
記 者 会 見 

 

 

日時：平成 23 年 9 月 1 日（木）14 時 

場所：伊達市役所 ２階委員会室１ 

 

 

１ 平成23年第５回伊達市議会定例会を開催 資料１ （総務企画部総務課） 

 (1) 会期  平成23年９月７日（水）～９月28日（水）（予定）  

(2) 提出議案  79件  

報告１件、人事 10 件、条例制定３件、条例の一部改正４件、 

補正 28 件、その他４件、決算 29 件 

 

２ 平成22年度伊達市決算の概要 資料２ （財務部財政課） 

   平成22年度伊達市の決算及び財政状況についてお知らせします。 

 

３ 平成23年度９月補正予算の概要  資料３ （財務部財政課） 

   一般会計補正予算（第５号）として、東日本大震災に係る災害復旧費、放

射能対策経費等の補正を行います。 

 

４ 平成 23 年度の除染計画 資料４ （除染対策プロジェクトチーム） 

市民の健康を守るため、計画的に除染を行います。 

 

５ 伊達市災害復興計画を策定 資料５ （総務企画部企画調整課） 

 東日本大震災からの復興対策が円滑に推進できるように、伊達市災害復興

計画を策定します。 

 

６ 伊達市市民活動支援センターを開設 資料６ （市民生活部市民協働課） 

市民団体設立や市民活動等の支援を行うため、伊達ふれあいセンター内に

市民活動支援センターを開設します。 

 

７ 伊達市立梁川病院等を移譲 資料７（梁川病院） 

   市立梁川病院及び梁川訪問介護ステーションは10月1日に公益財団法人仁

泉会へ移譲します。 



 

 

８ 組合立大枝小学校を廃止 資料８ （教育委員会教育総務課） 

   伊達市国見町大枝小学校組合立大枝小学校は 23 年度末で廃止し、24 年度

から新たに伊達市立大枝小学校を設置します。 

 

９ 伊達市合併５周年記念事業を開催 資料９ （総務企画部総務課） 

今年１月１日に伊達市合併５周年を迎え、記念事業として記念式典などを行

います。 

 

10 サマースクールに 1,223 名が参加 資料 10  

（教育委員会教育総務課、こども部こども支援課、月舘総合支所） 

７月 25 日から８月 23 日にかけて長野県や愛知県などで開催された、サマー

スクール（子ども夏の自然体験）事業に 1,228 名が参加しました。 
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平成23年第５回伊達市議会定例会提出議案概要                     

提出案件79件【報告１件、人事10件、条例制定３件、条例の一部改正４件、補正28件、その他４件、決算

29件】 

 

１．報告（１件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

報告第16号 

 

平成22年度伊達市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

（主な内容）                     資料２ 

【健全化判断比率】 

         伊達市の比率（早期健全化基準比率） 

 実質赤字比率   赤字なし  （12.57％） 

 連結実質赤字比率 赤字なし  （17.57％） 

 実質公債費比率  13.4％   （25.0％） 

 将来負担比率   92.6％   （350.0％） 

【資金不足比率】  

伊達市においては資金不足を生じている会計なし 

（根拠法令） 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項、第22条第１項 

財務部 

財政課 

 

２．人事（10件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第73号 

議案第74号 

議案第75号 

議案第76号 

議案第77号 

議案第78号 

議案第79号 

議案第80号 

議案第81号 

議案第82号 

 

 

 

 

 

伊達市梁川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 

伊達市堰本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 

伊達市白根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 

伊達市山舟生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 

伊達市富野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 

伊達市五十沢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 

伊達市富成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 

伊達市柱沢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 

伊達市上保原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 

伊達市金原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 

（提案の理由） 

 上記の財産区管理委員が平成23年9月30日をもって任期満了となるため、後

任委員を選任し、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 

産業部 

農林課 

 

 

資料１ 
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３．条例制定（３件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第83号 

 

スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につい

て 

（制定趣旨） 

スポーツ振興法にかわり制定されたスポーツ基本法の施行に伴い、関係す 

る複数の条例の整理を行うもの 

（関係する条例と主な内容） 

・伊達市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

 「スポーツ審議会委員」を「スポーツ推進審議会委員」に「体育指導委

員」を「スポーツ推進委員」に改める。 

・伊達市スポーツ振興審議会条例 

  「スポーツ振興審議会」を「スポーツ推進審議会」に改める。 

・伊達市市民プール条例 

  「スポーツ振興法」を「スポーツ基本法」に改める。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

総務企画部

総務課 

 

教育委員会

教育総務課

議案第84号 

 

伊達市病院事業の設置等に関する条例等を廃止する条例の制定について 

（制定趣旨） 

伊達市立梁川病院事業及び梁川訪問看護事業を廃止するにあたり、関係す

る複数の条例の廃止を行うもの 

（廃止するする条例） 

・伊達市病院事業の設置等に関する条例 

・伊達市立梁川病院使用料及び手数料条例 

・伊達市訪問看護事業の設置に関する条例 

・伊達市訪問看護手数料条例 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

梁川病院 

議案第85号 

 

伊達市立梁川病院等事業の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の制

定について 

（制定趣旨） 

伊達市立梁川病院事業及び梁川訪問看護事業を廃止するにあたり、従事し

ていた職員定数や給与等について変更が必要になるため、関係する複数の条

例の整理を行うもの 

（関係する条例と主な内容） 

・伊達市職員定数条例 

  梁川病院の職員及び梁川訪問看護ステーションの職員定数欄を削除

する。 

・伊達市職員の定年等に関する条例 

  医師及び歯科医師の定年欄を削除する。 

総務企画部

人事課 



 3

・伊達市職員の給与に関する条例 

  医療職の給料表及び初任給調整手当を削除する。 

・伊達市職員の特殊勤務手当に関する条例 

  医療職の特殊勤務手当を削除する。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

 

４．条例の一部改正（４件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第86号 

 

