
記 者 会 見 

 

日時：平成25年２月20日（水）14時 

場所：伊達市役所２階 委員会室１ 

 

１ 平成25年第２回伊達市議会定例会について 

（１）招 集 日  平成25年２月27日（水） 

（２）提出案件   52件（人事３件、条例制定７件、条例改正５件、条例廃止１件、

補正予算12件、当初予算22件、その他２件） 

①提出議案の概要について 資料１（総務部総務課） 

②平成24年度３月補正予算の概要について 資料２（財務部財政課） 

 

２ 平成25年度当初予算のポイントについて 資料３（財務部財政課） 

  ①伊達市フロンティア事業（風評被害対策）資料３－１（産業部農林課） 

  ②新しい地域自治組織推進事業 資料３－２（市民生活部市民協働課） 

  ③保原総合公園リニューアル関連事業 資料３－３（建設部都市計画課） 

  ④健幸都市掛田モデル地区整備事業 資料３－４（市長直轄健幸都市推進室） 

  ⑤梁川コミュニティスクールゾーン整備事業 資料３－５ 

                       （教育委員会教育施設課） 

 

３ 霊山町上小国地区水道整備事業について 資料４（上下水道部施設工事課） 

 

 

４ 生活圏除染業務の進捗について 資料５（市民生活部放射能対策課） 

 

 

５ ガラスバッジによる外部被ばく検査結果について 資料６ 

（健康福祉部健康推進課） 

 

６ 長野県南牧村との大規模災害時相互応援協定の締結について 

                     資料７（市民生活部環境防災課） 

 

７ 「復興の灯」プロジェクトについて 資料８（総務部総務課） 



平成25年第２回伊達市議会定例会提出議案概要 

提出案件52件 

【人事３件、条例制定７件、条例改正５件、条例廃止１件、補正予算12件、当初予算22件、その他２件】 

 

１．人事（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 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 

（主な内容） 

 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 

（法令根拠） 

 人権擁護委員法第６条第３項 

健康福祉部 

社会福祉課 

議案第５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 

（主な内容） 

 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 

（法令根拠） 

 人権擁護委員法第６条第３項 

健康福祉部 

社会福祉課 

議案第６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 

（主な内容） 

 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

求めるもの 

（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 

教育部 

教育総務課 

 

２．条例制定（７件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課 

議案第７号 

伊達市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に係る基準に関する条例の制定について 

（制定趣旨） 

 「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」及び「介護サービスの基盤強化のための介

護保険法等の一部を改正する法律」が平成 24 年４月に施行され、これ

まで厚生労働省令等で定められていた地域密着型サービスに係る基準

を、市町村の条例で定めることとされたため制定するもの 

（条例の主な内容） 

 伊達市における地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護

看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居

宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介

健康福祉部 

高齢福祉課 

資料１ 
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護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス)の

基本方針、人員に関する基準、設備に関する基準、運営に関する基準等

を定めるもの 

（根拠法令） 

 地方自治法第 96 条第１項 

議案第８号 

伊達市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の制定に

ついて 

（制定趣旨） 

 「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」及び「介護サービスの基盤強化のための介

護保険法等の一部を改正する法律」が平成 24 年４月に施行され、これ

まで厚生労働省令等で定められていた地域密着型介護予防サービスに

係る基準を、市町村の条例で定めることとされたため制定するもの 

（条例の主な内容） 

 伊達市における地域密着型介護予防サービス(認知症対応型通所介

護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護)の基本方針、

人員に関する基準、設備に関する基準、運営に関する基準等を定めるも

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 

議案第９号 

伊達市市道の構造の技術的基準等に関する条例の制定について 

（制定趣旨）  

道路法第 30 条は、これまで道路の種類の区別なく、道路の構造の技

術的基準を政令へ委任することにより定めてきたが、第１次一括法第 33

条による改正により、原則として政令では高速自動車国道及び国道の構

造の技術的基準を定め、都道府県道及び市町村道については、設計車両、

建築限界及び橋、高架の道路等の設計自動車荷重に係る基準を除き政令

で定める基準を参酌すべき基準として、条例で定める旨が規定されたこ

とにより制定するもの  

（条例の主な内容）  

市道の構造の技術的基準を定めるもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

建設部 

土木課 

議案第 10 号 

伊達市市道に設ける道路標識の寸法に関する条例の制定について 

（制定趣旨） 

 道路法第 45条第２項により道路管理者が設ける道路標識については、

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に規定されているが、第１

次一括法第 33条による改正で道路法第 45条第３項が追加されたことに

より、寸法については命令の規定を参酌すべき基準として道路管理者が

建設部 

土木課 
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条例で定めることとされたことにより制定するもの  

