
記 者 会 見 

 

 

日時：平成 23年 11月 24 日（木）16時 

場所：伊達市役所 ２階委員会室１ 

 

 

１ 平成23年第７回伊達市議会定例会 資料１ （総務企画部総務課） 

 (1) 開催  平成23年11月30日（水）招集 

(2) 提出議案 18件  

人事 1件、条例の一部改正５件、条例廃止１件、補正予算５件、 

その他６件 

 

 

２ 平成23年度12月補正予算の概要 資料２ （財務部財政課） 

   一般会計補正予算（第７号）として、東日本大震災に係る災害復旧費及び放

射能対策経費予算などの補正を行います。 

 

 

 ３ 平成24年度組織の概要 資料３ （総務企画部総務課） 

少子高齢社会の課題に対する総合的な対応と、政策の立案機能の強化に向け、

市長直轄部署の新設及び既存部の再編を行います。 
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平成23年第７回伊達市議会定例会提出議案概要                                                  

提出案件18件【人事１件、条例の一部改正５件、条例廃止１件、補正予算５件、その他６件】 

 

１．人事（１件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第153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もの 

（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 

 

２．条例の一部改正（５件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第154号 伊達市部設置条例の一部を改正する条例について 資料３ 

（改正趣旨） 

 市長の命を受け、政策の調査、企画立案、各部に跨る政策の企画調整等、

政策調整を強化し、市長のトップマネジメントの補佐等を行う組織である「市

長直轄」の新たな設置及び市長の渉外機能の拡充や市長の考え等を政策的に

広報し秘書・広報広聴機能の充実を図ることから総務企画部の再編等を行う

ため、当該条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

・市長直轄の新設 

・総務企画部を総務部に再編 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

総務企画部 

総務課 

議案第155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） 

 地方税法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、施行規則附則が改

正されたため、条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

・地方税法施行規則の改正に伴う条文の整理 

 税条例附則第10条の２第７項中、施行規則附則第７条第９項を同条第８項

に改正するもの 

地方税法施行規則が改正され、附則第７条第６項が削除されたため、

同条第９項が第８項に繰り上がるもの 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

財務部 

税務課 

資料１ 
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議案第156号 

 

伊達市災害弔慰金の支給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） 

 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律の改正に伴い、当

該条例について一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

・死亡した者の死亡当時における配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれ

もが存しない場合に限り、死亡した者の兄弟姉妹（死亡した者の死亡当時そ

の者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。）に対し、災害弔慰金を

支給するもの（ただし本市の場合、合併時において兄弟姉妹を対象とする規

定を独自に設けていたため、今回の法律改正に併せた所要の改正を行うもの） 

・災害弔慰金について譲渡、担保、差し押さえを禁止することとしたもので

あり、本市条例においても同様の規定を加えるもの 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

健康福祉部 

社会福祉課 

議案第157号 

 

伊達市重度心身障がい者医療費の給付に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

（改正趣旨） 

 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を

見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整

備に関する法律が施行され、障害者自立支援法の一部が改正されたことに伴

い、本市の当該条例について一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

障害福祉サービスに新たに「同行援護」が加えられたことにより、同法第

５条に新たな第４項が追加され、改正前の第４項以降が１項ずつ繰り下げら

れたため、引用条文の改正を行うもの 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

健康福祉部 

社会福祉課 

議案第158号 

 

伊達市立学校設置条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 保原小学校の使用を開始するにあたり、本条例附則中の経過措置を削除す

るため、条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

本条例附則中の経過措置、「別表（第２条の表）位置の項中「伊達市保原町

字弥生町15番地」は、当分の間、「伊達市保原町大泉字大舘78番地」とする。」

を削除するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

教育委員会 

学校教育課 
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３．条例廃止（１件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第159号 

 

伊達市指定居宅介護支援事業所条例を廃止する条例について 

（廃止趣旨） 

 介護保険法第79条第１項の規定に基づく指定居宅介護支援事業を行うた

め、伊達市指定居宅介護支援事業所として伊達市梁川訪問看護ステーション

居宅介護支援事業所を設置していたが、伊達市立梁川病院事業及び梁川訪問

看護事業の廃止に伴い、本条例を廃止するもの 

（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 

 