伊達市ケーブルテレビ放送施設条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

放送法等の一部を改正する法律の施行及び地上デジタル化に伴い、条例の 

一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

 通信・放送法体系の見直しに伴い、有線テレビジョン放送法、有線ラジオ

放送業務の運用の規正に関する法律及び有線放送電話に関する法律が廃止さ

れたこと等に伴い、引用法令条項等を改正する。 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

総務企画部

CATV室 

議案第87号 

 

伊達市税条例等の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地

方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、条例の一部を改正

するもの 

（改正の主な内容） 

①寄附金税制の拡充 

国税庁長官の認定を受けた特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法

人への寄附金であっても、市が市内の特定非営利活動法人を条例で指定す

れば寄附金税額控除の対象とするもの。また、寄附金税額控除の適用下限

額を5,000円から2,000円に引き下げるもの 

②租税罰則の見直し 

市民税に係る不申告、退職所得申告書の不提出、固定資産税納税管理人

に係る不申告、軽自動車税に係る不申告等の過料を３万円以下から10万円

以下に上限の額の見直しを行うもの 

 ③税負担軽減措置等の適用期限の延長 

  農業者が免税対象飼育牛１頭当たりの売却価格が100万円未満の肉用牛

であって、その肉用牛の頭数が2,000頭以内であるときは、その売却をした

日の属する年分の売却により生じた事業所得に対する所得税を免除するこ

とについてその適用期限を平成24年度から平成27年度まで延長するもの 

（根拠法令） 

財務部 

税務課 
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地方自治法第96条第１項 

議案第88号 

 

伊達市公衆便所条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、 

条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

 不適正に処理された廃棄物を発見したときの土地所有者等の通報努力義務

が新たに追加されたため、第１条中の引用法令条項を改正する。 

（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89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） 

平成23年度末での伊達市国見町大枝小学校組合の解散により組合立大枝小

学校が廃止され、平成24年4月1日より伊達市立大枝小学校を設置するため、

条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

 条例中の別表に伊達市立大枝小学校の名称及び住所を追加するもの 

（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

 

５．補正予算（28件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第90号 

 

平成23年度伊達市一般会計補正予算（第５号） 資料３ 

歳出 災害復旧事業387,336千円、放射能対策事業697,421千円、市立梁川

病院等事業精算経費15,772千円、決算剰余金に係る基金積立427,255

千円、その他事業38,503千円 

 歳入 市税△38,453千円、分担金及び負担金△336千円、国庫支出金75,771

千円、県支出金155,726千円、財産収入33,701千円、寄附金10,023千円、

繰入金182,359千円、繰越金774,386千円、諸収入205,110千円、市債

168,000千円 

 補正総額 1,566,287千円 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第91号 平成23年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 歳入の主な補正は、前年度繰越金額の確定による繰越金の追加及び東日本

大震災の被災に伴う国保税の減免及び療養給付の一部負担金等免除の特例措

置により、国保税減免見込額を減額し、特例措置に対して国庫補助金として

充当される災害臨時特例補助金の計上について補正をするもの 

 歳出では、一部負担金等の免除により増額が見込まれる保険給付費（療養

給付費）へ補正及び人事異動に伴う人件費の補正をするもの 

 補正総額 9,665千円 

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92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１号) 

 歳入の主な補正は、前年度繰越金額の確定による繰越金の追加、前年度後

期高齢者保険料収納額確定に伴う滞納繰越保険料の増額補正及び事務費繰入

金について補正をするもの 

 歳出では、収納が見込まれる滞納繰越分保険料と繰越された平成22年度出

納整理期間内保険料収納分を広域連合に納付するため納付金の増額補正及び

人事異動に伴う人件費の補正をするもの 

 補正総額 9,218千円 

 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93号 平成23年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 歳入の主な補正は、前年度繰越金額と介護給付費の実績報告に基づく国庫

支出金の追加交付による補正をするもの 

 歳出では、平成22年度の介護給付費と地域支援事業の実績報告に基づく国、

県、支払基金、一般会計への返還金と基金積立金の補正をするもの 

 また、震災による被害と特定避難勧奨地点に指定された被保険者の介護保

険料、利用料の一部負担金、食費・居住費の減免分の補正をするもの 

補正総額 179,627千円 

 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94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１号） 

 歳入の主な補正は、前年度繰越金額の確定による繰越金の追加及び職員給

与費の減及び前年度繰越金充当による繰入金の減額補正をするもの 

 歳出では職員給与費の減額補正をするもの  

補正総額 △７千円 

 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95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１号） 

 歳入の補正は、前年度繰越金額の確定による繰越金の追加補正をするもの 

 歳出では前年度歳計剰余金の財政調整基金へ積立による補正増及び職員給

与費等の追加補正をするもの 

補正総額 26,260千円 

 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96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３号) 

 災害復旧事業の次年度への繰越し設定のための補正 

 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97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４号) 

 歳入の主な補正は、国庫補助金、県補助金、一般会計繰入金、市債の減額

及び前年度繰越金額の確定による繰越金の追加等の財源補正をするもの 

 歳出では総務費、下水道管理費及び公債費の追加、下水道建設費の減額等

による減額補正をするもの  

上下水道部

下水道課 
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 補正総額 △74,978千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

議案第98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１号)

 歳入の主な補正は、使用料の充当先の変更、前年度繰越金額の確定による

繰越金の追加等の財源補正をするもの 

 歳出では一般管理費の減額補正、基金積立費の追加等の補正をするもの 

 補正総額 2,871千円 

 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99号 平成23年度伊達市工業団地特別会計補正予算（第１号） 

 前年度繰越金額の確定により繰出金の追加の補正をするもの 

 補正総額 24千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

産業部 

商工観光課

議案第100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１号） 

 前年度繰越金額の確定により、繰越金を976千円増額し、一般会計繰入金を

976千円減額する補正をするもの 

 補正総額 0千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

総務企画部

企画調整課

議案第101号 

議案第102号 

議案第103号 

議案第104号 

議案第105号 

議案第106号 

議案第107号 

議案第108号 

議案第109号 

議案第110号 

議案第111号 

議案第112号 

議案第113号 

議案第114号 

 