（条例の主な内容） 

 市道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに

附置される補助標識の寸法を定めるもの 

（根拠法令） 

 地方自治法第 96 条第１項 

議案第 11 号 

伊達市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準に関する

条例の制定について 

（制定趣旨） 

 一括法により、これまで国が定めていた準用河川の構造の技術的基準

について、地方公共団体が、政令で定める基準を参酌して条例で定める

こととなったため条例の制定を行うもの 

（条例の主な内容） 

 市管理の河川である準用河川の河川管理施設又は工作物のうち、堤防

その他の主要なものの構造について、河川管理上必要とされる技術的基

準について定めるもの 

（根拠法令） 

 地方自治法第 96 条第１項 

建設部 

管理課 

議案第 12 号 

伊達市営住宅等整備基準条例の制定について 

（制定趣旨）  

一括法の改正により、これまで国が定めていた公営住宅の整備基準に

ついて、地方公共団体が国土交通省令で定める整備基準を参酌して、地

域の実情に応じて条例で定めることとなったため条例の制定を行うも

の 

（条例の主な内容）  

市営住宅の整備に関して求められる基本的な方針及び市営住宅を設

置する敷地、住棟等の具体的な事項に係る基本的、技術的な基準を定め

るもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

建設部 

管理課 

議案第 13 号 

伊達市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施

設の設置の基準に関する条例の制定について 

（制定趣旨） 

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正より、

地方公共団体の設置に係る都市公園の移動等円滑化基準について、公園

管理者である地方公共団体が国土交通省令で定める基準を参酌して、条

例で定めることとなったため条例の制定を行うもの 

（条例の主な内容） 

 特定公園施設の移動等円滑化基準及び特定公園施設の一時使用につ

いて定めるもの 

（根拠法令） 

建設部 

都市計画課 
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 地方自治法第 96 条第１項 

 

３．条例の一部改正（５件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課 

議案第 14号 

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

例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 特別の職員で非常勤のものについて、名称の統一、統廃合を行うため

条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

 ①市内５地域の行政連絡員等の名称について「行政推進員」に統一す

るもの 

 ②こども部の教育委員会への移管に伴い、家庭児童相談室と心の電話

相談室を統合し、こども相談室を新設することから、家庭児童相談員と

心の電話相談員を廃止し、「こども相談員」を追加するもの 

 ③文化財に関する適正な保存・管理業務の遂行等を目的として新設す

る「文化財支援員」を追加するもの 

（根拠法令） 

 地方自治法第 96 条の１項 

総務部 

総務課 

議案第 15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） 

 保護者の就労支援と児童の健全育成を目的に、児童クラブの開設時間

を延長するため、条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

 開設時間を午後６時 30 分までを午後７時までに改正するもの 

（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 16号 

伊達市道路占用料条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 道路法施行令の一部が改正され、国の道路占用料が改正されたことに

伴い、国に準拠した内容で条例の一部を改正するもの。 

（根拠法令） 

 地方自治法第 96 条第１項 

建設部 

管理課 

議案第 17号 

伊達市都市公園条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨）  

都市公園法の一部改正より、地方公共団体の設置に係る都市公園の配

置及び規模の基準等について、公園管理者である地方公共団体が国土交

通省令で定める基準を参酌して、条例で定めることとなったため条例の

一部を改正するもの 

（改正の主な内容）  

建設部 

都市計画課 
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①都市公園の配置及び規模の基準 ②公園施設の設置基準 ③公園

