年） 

山舟生小学校（5・6年） 

１７０人

6月 5日～8日 上保原小学校(5 年) 

6 月 12 日～15 日 大田小学校（5年） 

6 月 26 日～29 日 富野小学校（5・6年） 

10 月 2 日～5日 
大石小学校（5・6年） 

石田小学校（5・6年） 

10月 16日～19日 柱沢小学校（5・6年 

10月 23日～26日 小手小学校(5・6 年) 

 

 

 

 

３月２日 記者会見資料 

教育委員会 教育総務課 

電話 577-3245   



ネバーギブアップリーダー育成事業 

 
各学校の代表を集めてキャンプ等の共同体験活動を通じ、限られた環境や資

源の中で創意工夫し、心身ともにたくましく生き抜く力を児童生徒に育成する

ため、「中学生熟議=ネバーギブアップリーダー育成事業」を行います。 

 
１ 目的 

「中学生熟議」に取り組むことで、社会に参画する態度や自主的、実践的な

態度の育成、自治的能力を高める。 

 
２ 事業内容 
（１） 指導研修会の実施（４月） 
（２） 「伊達市生徒会サミット」（５月～６月） 

市内６中学校の生徒会役員が参加 
（３） 「福島県生徒会サミット」（７月） 

 市代表参加 
（４） 「全国生徒会サミット」（８月） 

 県代表として参加 

（５） 学校別「シェア熟議」の実施（９月～11 月） 

（６） 「シェア熟議」による学校別実践（10 月～２月） 

（７） 実践発表会 ３月 

 

３ 事業支援 
（１） 文部科学省復興支援教育 
（２） NPO SENDto2050Project の支援 

（東日本大震災「子どもの心」復興支援プログラム） 
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３月２日 記者会見資料 

教育委員会 学校教育課 

電話 577－3249 



ヤングアメリカンズ事業 

 
 文部科学省復興教育支援事業の一つとして世界各国の学校等で実施されてい

る、米国の劇団員４０数名と子どもたちがミュージカルの舞台造りを行うプロ

グラムです。歌やダンス、パントマイムなどの英語によるワークショップを通

して子どもたちが共に学び、お互いの強みを尊重し、自分の可能性を発揮する

とともに、文化交流・語学を学ぶモチベーションを喚起します。 

 
１ 期待される効果 
（１）２日間の本格的なプログラムを通して、多くの子どもたちの心に感動、

勇気、希望という復興のエネルギーを与える。 

（２）心身ともに成長して、子どもたち一人一人が将来、伊達市の復興の担い

手となる。 

 

２ 実施期日と実施校 

（１）10 月２日（火）～10 月３日（水） 

桃陵中学校 第２学年 

（２）10 月４日（木）～10 月５日（金） 

伊達中学校 第２・３学年  

（３）10 月６日（土）～10 月７日（日） 

保原小学校第６学年、梁川小学校第６学年 

  

３ 事業支援 

（１）文部科学省復興支援 

（２）NPO 法人じぶん未来クラブの支援 
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３月２日 記者会見資料 

市民生活部 市民協働課 

電話 575-1177 



伊達市の復興教育  

    
 

東日本大震災の教訓を踏まえ、伊達市の復興とともに、子どもたちが希

望を持って、未来に前進していけるようにするため、復興教育を行います。 

 

 

１ たくましく社会を生き抜く力の育成 

（１）震災体験や放射能の課題を乗り越え、「生き抜く力」を培う「創造的

な学び」の推進 

（２）震災体験を踏まえ、命や家族、地域との絆の大切さを考える心の教

育の推進 

（３）移動教室など、子どもの自立を促す教育プログラムの導入 

（４）教職員研修の充実による、子どもの心を理解し指導力のある教員の

育成 

 

２ 伝統と文化を生かした地域の絆づくり 

（１）地域の様々な復興への動きと連動した教育活動の展開 

（２）地域の伝統や文化に理解を深める教育活動の展開 

 