 

 

 

平成23年度伊達市梁川財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成23年度伊達市堰本財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成23年度伊達市白根財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成23年度伊達市山舟生財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成23年度伊達市富野財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成23年度伊達市五十沢財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成23年度伊達市富成財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成23年度伊達市柱沢財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成23年度伊達市上保原財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成23年度伊達市金原田財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成23年度伊達市掛田財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成23年度伊達市小国財産区特別会計補正予算（第１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１号） 

平成23年度伊達市大石財産区特別会計補正予算（第１号） 

各財産区特別会計予算の前年度繰越金額が確定したため、繰越金等の補正

をするもの 

 補正総額 △470千円 

 根拠法令：地方自治法第218条第１項 

産業部 

農林課 

議案第115号 平成23年度伊達市水道事業会計補正予算(第１号) 

 給与改定、人事異動による人件費の補正及び予備費等の補正をするもの 

 補正総額 収益的支出  2,330千円  

資本的支出 △2,194千円 

 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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議案第116号 平成23年度伊達市病院事業会計補正予算(第１号) 

 平成23年9月30日をもって病院事業を廃止するため、予算を整理調整する補

正をするもの 

 補正総額 収益的収入  201,302千円 

      収益的支出 △199,876千円 

 根拠法令：地方公営企業法第24条 

梁川病院 

議案第117号 平成23年度伊達市訪問看護事業会計補正予算(第１号) 

 平成23年9月30日をもって訪問看護事業を廃止するため、予算を整理調整す

る補正をするもの 

 補正総額 収益的収入 △22,098千円 

      収益的支出 △24,480千円 

 根拠法令：地方公営企業法第24条 

梁川病院 

 

６．その他（４件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第118号 財産の処分について 

（提案の理由） 

 市立梁川病院等が所有する土地、建物、その他の資産を後継法人である公

益財団法人仁泉会に譲渡等するため、議会の議決を求めるもの 

（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 

梁川病院 

議案第119号 

 

 

伊達市国見町大枝小学校組合の解散に関する協議について 

平成24年３月末日をもって伊達市国見町大枝小学校組合を解散することに

ついて議決を求めるもの 

根拠法令：地方自治法第288条及び第290条 

教育委員会

教育総務課

議案第120号 

 

 

伊達市国見町大枝小学校組合の解散に伴う財産処分に関する協議について 

平成24年３月末日をもって伊達市国見町大枝小学校組合の解散に伴う財産

処分について議決を求めるもの 

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121号 

 

姉妹都市の提携について 

 松前藩を通じて深い歴史的関係をもっている北海道松前町と文化、経済、

観光等の分野において友好親善を深め、相互の繁栄と進展をもたらすため、

姉妹都市の提携をするもの 

総務企画部

総務課 

 

７．決算（29件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第122号 

議案第123号 

平成22年度伊達市一般会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

財政課 

国保年金課
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議案第124号 

議案第125号 

議案第126号 

議案第127号 

 

議案第128号 

 

議案第129号 

議案第130号 

 

議案第131号 

議案第132号 

議案第133号 

議案第134号 

議案第135号 

議案第136号 

議案第137号 

議案第138号 

議案第139号 

議案第140号 

議案第141号 

議案第142号 

議案第143号 

議案第144号 

議案第145号 

議案第146号 

議案第147号 

議案第148号 

 

議案第149号 

議案第150号 

 

 

 

平成22年度伊達市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市梁川簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

平成22年度伊達市月舘簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

平成22年度伊達市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市粟野地区農業集落排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

平成22年度伊達市工業団地特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市つきだて花工房特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市梁川財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市堰本財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市白根財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市山舟生財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市富野財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市五十沢財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市富成財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市柱沢財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市上保原財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市金原田財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市掛田財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市小国財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市大字掛田財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市大石財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

平成22年度伊達市水道事業会計決算認定について 

 

平成22年度伊達市病院事業会計決算認定について 

平成22年度伊達市訪問看護事業会計決算認定について 

 平成22年度一般会計、特別会計及び企業会計(29会計)の決算について、監

査委員の意見を添えて議会の認定に付するもの 

 根拠法令：地方自治法第233条第３項 地方公営企業法第30条第４項 

国保年金課

国保年金課

高齢福祉課

上下水道部

総務課 

上下水道部

総務課 

下水道課 

下水道課 

 

商工観光課

企画調整課

月舘総合支所 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

農林課 

上下水道部

総務課 

梁川病院 

梁川病院 

 

９月１日 記者会見資料 

総務企画部 総務課 

電話 575-1111   



  

 

平成22年度伊達市決算の概要 

１ 一般会計の概要 

 

平成22年度一般会計の歳入決算額は293.6億円、歳出決算額は276.3億円で、形式

収支（歳入－歳出）は17.4億円となった。 

そのうち、7.6億円の翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は9.7億円

となり、実質単年度収支は22.0億円の黒字となった。この結果、財政調整基金の年

度末残高は合併後最高額の31.6億円となった。 

 

※ 特殊要因…臨時収入（福島地方広域行政事務組合返還金・土地開発基金） 

 

（単位：千円） 

 
歳入決算額 歳出決算額

形式収支 

(差引残額)

翌年度に繰り

越すべき財源 
実質収支 

実質単年度

収支 

平成22年度 29,362,600 27,627,272 1,735,328 760,942 974,386 2,197,355

平成21年度 28,909,521 27,135,655 1,773,866 785,380 988,486 593,913

平成20年度 28,038,002 25,666,933 2,371,069 1,644,839 726,230 436,487

平成19年度 26,059,293 25,238,498 820,795 44,614 776,181 △825,697

※ 実質単年度収支…単年度収支から実質的な黒字要素（財政調整基金積立金、地   

方債繰上償還額）や赤字要素（財政調整基金取崩し額）を加減したもので、当

該年度における収支を把握するための指標 

 