施設の建築面積の基準の特例が認められる特別な場合（根拠法令） 地

方自治法第 96 条第１項 

議案第 18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） 

 伊達市立梁川小学校予定地の用地売買契約が議会の議決を経たこと

により、梁川小学校の位置を変更するため、条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

 伊達市立梁川小学校の位置を新建設予定地へ改正するもの 

（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 

４．条例廃止（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課 

議案第 19号 

伊達市旧保原町町内会に関する条例を廃止する条例について 

（廃止趣旨） 

 市内５地域で合併前の制度を継続している行政連絡員等の名称等を

「行政推進員」に統一することに伴い廃止するもの 

（根拠法令） 

 地方自治法第 96 条第１項 

市民生活部 

市民協働課 

 

 

５．補正予算（12件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課 

議案第 20 号 

平成 24 年度伊達市一般会計補正予算（第７号） 

 歳出 災害復旧事業 10,844 千円、放射能対策事業△7,459,520 千円、 

その他事業△2,466 千円 

 歳入 市税 1,407 千円、ゴルフ場利用税交付金 5,116 千円、分担金及 

び負担金 10,949 千円、使用料及び手数料△26,396 千円、国庫 

支出金 84,321千円、県支出金△7,310,389千円、財産収入3,296 

千円、寄附金 6,957 千円、繰入金△78,018 千円、諸収入△685 

千円、市債△147,700 千円 

 補正総額 △7,451,142 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 24 年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算(第４号） 

 歳出 総務費 750 千円、保険給付費 24,901 千円、共同事業拠出金 

47,916 千円、国保財政調整基金積立金 118 千円 

 歳入  国庫支出金 2,126 千円、療養給付費等交付金 13,198 千円、県 

支出金 93 千円、共同事業交付金 56,674 千円、基金利子 118 千 

円、入金 1,476 千円 

 補正総額 73,685 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 22 号 

平成 24 年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算(第２号) 

 歳出 健診委託料 895 千円、広域連合納付金 3,983 千円 

 歳入 保険料 10,602 千円、一般会計繰入△6,504 千円 

 補正総額 4,878 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 23 号 

平成 24 年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 歳出 介護給付費準備基金積立金△33,085 千円 

 歳入  国庫支出金△297 千円、支払基金交付金△37,211 千円、県負担 

金 5,412 千円、特別徴収保険料△15,508 千円、普通徴収保険料 

14,519 千円   

 補正総額 △33,085 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 24 年度伊達市梁川簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）  

歳出 総務費 3千円、事業費△2,099 千円  

歳入  分担金及び負担金△911 千円、諸収入 315 千円、市債△1,500 

千円    

補正総額 △2,096 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 24 年度伊達市月舘簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 歳出 総務費 1千円、事業費△3,975 千円、基金積立費 4 千円 

 歳入  分担金及び負担金△1,280 千円、使用料及び手数料△3,120 千 

円、財産収入 4千円、繰入金 400 千円、基金繰入金 4 千円、諸 

収入 22 千円 

 補正総額 △3,970 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 24 年度伊達市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 歳出 総務費△2,100 千円、下水道管理費 2,148 千円、下水道建設費 

△3,131 千円 

 歳入 使用料及び手数料 13,710 千円、繰入金△45,765 千円、諸収入 

32,272 千円、市債△3,300 千円 

 補正総額 △3,083 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 24 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）  

 歳出 総務管理費 83 千円 

 歳入 使用料△38 千円、財産運用収入 10 千円、雑入 111 千円 

上下水道部 

下水道課 
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 補正総額 83 千円 

（根拠法令） 

 地方自治法第 218 条第１項 

議案第 28 号 

平成 24 年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計補正予算(第２号） 

  宅地売払い収入の減額に伴う一般会計繰入金の増額補正 

  補正総額 0 円 

(根拠法令) 

 地方自治法第 218 条第１項 

市長直轄 

総合政策課 

議案第 29 号 

平成 24 年度伊達市梁川財産区特別会計補正予算（第２号）  

歳出：一般管理費 49 千円  歳入：毛上売払収入 49 千円  

補正総額 49 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 24 年度伊達市堰本財産区特別会計補正予算（第２号） 