４．補正予算（５件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第160号 

 

平成23年度伊達市一般会計補正予算（第７号） 資料２ 

 歳出 震災に係る災害復旧事業等710,858千円、放射能対策事業1,519,542

千円、その他国・県補助事業等△8,299千円 

 歳入 市税△122,701千円、地方交付税510,577千円、国庫支出金1,636,676

千円、県支出金73,710千円、繰入金△4,693千円、諸収入等12,232千円、

市債116,300千円 

補正総額 2,222,101千円 

（根拠法令）地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第161号 平成23年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 歳入の主な補正は、交付額決定による普通調整交付金等の国庫補助金の増

額、療養給付費交付金過年度不足分の増額及び一般会計繰入金の保険基盤安

定繰入金等について増額補正するもの 

歳出では、人件費の増額、保険給付費のうち支払額の増額が見込まれる療

養費及び高額療養費の増額並びに過年度分療養給付費負担金超過交付分返還

金について増額補正するもの 

補正総額 86,705千円 

（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162号 平成23年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 歳入については、人事異動に伴う人件費と介護保険法改正によるシステム

改修委託料の一般会計繰入金の増額補正をするもの 

 歳出については、人事異動に伴う人件費と介護保険法改正によるシステム

改修委託料の増額補正をするもの 

 補正総額 15,533千円 

（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163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５号) 

 歳入の主な補正は、受益者負担金の増額、一般会計繰入金の減額等の補正

をするもの 

上下水道部 

下水道課 

javascript:void:(0);
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 歳出では、総務費の公課費の増額、人件費の増額、補償・補填及び賠償金

（水道移設補償費）の減額、公債費の元金及び利子の財源補正等の補正をす

るもの  

 補正総額 △650千円 

（根拠法令）地方自治法第218条第１項 

議案第 164号 平成23年度伊達市水道事業会計補正予算(第２号) 

 人件費の補正及び消費税等の補正をするもの 

 補正総額 収益的支出 5,204千円  

資本的支出  110千円 

（根拠法令）地方公営企業法第24条 

上下水道部 

総務課 

 

 

 

５．その他（６件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第 165号 伊達市道路線の廃止について 