２ 財政状況等の推移 
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３ 健全化判断比率及び資金不足比率 

（ ）は、早期健全化基準の数値 

 ◆ 実質赤字比率・連結実質赤字比率 

いずれにおいても、昨年同様赤字なし 

◆ 実質公債費比率…標準財政規模に対する公債費等の割合を示す指標 

繰上償還による元利償還金の減、臨時財政対策債の増により1.2ポイント改善 

◆ 将来負担比率…標準財政規模に対する地方債などの将来負担額の割合を示す指標 

財政調整基金や普通交付税算入公債費の増等により33.1ポイント改善 

 

４ 一般会計以外の決算状況 

【特別会計】                  （単位：千円） 

特別会計名 歳入決算額 A 歳出決算額 B 
収 支 

(A-B) 

国民健康保険 7,653,680 7,251,669 402,011 

老人保健 10,413 10,413 0 

後期高齢者医療 606,823 606,147 676 

介護保険 5,085,302 4,945,765 139,537 

梁川簡易水道事業 199,659 192,208 7,451 

月舘簡易水道事業 117,112 89,590 27,522 

公共下水道事業 979,549 907,587 71,962 

粟野地区農業集落排水処理事業 18,680 10,296 8,385 

工業団地 6,355 6,331 24 

月舘宅地造成事業 12,211 11,234 977 

つきだて花工房 115,403 115,403 0 

財産区（14会計） 15,447 9,554 5,893 

全会計合計 14,820,636 14,156,197 664,439 

 

【企業会計】                            （単位：千円）

企業会計名 歳入決算額 A 歳出決算額 B A-B 

水道事業会計 1,591,684 1,453,663 138,021

病院事業会計 417,204 404,379 12,825

訪問看護事業会計 48,325 47,759 566

 

（単位：％）

実質公債費比率 
区  分 

実質赤字

比率 

連結実質

赤字比率 ３箇年平均 当該年度 

将来負担

比率 

資金不足

比率 

－ － 13.4 11.8  92.6 － 
平成22年度 

（ 12.57 ） （ 17.57 ） （ 25.0 ） （ 25.0 ） （ 350.0 ） （ 20.0 ）

－ － 14.6 13.9  125.7 － 
平成21年度 

（ 12.62 ） （ 17.62 ） （ 25.0 ） （ 25.0 ） （ 350.0 ） （ 20.0 ）

22・21比較 － － ▲1.2 ▲2.1 ▲33.1 － 

9月1日 記者会見資料 

財務部 財政課 

電話 575-1189   



○一般会計補正予算（第５号）

１ 歳入歳出予算の補正
補正前の額 30,227,042 千円　　　財源

補正額 1,566,287 千円

補正後の額 31,793,329 千円

２ 主な事業内容
　(1) 東日本震災に係る災害復旧事業 387,336千円
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

　(2) 放射能対策事業 697,421千円

①

②

保原小学校校舎等解体事業　205,000千円
　東日本大震災により被災した保原小学校について、校舎・プールの解体を実施する。今年度に実施することにより、国庫補助事業として取り組むこと
ができるもの。（国庫補助事業）

道路橋梁災害復旧事業　△45,031千円
　東日本大震災により被災した道路橋梁について、災害査定・詳細設計により事業費が確定したため予算額を減額するもの。

　放射線量の高い公共施設の線量を低減させるため、施設内の表土、側溝等の砂を除去する。

　被災家屋解体処理支援事業のため、半壊以上の家屋調査を委託するもの。（国庫補助事業）

　避難所光熱水費、美術品修繕等。

消防屯所災害復旧事業　62,296千円

集会施設整備事業費補助金交付事業　2,141千円

月舘体育館等災害復旧事業　2,461千円
　東日本大震災により被災した月舘体育館、屋内ゲートボール場について復旧事業を実施する。（国庫補助事業）

月舘保育園災害復旧事業　1,754千円
　東日本大震災による液状化現象で被害を受けた月舘保育園浄化槽について復旧事業を実施する。
つきだて花工房災害復旧事業　39,614千円
　東日本大震災により被災したつきだて花工房の玄関ホール、客室、浴室等について復旧事業を実施する。

平成23年度9月期補正予算の概要

一般会計補正予算（第５号）は、東日本大震災に係る災害復旧経費、放射能対策経費、市立梁川病院等事業精算経費、決算剰余金が確定したことによる法定の
財政調整基金への積立等について補正を行う。

国庫支出金75,771千円、県支出金155,726千円、繰入金182,359千円、繰越金774,386千
円、諸収入等210,045千円、市債168,000千円
（財政調整基金残高見込　2,728,139千円）

被災家屋解体処理支援事業　11,016千円

　東日本大震災により被害を受けた３ヶ所の消防屯所について復旧事業を実施する。（国庫補助事業）

公共施設表土除去事業　120,000千円

その他災害復旧関連経費　2,585千円

　東日本大震災により被害を受けた集会所の緊急修繕経費に対して補助金を交付する。補助率1/2以内

　激甚災害に伴いがけ崩れ等が発生したことにより、人家2戸以上に著しい被害を及ぼすと認められた箇所においてがけ崩れ防止工事実施する。
　（国庫・県補助事業）

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業　40,000千円

梁川小学校改築事業　65,500千円
　東日本大震災により被災した梁川小学校について、改築工事を早急に進める必要が生じたため測量・基本設計業務を実施する。（合併特例債事業）