 歳出 一般管理費 340 千円、造林事業費△67 千円、予備費△357 千円 

 歳入 雑入△84 千円 

 補正総額 △84 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 31 号 

平成 24 年度伊達市水道事業会計補正予算（第２号） 

○収益的収支 

 収入 営業収益13,200千円、営業外収益16,603千円、特別利益14,304 

千円 補正総額 44,107 千円 

 支出 営業費用27,424千円、営業外費用3,256千円 補正総額30,680 

千円 

○資本的収支 

 収入 企業債△9,200 千円、負担金△24,077 千円、補助金△9,184 千 

円、出資金△9,200 千円、固定資産売却収入 549 千円 補正総 

額△51,112 千円 

 支出 建設改良費△60,789 千円、企業債償還金 393 千円 

 補正総額△60,396 千円 

（根拠法令） 

 地方公営企業法第 24 条 

上下水道部 

総務課 

 

６．当初予算（22件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課 

議案第 32 号 

平成 25 年度伊達市一般会計予算 

 予算総額 43,491,000（前年度比 △5,289,070 千円） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

財務部 

財政課 
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議案第 33 号 

平成 25 年度伊達市国民健康保険特別会計予算 

 予算総額 8,014,755 千円（前年度比 395,910 千円増） 

（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 34 号 

平成 25 年度伊達市後期高齢者医療特別会計予算 

 予算総額 644,417 千円（前年度比 19,832 千円増) 

（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 35 号 

平成 25 年度伊達市介護保険特別会計予算 

 予算総額 6,284,657 千円（前年度比 994,076 千円増） 

（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 36 号 

平成 25 年度伊達市公共下水道事業特別会計予算 

 予算総額 1,031,533 千円（前年度比 △193,289 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 37 号 

平成 25 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 13,916 千円（前年度比 △350 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 38 号 

平成 25 年度伊達市工業団地特別会計予算 

 予算総額 5,101 千円（前年度比 △1,009 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 39 号 

平成 25 年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計予算 

 予算総額 26,334 千円（前年度比 14,932 千円増） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

市長直轄 

総合政策課 

議案第 40 号 

平成 25 年度伊達市梁川財産区特別会計予算  

予算総額 617 千円（前年度比 △10 千円） 

（根拠法令）  

地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

農林課 

議案第 41 号 

平成 25 年度伊達市白根財産区特別会計予算 

 予算総額 582 千円（前年度比 △15 千円） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

農林課 

議案第 42 号 

平成 25 年度伊達市山舟生財産区特別会計予算 

 予算総額 661 千円（前年度比 △114 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 43 号 

平成 25 年度伊達市富野財産区特別会計予算 

 予算総額 806 千円（前年度比 △439 千円） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

農林課 

議案第 44 号 

平成 25 年度伊達市五十沢財産区特別会計予算 

 予算総額 889 千円（前年度比 △154 千円） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

農林課 

議案第 45 号 

平成 25 年度伊達市富成財産区特別会計予算 

 予算総額 1,506 千円（前年度比 △223 千円） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

農林課 

議案第 46 号 

平成 25 年度伊達市柱沢財産区特別会計予算 

 予算総額 640 千円（前年度比 △80 千円） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

農林課 

議案第 47 号 

平成 25 年度伊達市上保原財産区特別会計予算 

 予算総額 685 千円（前年度比 △5千円） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

農林課 

議案第 48 号 

平成 25 年度伊達市金原田財産区特別会計予算 

 予算総額 1,391 千円（前年度比 △247 千円） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

農林課 

議案第 49 号 

平成 25 年度伊達市掛田財産区特別会計予算  

予算総額 594 千円（前年度比 △1,000 千円） 

（根拠法令）  

地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

農林課 

議案第 50 号 

平成 25 年度伊達市小国財産区特別会計予算 

 予算総額 757 千円（前年度比 157 千円増） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

農林課 

議案第 51 号 

平成 25 年度伊達市大字掛田財産区特別会計予算 

 予算総額 731 千円（前年度比 216 千円増） 

（根拠法令） 

 地方自治法第 211 条第１項 

産業部 

農林課 

議案第 52 号 

平成 25 年度伊達市大石財産区特別会計予算 

 予算総額 287 千円（前年度比 15 千円増） 

（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 53 号 

平成 25 年度伊達市水道事業会計予算 

○収益的収支 

 収入 1,627,637 千円（前年度比 124,491 千円増） 

 支出 1,605,705 千円（前年度比 149,456 千円増） 

○資本的収支 

 収入  329,596 千円（前年度比 122,973 千円増） 

 支出  883,851 千円（前年度比 138,860 千円増） 

（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（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課 