３ 夢と希望にむけた未来への躍進 

（１）吹奏楽きらめき事業を中核とした音楽振興による情操教育の充実 

（２）音楽、スポーツ、ダンス、演劇などの表現活動を取り入れた授業の

充実 

（３）自己実現に向けた職業体験や福祉体験を中核とした伊達市キャリア

教育の充実 

（４）社会の進展に対応したＩＣＴ教育、国際理解教育、特別支援教育の

充実 

 

４ 学びのセーフティネット 

（１）放射線の正しい知識や防護を身に付ける放射線教育の継続 

（２）震災体験を踏まえ、地域と連携した防災教育の推進 

（３）子どもの心のケアを助けるストレスマネジメント教育の継続 

（４）子どもの安全安心などについて保護者等への相談・カウンセリング

の推進 

（５）震災の影響により学習が遅れがちな子どもへの学習支援 
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３月２日 記者会見資料  

教育委員会 学校教育課  

電話 577－3249 



認定こども園整備事業 

 子育て支援の充実を図るため、保育園と幼稚園を一体的に行う機能を整備し、

就労形態や社会環境の変化に対応できる「多様な保育ニーズ」への対処と、就

学前児の安定的な保育サービスを提供するため「認定こども園」を整備します。 

 
１ 「上保原認定こども園」 
（１）施設整備の方針 

待機児童の解消と子育て支援センターの開設、施設の老朽化（耐震強度Ｃ、

Ｄランク）対策として、上保原幼稚園（公立）と保原第二保育園（公立）を

廃止し、新たに上保原認定こども園（幼保連携型）を設置する。 

施設の設置及び運営は事業者が行い、平成 25 年４月に開園予定。 

 

（２）設置及び運営  学校法人保原シャローム学園 

 

（３）設置場所    伊達市保原町上保原字上ノ原地内 

 

（４）平成 24 年度事業内容 

  ① 用地取得 

市が用地を取得し、事業者に貸与する。 

  ② 施設整備 

事業者が施設を整備し、国(1/2)及び市(1/4)が整備費用を補助する。 

 

（５）施設の概要 

① 保育園施設 

   ・定数 70 人 

   ・施設（幼児室、ほふく室、保育室、一時預かり室、子育て支援室ほか） 

② 幼稚園施設 

   ・定数 180 人 

   ・施設（保育室 6クラス、遊戯室、職員室、倉庫、更衣室ほか） 

③ 共用施設 

   ・調理室、食品庫、休憩室、機械室ほか 

④ 屋外園庭 
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３月２日 記者会見資料 

こども部 こども支援課 

電話 577-3128 



保原小学校スクールコミュニティ事業 

 

少子高齢化の進展、中心市街地の衰退などより地域の教育力や地域コミュニ

ティの低下が危惧されています。 

３月に完成した保原小学校に「スクールコミュニティセンター」を設置し、

地域全体の教育力の向上とコミュニティの形成を行います。 

 

１ 伊達市が目指すスクールコミュニティ事業 

（１）学校と地域住民が、学校の持つ「学びの機能」「施設機能」を共有し、協

働での活動を構築する。 

（２）「子縁」（在校生だけでなく、子どもを介して地域の人をつなぐ）をとお

して地域と学校をつなぎ、地域全体の教育力の向上と学校を核とするコミュ

ニティを形成する。 

（３）誰もが、何時でも、どこでも学べるまちづくりに寄与する学校と地域をつ

くる。 

（４）誰もが安心・安全に学び、働き、暮らせるまちを育てる学校と地域をつく

る。 

 

２ 保原小学校における事業の内容 

（１）地域と学校の協働・地域連携・交流・学びを支える自主組織（仮）保原「ス

クールコミュニティ」）をつくる。 

（２）保原小学校の「ホームベース」（部屋の名称）にスクールコミュニティセ

ンターを設置し、推進する。 

（３）子どもの学びに結びつく大人の活動を推進する。(講堂における講演会等) 

（４）子どもの学びを支える活動を推進する。（講堂での先輩来る～校外授業の

開催」 

（５）子どもたちと地域住民の交流を推進する。（講堂でのコンサートの開催） 

（６）学校支援ボランティアの派遣（登下校安全パトロール活動等） 

 