特定避難勧奨地点等住宅除染事業　160,000千円

　高線量地域である特定避難勧奨地点を重点的に、線量を低減させるため生活空間である住宅を除染する。

資料３



③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

　(3) 市立梁川病院等事業精算経費 15,772千円

①

②

　(4)決算剰余金に係る基金積立 427,255千円

①

　(5)その他 38,503千円

①
②
③

④
⑤

農地等除染事業　100,000千円
　田、畑、採草地等の線量を低減させるため、土壌の除染を実施する。

財政調整基金積立　427,255千円

　10月1日に経営移譲される梁川訪問看護事業ステーション事業に係る9月以前分未払金。

　特定避難勧奨地点に指定された下小国地区の児童を対象に、地区内を巡回するスクールバスの運行経費。

　放射線量の高い都市公園等の線量を低減させるため、施設内の表土、側溝等の砂を除去する。（県補助対象事業）

平成22年度障がい者自立支援給付費等負担金返還金　59,300千円

飯舘村給食受託等事業　13,708千円
　飯舘村からの要請に基づき、川俣町に緊急避難している飯舘村小中学校の給食事業を受託実施する。費用は、飯舘村からの給食事業受託事業収入によ
り賄う。

被災住宅応急修繕支援事業　20,800千円

　半壊以上住宅の応急修繕経費について、1件52万円を限度として費用を負担する。（災害救助法適用）

その他　△4,035千円

広報紙災害対策号発行経費　4,274千円

　毎週木曜日に発行している「災害対策号」の発行経費。

商工業者保証協会保証料補助事業　30,000千円
　東日本大震災及び原発事故により被害を受けている市内商工業者の負担を軽減するため、福島県震災対策特別資金及びふくしま復興特別資金を借入す
る際の保証料を補助する。上限額1件50万円×60件（6月補正50万円×50件＝25,000千円計上済み）

りょうぜん紅彩館運営事業　14,245千円
　東日本大震災及び原発事故の影響により、りょうぜん紅彩館利用者が激減したため指定管理委託料を増額する。

市立梁川病院事業精算経費　15,479千円

　10月1日に経営移譲される市立梁川病院事業に係る9月以前分未払金。
梁川訪問看護事業ステーション事業精算経費　293千円

予備費　50,000千円

都市公園等表土除去事業　249,700千円

その他放射能対策経費　△19,178千円
　大枝小学校表土除去、エアコン設置工事分等。

事業見直しにかかる歳出の減額　△70,594千円

　福島県地域づくり総合支援事業が採択され、補助金を活用して「伊達市市民活動支援センター」を開設する。（県補助事業）
福島県地域づくり総合支援事業　3,832千円

伊達市復興計画策定事業　600千円 　　　

　東日本大震災、福島第一原発事故からの復旧・復興に向けた今後のまちづくりの姿勢や方向性を示す復興計画を策定する。

小国小スクールバス運行事業　2,772千円

９月１日　記者会見資料
財務部　財政課

電話　575-1189

資料５
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平成 23 年度の除染計画 

 

１ 特定避難勧奨地点地域の除染 160,000 千円 

除染は放射線量が高い地域から優先的に行うべきである。また、日常生活にお

いて最も長く滞在することが想定される自宅とその周辺は、除染を行うことにより

実質的な被ばく線量の低減効果が高い場所である。 

このことから、空間線量が高く、特定避難勧奨地点がある地域の住居周辺の除染

を先行して行っていく。小さな子どもがいる家は特に配慮する。 

・ 工事費        150,000 千円（1,000 千円×150 件） 

・ 線量管理、指導監督   10,000 千円 

 

２ 公共施設の除染 120,000 千円 

公共施設についても線量が高い地域から順位づけをし、計画的に行っていく。 

・ 除染予定施設 

坂ノ上集会所、りょうぜん紅彩館、小国ふれあいセンター、つきだて花工房、 

月舘運動場     

 

３ 農地の除染 100,000 千円 

農地については実証実験を行い、その効果を検証しながら面的な広がりをもっ

た除染に努めていく。 

収穫の終わった桃畑の表土を先行させ、水田についても各種の実証実験の結果

を検証しながら取り組んでいく。 

 

４ 公園の除染  249,700 千円 

福島県都市公園環境緊急改良事業を活用し、公園の除染を行う。 

                    

５ 管理型仮処分場 

除染に当たっては、放射性廃棄物の処分の問題がある。市内に管理型の仮処分

場を建設しなければ、除染が進まなくなる。 

管理型の仮処分場の場所を早急に選定し、建設に向けた取り組みを行っていく。 

 

９月１日 記者会見資料 

除染対策プロジェクト・チーム 

電話 575-1177（市民生活部 市民協働課） 
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伊達市災害復興計画を策定 

 東日本大震災からの復興に向け、伊達市災害復興計画を策定する。 

 

１ 目的 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により、今まで経験したことのない

被害を受けた。特に放射能災害は市民生活全般に影響するものであり、震災対策全

般における中心的な課題である。 

これらの震災対策に対して、市の取り組み方針を明らかにし、円滑に対策が推進

できるよう「伊達市災害復興計画」を策定するもの。 

 

２ 計画期間 

放射能災害対策は長期化が予想されるため、計画期間は当面 10 年間とする。 

 

３ 計画の柱（案） 

伊達市の現状を念頭に国･県の復興の基本方針などを参考としながら、次の事項

を取り組むべき主要な柱として計画策定を行う。 

 (１) 放射性物質の除染対策 

 (２) 市民の健康管理対策 

 (３) 風評被害対策 

 (４) 放射能災害に対する損害賠償支援 

 (５) その他 

  

４ 計画策定の組織体制 

 ・ 外部委員による策定委員会（学識経験者、関係団体の代表者など） 

 ・ 職員による庁内策定委員会 

 

５ 今後のスケジュール 

 ・ 各委員会等による検討や市民からの意見を徴し速やかに策定する。 

   （年内を目途） 

 

 

 

 

 

９月１日 記者会見資料 
総務企画部 企画調整課 
電話 575-1142 
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伊達市市民活動支援センターを開設 

平成22年度に設置された「伊達市市民活動支援センター開設準備委員会」で検討さ

れてきたものを具体化するため、福島県地域づくり総合支援事業（地域協働モデル事

業）補助金を活用し、「伊達市市民活動支援センター開設・運営」を行います。 

 