（提案の理由） 

 土地改良事業に伴う終点位置の変更等の理由により、現路線を廃止する 

もの 

（主な内容） 

・東川原５号線（土地改良事業に伴う終点位置が変更となったため） 

・反田線（終点位置を変更して認定するため） 

（根拠法令） 

道路法第10条第３項 

建設部 

土木課 

議案第 166号 伊達市道路線の認定について 

（提案の理由） 

 都市計画法第40条の規定に基づき、本市に帰属された道路を認定する等 

の理由により、新たに11路線を認定するもの 

（主な内容） 

・馬場口８号線、馬場口９号線（都市計画法第40条の規定に基づき、本市に

帰属された道路を認定するため） 

・矢矧伝並柳線（土地改良事業によって整備された路線を認定するため） 

・東川原９号線（土地改良事業に伴い終点位置が変更されたため、新たな 

路線として認定するため） 

・将監１号線、将監２号線、東川原10号線（土地改良事業に伴い、路線の変

更又は路線の区域が変更されたことから、除外された旧道部分を別路線とし

て認定するため） 

・吉ケ作中平線、東深田線、元苗内早稲田線、前山馬城内線（現に一般の 

交通の用に供しており、管理すべき路線として認定するため） 

（根拠法令） 

道路法第８条第２項 

建設部 

土木課 
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議案第 167号 伊達市道路線の変更について 

（提案の理由） 

 河川整備事業に伴い起点位置に変更が生じた等の理由により、路線を変 

更するもの 

（主な内容） 

・小蓋５号線（河川整備事業に伴い起点位置に軽微な変更が生じたため、 

路線の変更を行うため） 

・将監北河原線（土地改良事業に伴い起点位置に軽微な変更が生じたため、 

路線の変更を行うため） 

（根拠法令） 

道路法第10条第３項 

建設部 

土木課 

議案第 168号 伊達市国見町大枝小学校組合規約の変更について 

（提案の理由） 

 伊達市国見町大枝小学校組合の規約改正につき、構成団体である伊達市及

び国見町の議会の議決を求めるもの 

（主な内容） 

 平成24年３月末日をもって解散する伊達市国見町大枝小学校組合の事 

務承継規定を組合規約に明記するため、規約改正を行うもの 

（根拠法令） 

地方自治法第286条第１項 

教育委員会 

教育総務課 

議案第 169号 工事請負契約の締結について  

（提案の理由） 

 保原小学校解体工事について、契約予定金額が条例で定められた金額以上

となるため、本契約を行うにあたり議会の議決を求めるもの 

（主な内容） 

契約の金額  １８１，６５０，０００円 

契約の方法  指名競争入札 

契約の相手方 福島県伊達市梁川町字東土橋１５番地の１                

       佐藤工業株式会社伊達支店 執行役員支店長 太田収一                

（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

２条 

教育委員会 

教育施設課 

議案第170号 財産の取得について  

（提案の理由） 

 保原小学校の備品を取得することについて、議会の議決を求めるもの 

（主な内容） 

 取得の内容  児童用机・椅子等 

 取得金額   １９，８０４，０５０円 

 契約の方法  指名競争入札 

 契約の相手方 福島県伊達市保原町四丁目２番地 

教育委員会 

教育施設課 
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株式会社水口家具センター 代表取締役 水口秀雄 

（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 

 

11月24日 記者会見資料 

総務企画部 総務課 

電話 575-1111   



○一般会計補正予算（第７号）の主な事業内容

１ 震災に係る災害復旧事業等　710,858千円

(1)

(2)

(3)

(4)

２ 放射能対策事業　1,519,542千円

(1)

　都市公園、農村広場、運動公園等の除染

(2)鳥獣害対策事業　3,360千円

(3)ゲルマニウム半導体検査機器導入事業　29,029千円

(4)子ども自然体験事業　6,189千円

(5)その他放射能対策事業　△39,036千円

３ その他国・県補助事業等　△8,299千円

平成23年度12月補正予算の概要

除染対策経費　1,520,000千円

　除染基本計画に基づき除染対策経費を補正する。

消防団員等公務災害補償等及び消防賞じゅつ金負担金　74,994千円

震災に係る災害廃棄物等処理事業　443,616千円　

一部損壊住宅修繕費助成事業　200,000千円

その他災害復旧事業　△7,752千円

　夏に引き続き、冬休み及び春休み期間中に会津高原、信州等において実施する自然体
験事業費を追加する。

①宅地・生活圏の除染　420,000千円

・汚染土壌等仮置き施設整備事業

　特定避難勧奨地点を含む比較的線量の高い地域の除染を新たに150世帯分を追加
（合計300世帯）

　仮置き施設の整備５施設

・学校施設等除染事業

・都市公園等除染事業

・果樹（1,265ha)を中心に農地を除染

　震災により死亡・行方不明となった消防団員に対する補償のための公務災害掛金の増
額及び消防賞じゅつ金を支給するための負担金を補正する。

　震災により損壊した家屋等の解体・撤去について、生活環境の保全と市民生活の安全
を確保するため、市が事業主体となって実施する。また、市内仮置場のがれきの処分・
運搬を行う。

　原発事故発生後、放射能の影響によりイノシシが食用に適さなくなり捕獲数の減尐が
懸念されるため、捕獲の推進を図ることを目的として捕獲者に対して補助する。

　放射線の影響により不安を抱える市民への対応として、ゲルマニウム半導体検査機器
を導入し、土壌及び食品の検査を行い、健康不安を解消する。

　小・中学校、幼稚園、保育園等の施設の除染

　罹災証明により一部損壊の判定を受けた住宅の修繕を行った場合、30万円以上の工事
について10万円を限度として助成を行う。

・住宅等除染事業

②公共施設の除染　315,000千円

③農地等の除染　785,000千円

11月24日 記者会見資料

財務部 財政課

資料２

資料２-３

資料２-１

資料２-２

資料２-４



　１　目的

　２　補助対象
(1)　伊達市内で捕獲したイノシシ
(2)　狩猟者登録を受けた者が猟期中（11月15日から翌年3月15日）に行う捕獲
(3)　有害鳥獣捕獲許可を受けた者が非猟期中（3月16日から11月14日)に行う捕獲
(4)　伊達地方衛生処理組合で処分したイノシシであること
(5)　伊達市民が捕獲