資料２－７ 

３月２日 記者会見資料 

教育委員会 教育総務課 

電話 577-3245   



農林業振興公社事業 

伊達市農林業振興公社において、新たに地域特産品の生産振興及び放射能除

染対策を行います。 

 

１ 目的 

イノシシ等有害鳥獣による農作物の被害防止対策事業及び捕獲イノシシ   

を地域資源として有効活用するための事業を行うとともに、地域特産品とし

て生産されているりょうぜん天蚕等の振興及び森林保全管理等山林振興事業、

農地等の放射能除染対策事業を実施し、中山間地域の農業及び山林振興を図

り、地域の活性化に寄与することを目的とする。 

 

２ 事業内容 

（１） 有害鳥獣駆除及び被害防止対策に関する事業 

（２） 中山間地域農業振興に関する事業 

（３） りょうぜん天蚕等地域特産物の生産振興に関する事業 

（４） 農産物の生産振興に関する事業 

（５） 地域特産物等農産物の販売促進に関する事業 

（６） 森林の保全等林業振興に関する事業 

（７） 放射能除染対策に関する事業 

（８） 伊達市からの委託事業 
 
 
  

資料２－８

３月２日 記者会見資料 

産業部 農林課 

電話 577-3173 



健幸都市推進事業 

 

１ 事業概要 

  平成23年度策定健幸都市基本構想（平成24年２月策定）に基づいた「健康

づくり」「暮らしづくり」「人づくり」の総合的な視点でのまちづくりを進め

ていくことを目標とし、健幸都市の実現に向け、基本計画を策定し、具体的

な施策の検討を行う。 

  これまでの狭義の健康施策ではなく、歩いて暮らすことを基本とする健幸

（個々人が健康かつ生きがいを持ち、安心安全で豊かな生活を育むことので

きること）をこれからの「まちづくり政策」の中核に位置づけ、少子高齢社

会・人口減社会に向けた健幸都市実現に向け、市民と一体となった取り組み

を推進する。 

 

２ 事業内容 

（１）健幸都市基本計画の策定 

 健幸都市基本構想に基づき、健幸都市基本計画策定委員を設置し、市民

とともに、今後の具体的な施策を検討する。 

健康部門だけではなく、福祉、都市整備、産業、教育、情報などのあら

ゆる部門が連携して、健康を基軸とした一体的な施策の実現を目指す。 

（２）健幸都市推進条例（仮称）の策定 

健幸都市がめざす理念の明確化と市民意識の向上などを図り、市民と目

的を共有し、積極的な健康なまちづくりを促進するため、健幸都市推進条

例（仮称）策定委員による条例を策定する。 

（３）普及啓発事業 

各地域において、市民に対する健幸都市普及啓発のため、講演会や説明

会を開催する。また、広報紙等のメディアを効果的に活用し、健幸都市へ

の理解を深めるための普及啓発を行う。 

（４）ウェルネスコミュニティ形成事業 

   平成23年度策定健幸都市基本構想に基づいた健幸都市の実現に向けモデ

ル地区を選定する。そのモデル地区では、健康を基軸としたまちづくりの

実証地区としてその地区の特性にあったまちづくりの実現に向け、協議会

を設置し、整備計画を策定する。 
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健康福祉部 健幸都市推進室 

電話 575-1146 



 

 
災害派遣職員受入事業  

 

 

東日本大震災の復旧及び放射能対策のため、他自治体職員の派遣

協力を受け、事業推進を行います。 

 

１ 受入自治体及び職員数 

  北海道松前町：１名 

  島根県出雲市：２名 

 

２ 派遣協力の経緯 

（１）北海道松前町 

   伊達市と姉妹都市（昨年 10 月締結）である。 

（２）島根県出雲市 

保原工業団地内にある富士通アイソティク（株）の姉妹工場

が出雲市にある。このことが縁で、震災発生直後には大量の支

援物資の提供を受け、市民をはじめ市外からの避難者に物資を

提供することができた。 

 

３ 派遣の期間 

平成 24 年４月から１年間  
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