議案第 54 号 

伊達市新市建設計画の変更について 

 東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の

一部を改正する法律が施行され、地方債を起こすことができる期間の特

例が定められたことに伴い、新市建設計画の一部を変更するもの。 

 新市建設計画の期間を平成 17 年度から平成 27 年度までの 11 ヶ年か

ら平成 37 年度まで、10 年間延長する。 

（根拠法令） 

 市町村の合併の特例に関する法律第６条６項 

市長直轄 

総合政策課 

議案第 55 号 

伊達市過疎地域自立促進計画の変更について 

 霊山地域の振興に資する新規事業を過疎地域自立促進計画に追加す

るため、計画の一部を変更するもの。 

（根拠法令） 

 過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項 

市民生活部 

市民協働課 

 

２月20日 記者会見資料 

総務部総務課 

電話 575-1111 

10



平成24年度３月補正予算の概要について 

 
 一般会計補正予算（第７号）については、国の補正予算に対応する事業、年

間所要額の確定などにより予算補正を行います。 

 

１ 歳入歳出予算の補正 

   補正前の額             62,127,478千円 

   補正額             △ 7,451,142千円 

   補正後の額             54,676,336千円 

    財源 市 税              1,407千円 

       ゴルフ場利用税交付金   5,116千円 

       分担金及び負担金    10,949千円 

       使用料及び手数料   △26,396千円 

       国庫支出金           84,321千円 

       県支出金        △7,310,389千円 

       財産収入         3,296千円 

       寄付金          6,957千円 

       繰入金        △78,018千円 

       諸収入         △ 685千円 

市 債            △147,700千円 

     （財政調整基金残高見込  4,211,701千円） 

 

２ 補正の主な事業内容 

（１）災害復旧事業              10,844千円 

  ①地域コミュニティ再生・活性化事業   22,000千円（繰越明許） 

 「霊山道の駅」整備に向けた調査研究および基本計画の策定 

 

（２）放射能対策事業          △7,459,520千円 

    年間所要額見込みの確定による減額 

 

（３）その他                △2,466千円 

  ①健幸都市推進事業            9,999千円（繰越明許） 

    中山間地（白根地区）における健幸なまちづくり計画の策定 

  ②道路新設改良事業            161,400千円（繰越明許） 

    25年度予定事業前倒し（２路線）、舗装修繕（３㎞） 

  ③木造住宅耐震診断支援事業       1,575千円（繰越明許） 

    25年度予定事業前倒し 

  ④木造耐震住宅改修支援事業         3,200千円（繰越明許） 

    25年度予定事業前倒し 

  ⑤消防施設整備事業               13,925千円（繰越明許） 

    耐震貯水槽（防火水槽）２基設置 

 

資料２ 

２月20日 記者会見資料 

財務部財政課 

電話 575-1189 
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平成 25 年度当初予算のポイント 

 

  

 

 

― 復興から成長へ ― 

合併10年に向けたリスタート・伊達市のさらなる発展を目指して 

 

 平成25年度予算につきましては、「－復興から成長へ－合併10年に向けたリス

タート・伊達市のさらなる発展を目指して」として、編成に当たりました。 

目下の最大の課題である放射能関連事業については、24年度に引き続き除染

実施計画の下、生活圏や農地の除染を着実に進めるほか、健康管理としてホー

ルボディカウンタ、ガラスバッジによる内部外部被ばく検査や、健康講座及び

放射線教育等により市民の安全安心のための取り組み、食品のモニタリング（農

作物、給食）検査の実施とともに、自主避難されている市民の帰還を支援する

事業についても積極的に取り組みを進めていきます。 

また、合併10年という節目に向け、東北中央道が復興道路と位置づけられた

ことも踏まえ、伊達市グランドデザイン、総合計画、新市建設計画及び健幸都

市推進に係る事業、保原総合公園の大規模リニューアルを実施し、伊達市復興

を内外に発信し成長していく取り組みも進めていきます。 

これらを実現するため、職員それぞれの知恵を発揮し、新しい視点での事務

事業の構築や見直しに努め、限られた財源の中で行政評価結果に基づく優先度

を斟酌し、歳入に見合った歳出の構築のため、常にコスト意識を持って経費全

般にわたる徹底した節減合理化に努めていく取り組みを進めてまいります。 

以上を踏まえ、平成25年度予算について下記のとおり編成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○くらしとこころの復興事業 