　３　補助金額

　４　予算額

　3,360千円（420頭）

　５　補助の流れ
捕獲報告
処分報告

捕獲場所の確認
計量表・身分証確認 捕獲頭数取りまとめ

申請書提出
処分 計量表

助成金交付 補助金交付
補助金申請
実績報告

イノシシを捕獲し処分する費用を補助します

　有害鳥獣捕獲隊および狩猟登録をしている者がイノシシを捕獲した場合、１頭につ
き8,000円を助成する。

  イノシシによる農作物の被害を防ぐため、有害鳥獣捕獲隊等によりイノシシの捕獲
が行われてきました。
　捕獲したイノシシについては、今まで埋設か焼却処分をしてきましたが、原発事故
による放射能の影響により、イノシシを今までどおり処分することはできなくなった
ため、伊達地方衛生処理組合での焼却処分をすることになりました。
　そのため、衛生処理組合で処分するための作業（解体・運搬等）に対して助成を行
い、イノシシによる農作物への影響を減少させる。

狩猟者

猟友会

協議会

市

衛生処理組合
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伊達市子ども自然体験活動事業を行います 

 子どもたちが自然の中での活動をとおした健全育成のため、夏休み期間中に「子ども

夏の自然体験事業」を開催したところですが、子どもの自立と思いやりの心など大きな

成長がうかがえました。 

冬休み期間も、会津地方でキャンプやスキーなどの自然体験事業を開催し、子どもの

健全育成を行います。 

また、移動授業として県内の施設において施設見学や体験学習を行います。 

 

１ 事業内容 

（１）会津高原スノーキャンプ 

対象 期間 参加人数 体験内容 開催場所 

小学４、５、６

年生 

12月 24日 

～12月 26日 

47人 
（11/18現在） 

 

雪灯篭作り、スキ
ー教室など 
（希望によりマイ
箸やそば打ちなど
を体験） 

南会津町アストリア 

ロッジ 12月 26日 

～12月 28日 

80 人 

 

計 127 人   

（２）会津高原で雪遊び 

対象 期間 参加人数 体験内容 開催場所 

小学３年生以下 

（保護者同伴） 

12月 26日 

～12月 27日 
20 組 

そり遊びなど 
（希望により雪灯
篭作りなどを体
験） 

南会津町アストリア 

ホテル 

（３）計画中の事業 

①信州の高原リフレッシュ 

対象 期間 参加人数 体験内容 開催場所 

５歳以上 検討中 45 人 検討中 長野県南牧村 

  ②移動教室体験活動（授業） 

対象 期間 参加人数 体験内容 開催場所 

小学校（４校） 

中学校（１校） 
１月～２月 590 人 

施設見学、そり遊

びなど 

福島、郡山、猪苗代、

会津方面 

③青少年育成事業 

対象 期間 参加人数 体験内容 開催場所 

青少年育成会議 

（４団体の小中

学生） 

12月 230 人 スキーツアー 猪苗代方面 

  ④福島っ子、長野っ子、愛知っ子ウィンターキャンプ 

対象 期間 参加人数 体験内容 開催場所 

小学生 

12月 23日 

～12月 30日 
20 人 

検討中 
尾張密蔵院宿泊施設 

（愛知県春日井市） １月４日 

～１月９日 
20 人 
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災害等廃棄物等の処理を行います 

 

生活環境の保全と市民生活の安全・安心を確保するため、東日本大震災により倒壊

のおそれがある家屋等（住家・非住家・事業所）の解体・撤去を、市が所有者に代わ

り行います。 

また、倒壊した石塀、屋根瓦、コンクリートブロック塀など（市内 14 カ所に仮置

き）の処分を行います。 

 