１ 開設場所 伊達ふれあいセンター内（伊達市箱崎字川端７番地） 

 

２ 運営主体 伊達市、伊達市社会福祉協議会、ＮＰＯ法人夢ネットワーク、 

ＮＰＯ法人ひろせ （４団体による協議体） 

 

３ 主な運営内容  

（１）相談業務 

市民活動への参加、市民団体の設立・運営、法人化等市民活動上の課題・問題

など、市民活動に関する幅広い分野についての総合相談 

（２）市民活動に関する情報収集及び提供 

  ① 市内の市民活動団体に関する情報のデータベース化 

② 市民活動に関する、人材募集・紹介など情報収集・提供、データベース化 

③  市民活動「助成情報」及び「協働のまちづくり」の関連情報の収集、データ

ベース化 

④ 「支援センター機関紙（情報紙）」の発行 

⑤  支援センターホームページの作成 

⑥   その他、情報収集及び提供全般に関すること。 

（３）引き合わせ（マッチング、コーディネート）機能の提供に関する業務 

  ①  個別相談者への引き合わせ 

・ 相談案件に対して必要に応じ、登録された団体・企業や個人との引き合わせ

るなどを行い、相談者の問題解決に努める。 

  ②  引き合わせ情報のデータベース化 

  引き合わせ機能を十分に発揮できるようにするため、市民活動団体や地域団

体などの情報及び引き合わせ結果などのデータベース化 

（４）放射能被害からの復興支援（除染等）に関する業務 

放射能被害に係る除染及び健康管理に関する情報の発信 

 

４ 運営経費 4,593千円（今回補正額3,832千円） 

（１）経費の内容 

事業・管理運営委託料（2,500千円）、ホーページ開設運用委託、事務用備品、

消耗品等   

（２）財源（県補助金） 

福島県地域づくり総合支援事業（地域協働モデル事業）補助金（4,432千円） 

 

資料６ 

９月１日 記者会見資料

市民生活部 市民協働課

電話 575-1177 



伊達市立梁川病院等を移譲 
 
伊達市立梁川病院及び梁川訪問看護ステーションについては、梁川病院検討

委員会の提言を受け、公益財団法人仁泉会に譲渡することになった。 

その後仁泉会との協議を重ね、平成 23 年８月 29 日に「伊達市立梁川病院等

の移譲に関する協定」の締結を行い、本年 10 月１日付けで梁川病院等の移譲を

確認したところである。 

 

１ 民間譲渡によるメリット 

（１）入院患者は現状のまま引継がれるため、転院の心配がない。外来患者に

ついても、同様に引継がれ、利用者に不便をあたえることはない。 

（２） 実質診療科目として、泌尿器科、皮膚科、リハビリテーション科が増え、

利用者の利便性の向上が図られる。 

（３） 診療のない科目については、同法人が経営する他の施設との連携により、

診療体制の充実が図られる。施設間はシャトルバスが運行される。 

（４）外来・入院患者の受け入れの継続を軸に、予防医療、健康増進教育活動

に取組み、在宅医療拠点のひとつとして機能させるとともに、高度先進医

療への接続機能を果たすことができる。 

 

２ 財政的なメリット 

（１）病院施設（敷地を含む）は、現状のまま譲渡することとなり、財産売払

いによる収入が見込まれる。 

（２） 医業（事業）収支の赤字を補填するための一般会計補助金が不要となる。 

（３）病院等の運営に係る職員の人件費及び施設維持管理費等が不要となる。 

    

３ 移譲に係る内容 

（１）経営移譲日    平成23年10月１日 

（廃止条例、財産処分について９月定例議会に提案） 

（２）診療科目    内科、外科、整形外科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、 

皮膚科、リハビリテーション科（７科を標榜） 

（３）病床類型    介護療養型病床（50床） 

（４）訪問看護事業  事業を引継ぐ。ニーズがあれば体制強化を図る。 

資料７ 



４ 民間委譲の経緯 

伊達市立梁川病院は、昭和 33 年に梁川地域医療の核としてスタートしてき

たが、平成 10 年頃から民間の地域医療の充実に伴い経営状況が芳しくなくな

り、近年は累積赤字が増加し続ける中で医療体制の脆弱化もあり、医療の方向

性と経営改善のための検討を重ねてきた。 

平成 18 年６月に医療制度改革関連法案の成立により、介護療養型病床につ

いては平成 23 年度末をもって廃止されることとなった。 

梁川病院検討委員会より、県北二次医療圏域において民間譲渡の選択肢を

視野に入れることの提言を受け、地域における民間の医療体制は充実している

ことから、民間への委譲を前提に梁川訪問看護ステーションと合わせてプロポ

ーザル方式による公募を行った。 

審査の結果、公益財団法人仁泉会を後継医療機関として選定したところで

ある。 

 

５ 梁川病院の経過と現状 

（１）病院の経過 

昭和33年 ８月    梁川町国民健康保険直営診療所として開所 

昭和37年 ４月   梁川町国民健康保険病院となる 

平成12年 ４月    訪問看護ステーションを併設 

平成15年 10月   経営改善を図るため、介護療養型病床に転換（50床） 

平成18年 １月   合併により伊達市立梁川病院となる 

平成18年 ６月   法改正により、平成23年度末をもって介護療養型病

床の全廃が決まる 

（２）病院経営に係る検討経過 

平成19年 ２月～ 梁川病院経営検討委員会（内部職員８名、３回開催） 

平成20年 ２月～  梁川病院経営検討懇談会（地域審議会委員外外部委

員31名、３回開催） 

「財政的に、経営は困難」との結論に至る。 

  平成21年 ３月～ 梁川病院検討委員会（福島医大葛西教授外外部委員

10名、６回開催） 

「梁川病院等の廃止はやむを得ない。民間譲渡の選

択肢も視野に入れること」などの内容を盛り込んだ

提言を受ける。 

平成22年 11月～ プロポーザル方式により譲渡先を公募 

平成23年 １月  伊達市立梁川病院等の移譲先を（財）仁泉会医学研

究所に決定 

平成23年 ８月  移譲先法人 公益財団法人仁泉会との協定締結（平

成23年8月組織変更） 

 