○３．１１を踏まえた防災減災事業 

○伊達の元気発信事業 

○自然と歩きたくなるまちづくり事業（健幸都市推進事業） 

○合併 10 年に向けた地域振興推進事業 

○伊達な未来びと育成事業 

○伊達ファシリティーマネージメント事業 

（市有財産の効率的活用） 

資料３ 
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①市  税     51億1,424万円（対前年度 ＋4億 889万円 ＋8.7％） 

景気回復及び震災からの復興による税収が回復となったことによる増 

個人市民税 21億5,266万円（＋1億5,160万円） 

法人市民税  3億7,831万円（＋1億3,494万円） 

固定資産税 20億9,053万円（＋  7,407万円） 

    

②地方交付税  105億4,864万円（対前年度 △9,271万円 △0.9％） 

   臨時財政対策債を含めた実質的な交付税ベース 

117億8,744万円（△3,251万円） 

 

③国庫支出金   25億4,344万円（対前年度 ＋4億2,540万円 ＋20.1％） 

梁川小学校改築に係る負担金及び補助金     2億5,640万円（皆増） 

ＳＷＣ掛田地区に係る都市再生整備計画交付金 1億   70万円（皆増）

 

 ④県支出金   175億  589万円（対前年度 △72億 917万円  △29.2％）

   除染対策事業交付金  156億8208万円（△74億 773万円） 

    

⑤市  債    42億5,430万円（対前年度 ＋9億1,400万円 ＋27.4％） 

   合併特例債       28億9,900万円（＋7億8,700万円） 

臨時財政対策債     12億3,880万円（＋   6,020万円）  

 

434億9,100万円（対前年度 △52億8,907万円 △10.8） 

放射能対策事業 164億5,107万円（△74億4,147万円） 

上記以外の事業 270億3,993万円（＋21億5,240万円） 

１ 予算規模 

２ 歳  入 
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①義務的経費 123億5,222万円（対前年度 ＋2億7,349万円 ＋2.3％） 

 

○人件費   46億9,162万円（対前年度 ＋1億1,754万円 ＋2.6％） 

・退職組合負担金（特別負担金）の増 

 

○扶助費   40億3,109万円（対前年度 ＋2億2,327万円 ＋5.9％） 

・保育所運営費負担金及び障がい福祉サービス（介護給付費）の増 

 

○公債費   36億2,951万円（対前年度   △6,732万円 △1.8％） 

  

 

②投資的経費  67億2,120万円（対前年度 ＋33億9,673万円 ＋102.2％） 

 

○普通建設事業 66億8,791万円（対前年度 ＋33億8,039万円＋102.2％）

・梁川小学校改築事業及び健幸都市推進事業（掛田モデル地区）事業

費の増 

  

 

③その他    244億1,758万円（対前年度 △89億5,929万円 △26.8％） 

 

○物件費   182億6,907万円（対前年度 △90億1,509万円 △33.0％） 

・除染対策事業費の減、市有財産管理台帳整備の増 

 

○繰出金   18億7,373万円（対前年度 ＋752万円 ＋0.4％） 

 ・特別会計に対する繰出金 

   

○積立金    3億6,582万円（対前年度 ＋81万円 ＋0.2％） 

  ・各基金への利子分の積立、減債基金2億円、産業活性化基金1億円 

 

 

３ 歳  出  
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１ 除染対策事業 

  ①（継続）除染対策事業                146億8,803万円 

    全市除染に向けた取り組みを推進させるため、放射線量に応じた効果

的効率的除染を実施する。 

   ○生活圏除染 

   ○学校除染 

   ○工業団地除染 

   ○公園等除染 

   ○市道除染 

   ○市営住宅除染 

②（継続）農地等除染対策事業                 10億6,906万円 

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

先して農地の除染を実施する。 

○未耕農地の除染  

○果樹除染（剪定枝減量化、改植等） 

○牧草地除染 

○森林及び公園除染 

    