１ 家屋等の解体 

(1)  対象家屋等 

   市が発行するり災証明書により、次の判定を受けた家屋等。なお、倉庫、物

置、蔵等の非住家（市ではり災証明書を発行していない）については、現地調

査により「半壊」以上の判定を受けたもの。 

①「全壊」「大規模半壊」の判定の受けた家屋等 

②「半壊」の判定を受け、次のいずれかに該当する家屋等 

   ・修理を行うことが不可能又は困難な程度の損壊があるもの。 

   ・他の家屋等に物的被害を現に生じさせているもの。 

   ・倒壊により人的・物的被害を生じさせるおそれのあるもの。 

(2) 申し込み期間（追加受付） 

平成 23年 11月 24日から 12 月 28日まで 

(3)  解体予定棟数 

   363 棟 

 

２ 瓦礫の処理 

(1)  仮置き場瓦礫処理（14カ所） 

   13,415 トン 

 

３ 経費 

  家屋解体費 546,737 千円 

  瓦礫撤去費 193,843 千円 

  家屋調査費  10,835 千円 

      計    751,416 千円（うち今回増額分 443,616千円） 

 

４ 処理の実施   

  解体及び処理の実施については、福島県と「大規模災害時における災害廃棄物の

処理等の協力に関する協定」を締結している社団法人福島県産業廃棄物協会に業務

委託をする。今後、解体予定の解体工事は、伊達市建設業協会にも協力を得る予定

です。 
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一部損壊住宅の修繕費を補助します 

 

 東日本大震災により被災した一部損壊（一部破損）住宅に対して、修繕工事の一

部を助成します。 

 

１ 対象住宅及び工事 

(1) 東日本大震災において被災（り災証明による一部損壊）を受けた個人が所有

又は居住する住宅（賃貸住宅、物置、車庫等は対象） 

(2) 修繕工事費が 30万円以上の住宅 

(3) 平成 25年２月 28日までに修繕工事が完了する住宅 

(4) 屋根、柱、梁、内壁、外壁、基礎、床、畳、ドア等の建具 

(5) 上下水道、電気・ガス等の配管配線、風呂、トイレ、浄化槽等の衛生設備 

(6) 給湯設備、給排水設備  

 

２ 対象者 

(1) 平成 23年３月 11日現在で、伊達市に住民を有している人 

(2) 所有者（所有者に代わって修繕工事を行う場合は、所有者の二親等以内の親

族） 

(3) 前年度世帯収入が 500万円以下で、市税を滞納していない人 

 

３ 助成額 

修繕工事費の 10分の１以内（限度額 10万円） 

予算額 200,000 千円（3,500世帯） 

 

４ 申請期限 

平成 24年 1月中旬～平成 25年３月 16日 
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平成24年度組織の概要 
 

少子高齢社会の課題に対する総合的な対応と、政策の立案機能の強化、災害への対応、市民協

働の推進、放射能対策の強化、東北中央自動車道の早期整備の支援に向け、市長直轄及び部長を

補佐する次長職の配置を行うとともに既存部の再編をする。 

 