    

９月１日 記者会見資料 

梁川病院 

電話 577-2155  



 

 

組合立大枝小学校を廃止 

 
平成24年３月31日をもって伊達市国見町大枝小学校組合を解散し、４月１日から、新たに

伊達市立大枝小学校を設置する。 

解散協議・財産処分協議の調印は、伊達市・国見町双方の議会で議決を受けた後の９月末

の予定である。 

 

１ 解散までの経緯 

（１）組合の沿革 

昭和29年７月  国見町に合併した大枝村のうち東大枝地域が梁川町に編入合併。旧

大枝村は分村する。 

学校を存続させるため国見町梁川町大枝小学校組合を設置。組合立

の小中学校となった。 

  昭和36年３月  中学校閉校。小学校のみ存続する。 

  平成３年４月  現校舎完成 

平成18年１月  合併により名称変更。伊達市国見町大枝小学校組合となる。 

（２）国見町における小学校適正配置計画 

平成20年10月 「国見町小学校適正配置検討委員会」を設置。平成21年８月町に対し

て答申する。 

平成21年12月 「国見町小学校適正配置計画」を策定。５つの小学校を町中心部の小

学校に統合させるなどの方針を示す。なお、組合立大枝小学校につい

ては、組合教育委員会、保護者・地域の考えを十分尊重するとした。 

 （３）組合教育委員会の対応 

組合教育委員会は、国見町からの小学校適正配置計画策定報告を受け、平成22年６

月と11月の２回にわたり、東大枝地域懇談会を開催。国見町の計画の説明と地域や保

護者のご意見を拝聴してきた。 

（４）解散・財産処分の協議 

伊達市と国見町は、解散に伴う財産処分協議を開催（３回）し、概ね同意に達した。 

財産処分の内容は、組合所有の土地、建物、地方債償還などすべての財産を、伊達

市に承継させることになった。 

 

２ 大枝小学校の今後の運営 

解散後の大枝小学校は市立大枝小学校として伊達市が運営する。 

平成24年度予想児童数は21名で、完全複式校となる見込みである。 

資料８ 

９月１日 記者会見資料 

教育委員会 教育総務課 

電話 577-3245   



伊達市合併５周年記念事業を開催  
 

 平成 23 年１月１日で合併５年目を迎えたことを市民の皆さんと喜び、あわせて、

放射能に負けず市民の皆さんと力を合わせて頑張っていくため、伊達市合併５周年記

念事業を実施します。 

 

１ 伊達市合併５周年事業「だてな復魂祭」 

（１）日 時  平成 23 年９月 17 日（土） 午後０時～午後９時 

（２）場 所  保原市民センター、保原公民館駐車場、陣屋通り 

（３）内 容  伝統芸能「新田獅子舞・大石北又獅子舞等」（予定） 

山車共演「各地域の山車」 

飲食コーナー、物販コーナー 

 

２ 北海道松前町との姉妹都市締結式  

（１）日 時  平成 23 年 10 月１日（土） 午後３時 

（２）場 所  伊達市役所シルクホール 

（３）内 容  姉妹都市明約書署名、記念品交換、記念植樹 

   

３ 伊達市合併５周年記念式典 

伊達市は本年１月１日に合併５周年を迎え、伊達市合併５周年記念式典を開催

します。 

（１）日 時  平成 23 年 10 月２日（日）午前 10 時（開式） 

（２）場 所  ふるさと会館 

（３）内 容 

  ① 伊達市の花・木・鳥の発表 

  ② 北海道松前町との姉妹都市締結の報告 

  ③ 「伊達なまち 未来の伊達市」作文コンクール最優秀賞作品発表（４名） 

  ④ アトラクション（伊達市伝統芸能、合唱など） 
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北海道松前町と伊達市とのかかわり 

 

北海道松前町と旧梁川町は姉妹都市を結んでいましたが、合併５周年を機会に記念事

業として、新たに松前町と本市が姉妹都市を結びます。 

松前町と旧梁川町が姉妹都市を結ぶことになったのは、1807年から1821年にかけて松前

藩が梁川に移封されたことがきっかけで、藩士たちが松前と梁川を往復したことによるゆ

かりの品や文化も多く、そのことが縁で昭和59年10月15日、松前町と梁川町が姉妹都市を

締結しました。 

松前町は北海道の最南端に位置し、西は日本海、南は津軽海峡に面し、東西約50km、

面積は293.09k㎡で、国道228号線沿いに集落が形成されています。春には約１カ月にわ

たって250種１万本の桜が咲き競う桜の名所で、松前城とともに松前を語る代名詞になっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜松前藩梁川移封から復帰までの経緯＞ 

●松前藩の成り立ち 

 松前藩は、天正18年（1590年）、現在の道南・松前地方で勢いのあった蠣崎慶広が豊臣

秀吉から「蝦夷島王」と認められて以来、蝦夷地を独占的に支配してきた。 

 徳川の時代となってからは地名に合わせて姓名を松前氏と改め、徳川幕府から蝦夷地支

配権を認められた。松前藩の地位は、江戸初期は蝦夷島主として客臣扱いであったが、徳

川綱吉の頃に旗本待遇に、享保４年（1719年）から１万石格の大名となった。  

 

●移封の経緯 

 寛政４年（1792年）、ロシアの南下に対する世論が盛り上がり、ロシア使節ラックスマ

ンが根室に来るなどしたため、幕府は松前藩だけの力では蝦夷地の防衛は至難であると考

えた。そこで、段階的に松前藩から領地を召し上げ、警備と開拓を図り領土の保全を図ろ

うとした。 

また、前藩主道広の時代、道広の浪費のために藩政が極度に困窮し、松前藩は再三にわ

【北海道松前町位置図】 【復元された松前城】 



たって幕府から戒告を受けていた。隠居後の道広に対し永蟄居の命が下ったことからも、

この移封は一種の懲罰と考えられる。 

松前藩は、文化４年（1807年）、蝦夷地、唐太とその属島を全て公収し９千石の小名に

降格となり、陸奥国伊達郡梁川に移封させられた。 

 松前藩の移封前の石高は１万石だったが、実収は５、６万石相当であった。従来の家臣

を全部抱え込んだまま梁川に移ることはできず、結局、梁川に連れていけたのは士族76

人、足軽33人とその家族で、松前時代の半数に満たなかった。 

 

●梁川に移封されてから 

 梁川に移ってからの松前藩は節約に努めた。衣類は木綿、年忌法要の料理は一汁二菜、

塗り下駄・絹緒の草履の禁止など、13項目にわたって細々と規制した触書を領内に出し、

生み出した余裕を将軍家への贈り物にあてられた。移封後14年間苦痛の生活を強いられた

が、文政４年（1821年）、旧領松前復帰が認められた。 

 松前藩の松前復帰から35年後の安政３年（1856年）、梁川は松前藩の飛領となり、明治

を迎えた。 

 



伊達市サマースクール（子ども夏の自然体験）事業 

 

 東日本大震災において、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、夏休みを利用し心身ともにリラックスし自然体験活動や交流体験活動が行え

るような事業を実施し、子どもの健全育成等を図ることができました。 

事業実施にあたりましては、各自治体や各団体からご支援、ご協力をいただきまし

た。特に、交通費、宿泊費、滞在期間中の事業運営まで万般にわたるご支援をいただ

きましたことに対して厚く御礼申し上げます。 

 

１ 事業の内容と実績  

10 事業 19 回実施  参加総数 1,228 人 

 

２ 子どもたちの成長 

今回のキャンプを通して貴重な体験をしたことはもちろんですが、家族の話から

子どもの成長が伺えることができました。 

・ 自分のことを自分でするようになった。洗濯までしている。 

・ 家族とよく話すようになった。 

・ 手伝いをするようになった。 

・ 家族にやさしくなり、ありがとうと言うようになった。 

・ 言いつけや話を素直に聞くようになった。 

 

３ 子どもたちへの支援 

  滞在先でお世話になった方からのお話から、震災による子どもたちの心の痛手や

お世話いただいた方々の子どもたちに対する思いを強く感じたところです。 

   

 

 

資料 10 

「キャンプ中、小さな物音や揺れに敏感になっている子どもたちの姿を見まし

た。怖い思いをしたことが分かり、子どもたちの心の痛みや精神的なショック

の大きさが笑顔の奥に垣間見え、心が痛みました。キャンプの中で、つかの間

でも子どもたちに楽しいと感じてもらい、これからの生活を乗り切る支えにな

って頂けたなら幸いです。 

今後も福島の子どもたちを応援し続けていきたい気持ちを一層強くいたしま

した。」              

～お世話いただいた方からのお手紙より～

９月１日 記者会見資料 

教育委員会教育総務課 電話 577-3245  

こども部こども保育課 電話 577-3141  
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伊達市サマースクール（子ども夏の自然体験）事業 参加実績 

事業名 主催・共催 場所 日時 対象 参加者数 

信州サマーキャンプ 長野県東日本大震災県民本

部 

長野市、東御市、

千曲市、阿智村 

第１期 ７月 25 日～７月 29 日 

第２期 ８月 １日～８月 ５日 

小学５，６年生児童 
439 

川崎サマースクール 「福島県の子どもたちとと

もに」川崎市民の会 

神奈川県川崎市 ８月 ８日～８月 12 日 就学前の幼児と保護者 
41 

星空観察サマーキャンプ 伊達市 

支援：東京都大田区 

   区所有林間学校施設

長野県南牧村 第１期 ７月 25 日～７月 28 日 

第２期 ８月 ２日～８月 ５日 

第３期 ８月 17 日～８月 20 日 

小学１～4年生と保護者 

305 

信州の高原リフレッシュ 伊達市 

支援：長野県南牧村 

   南牧村商工会 

長野県南牧村 第１期 ７月 25 日～７月 28 日 

第２期 ７月 29 日～８月 ２日 

第３期 ８月 17 日～８月 20 日 

就学前の幼児と保護者 

81 

会津高原サマーキャンプ 伊達市 

「ふくしまっ子夏の体験活

動応援事業」＝福島県補助

南会津町 

会津高原リゾート 

第１期 ８月 ７日～８月 10 日 

第２期 ８月 10 日～８月 13 日 

第３期 ８月 13 日～８月 16 日 

小学 1～6年生 

（保護者同伴可） 247 

会津の夏・リフレッシュ 伊達市 

「ふくしまっ子夏の体験活

動応援事業」＝福島県補助

会津若松市 ８月 17 日～８月 19 日 霊山町小国・石田地区の幼児・

小学生と保護者 19 

月舘町＊奥多摩 子ども

サマーキャンプ 
アートマンズ株式会社 東京都奥多摩町 ８月 19 日～８月 22 日 月舘町上手渡・下手渡地区の小

学生と保護者 
17 

福島っ子サマーキャンプ

（愛チカラ） 
“雨にも負けず”プロジェ

クト 

 

愛知県大府市、 

春日井市 

第１期 ８月 １日～８月 23 日 

第２期 ８月 ８日～８月 23 日 

霊山町の小学生・中学生 

41 

夏休みを新潟で過ごそう 新潟市 新潟市 第１期 ８月 ２日～８月 ４日 

第２期 ８月 ５日～８月 ７日 

小学５，６年生児童 
35 

佐渡・疎開キャンプ りょうぜん里山学校 新潟県佐渡市 ８月 ５日～８月 19 日 福島県内の小学１年生～高校

３年生 
3 

合計     1,228 
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