１ 市長直轄 

(1)  市長直轄を新設する。市長直轄に総合政策課を新設、健康福祉部より健幸都市推進室を移

管する。総合政策課に政策調整係と行政経営係を新設する。 

①  市長の命を受け、政策の立案、各部に跨る政策の企画調整機能を強化し、市長のトップ

マネジメントの補佐を行う。 

２ 総務部 

(1) 総務企画部を総務部とし、企画調整課を廃止し、秘書広報課を新設する。秘書広報課に総

務課から秘書係と広報広聴係を移管、企画調整課からＣＡＴＶ室を移管する。 

① 市長の渉外機能の拡充と円滑化、市の情報を政策的に広報していくため秘書・広報広聴

機能の充実を図る。 

(2)  総務課に企画調整課より情報管理係を移管、文書法務係を新設する。 

 ① 地方分権の進展に対応した政策法務の充実、文書管理と情報管理の一元化を図る。 

３ 市民生活部 

市民生活部に放射能対策担当の次長を置く。放射能対策課の損害賠償係を生活支援係とする。 

(1) 災害等を教訓に緊急災害時における市民生活の安全、安心機能の強化を図る。 

(2) 除染計画に基づき、市内の除染、市民の健康管理、生活支援等の放射能対策を、速やかに

計画的に進めるため組織の強化を図る。 

４ 健康福祉部 

  健幸都市推進室を市長直轄に移管する。 

５ 産業部 

  産業部に放射能対策担当の次長を配置する。 

(1) 除染計画に基づき、農地、山林等の除染を速やかに計画的に進める組織の強化を図る。 

(2) 放射能の影響で出荷制限、風評により減収した収入を東電に請求する等、農業者、商工業

の生活の支援を進めていく。 

６ 建設部 

建設部に高速道路推進担当の次長を配置する。管理課の管理係を道路管理係に、維持係を住

宅管理係とする。霊山道路推進室を高速道路推進室とする。 

(1) 国が東北中央自動車道の10年以内の完成を目標に、その整備を加速する。併せて市は、そ

の支援のため、組織の強化を図る。 

(2) 同自動車道の建設に伴い、地域振興等の観点から、インターチェンジをはじめ、市の道路

建設計画の拡充等の検討を進める。 

(3) 原発事故により発生した放射能に汚染された道路等の除染を速やかに実行する。 
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※放射線対策課23.10.1設置

発達支援室

こども支援課 企画係 支援係

会計管理者 会計課 審査係 出納係

下水道課 管理係 下水道整備係

施設工事課 施設係 建設係

建築係

高速道路推進室

上下水道部 総務課 総務係 業務経理係

都市計画課 都市計画係 公園緑地係

次長
高速道路推進担当 管理課 住宅管理係 道路管理係

建設部 土木課 庶務係 用地係 建設係

商工観光課 商工労政係 観光物産係

国土調査室 国土調査係
放射能対策担当

産業部 農林課 農政係 農業振興係 農林土木係

次長

幼稚園 月舘保健センター

幼稚園の管理・運営は補助
執行で実施する

保原保健センター

保育園
霊山保健センター

伊達市保健センター 伊達保健センﾀｰ

梁川保健センター
こども部 こども保育課 保育係 幼稚園係 発達支援室

健康推進課 健康企画係 母子保健係 成人保健係 健康増進係

高齢福祉課
国保年金課 給付係 賦課係

こども支援課

介護保険係

社会福祉課

次長
兼福祉事務所長 高齢福祉課 高齢支援係

放射能対策課 健康管理係 除染対策係 生活支援係

健康福祉部 社会福祉課 地域福祉係 生活福祉係 障がい福祉係

総務担当、業務担当、市民福祉
担当、消防生活環境担当

市民協働課 協働推進係 地域づくり係 公民館 月舘体育館等

月舘総合支所 副総合支所長
次長

放射能対策担当 市民生活課 戸籍市民係 消費生活係 消費生活センター

市民生活部 環境防災課 防災安全係 環境係 斎場
（放射能対策政策監）

総務担当、業務担当、市民担
当、福祉担当、消防生活環境担
当

収納課 収納係 管理係
公民館 霊山体育館等

霊山総合支所 副総合支所長
税務課 市民税係 資産税係

公民館 保原プール 保原体育館等
契約検査室

ＣＡＴＶ室 保原総合支所 副総合支所長 総務担当、業務担当、福祉担
当、消防生活環境担当

財務部 財政課 財政係 管財係

公民館 梁川プール 梁川体育館等
秘書広報課 秘書係 広報広聴係

人事課 人事給与係 職員厚生係

梁川総合支所 副総合支所長 総務担当、業務担当、市民担
当、福祉担当、消防生活環境担
当

伊達体育館等

総務部 総務課 行政係 情報管理係 文書法務係

地域審議会 公民館 体育館等
公民館 ふるさと会館

総合支所内訳
伊達総合支所 副総合支所長 総務担当、業務担当、市民担

当、福祉担当、消防生活環境担
当

健幸都市推進室 健幸都市推進係

市　長　 副市長 総合支所 副総合支所長 地域づくり、市民、福祉、消防等

平成２４年度伊達市事務組織図（案）  　※アミ掛け部分が平成２４年度変更点　

市長直轄 総合政策課 政策調整係 行政経営係
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