 ２ 健康管理事業 

     ①（継続）外部被ばく検査事業               2億9,882万円 

放射能による健康不安の解消及び安心を確保するため、ガラスバッジ

による外部被ばく線量を測定・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。 

②（継続）内部被ばく検査事業                 9,932万円 

 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。 

③（継続）健康講座開催事業                   1,841万円 

 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。（放射能健康管理講話・相談窓口・心のケア

事業等） 

  

３ 伊達市フロンティア事業（風評被害対策） 

   放射能に負けない新たな道を開拓しながら、野菜、果物だけでなく、

食品や地場産業も含めた総合的な伊達ブランド化の確立を目指す。     

①（継続）観光・物産ＰＲ事業                1,895万円 

②（継続）誘客促進事業                     1,160万円 

くらしとこころの復興事業 

資料３－１ 
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③（継続）農業復興ビジョン策定事業              150万円 

④（新規）伊達マルシェ事業                  600万円 

⑤（継続）伊達市応援隊事業                  175万円 

⑥（継続）情報発信事業                    626万円 

⑦（新規）ブランディング事業                 400万円 

 

 ４ 児童・生徒対象事業 

①（継続）こどもリフレッシュ事業             1,755万円 

…野辺山学園キャンプ（長野県南牧村） 

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（継続）スタディキャンプサポート事業             454万円 

…移動教室（見附市、遠野市） 

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、訪問先児童との交流学習の機会を持たせ

る。 

③（新規）放射線教育推進事業                334万円 

小中学校において、放射線学習を行うための学習キット（霧箱セット）

の購入や伊達市の実態を踏まえた放射能教育資料を作成し、副読本とし

て授業で活用し児童生徒の放射能に対しての理解を深めていく。 

 

 ５（継続）避難者支援事業                       1,016万円 

自主避難している家庭が多いことから、伊達市とのつながりを維持す

るとともに、本市の除染の取組等を周知しながら、将来の帰還に結び付

ける。 

○市広報紙、災害対策号などの情報提供 

○自主避難者等アンケートの実施 

○県外避難者との情報交換会等への参加 

○伊達市イベントへの県外避難者送迎 

 

 

 

 

 

１ 防災関連事業 

①（継続）総合防災訓練事業                              124万円 

伊達市地域防災計画により、防災関係機関、市民と連携し防災訓練を

実施する。 

 

３．１１を踏まえた防災・減災事業 
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②（継続）防災拠点施設整備事業                         1億1,587万円 

防災拠点施設としての機能を強化するために、保原本庁舎と梁川分庁

舎に太陽光発電システム及び蓄電池を整備する 

③（新規）防災無線デジタル化事業                          1,200万円 

災害時の通信手段として、旧５町毎の防災行政無線（周波数５局）を

統一し、デジタル化を図る。 

 

２ 新しい地域自治組織推進事業 

自治組織立ち上げの具体的な推進のため「地域の安心・安全の取り組み」

という観点から、自主防災組織の支援、災害時要援護者の支援に取り組む。 

①（新規）自主防災組織支援事業                430万円 

②（継続）地域自治組織推進事業                301万円 

③（継続）災害時要援護者                   294万円 

 

 ３（継続）新エネルギー推進事業                             1,200万円 

  住宅用太陽光発電システム設置にかかる費用について、１ＫＷあたり３万

円、４ＫＷを上限として（最大12万円）を助成する。 

 

 

 

 

 

 １（新規）保原総合公園リニューアル関連事業 

①（新規）保原総合公園維持管理事業             2億1,000万円 

除染後の総合公園の老朽化した遊具を改修・リニューアルし、市民が

安心して利用でき、子供たちが遊べる環境を整える。 

②（新規）元気はつらつプロジェクト事業             500万円 

       保原運動公園リニューアルに合わせて、幼児、小中学生等が外で思いっ

きり遊ぶことのできるイベントを開催する。 

 

 ２（新規）ホームページリニューアル事業…新たなる元気発信    1,000万円 

    発信力の強化とアクセシビリティの確保のためリニューアルを行う。 

 

３（継続）復興の誓い事業                      430万円 

伊達市の本格的復興の中、市民が一丸となったイベント「復魂祭」を開

催し、広く伊達市の復興をＰＲする。 

 

 

 

伊達の元気発信事業 

資料３－２ 

資料３－３ 
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 １（継続）健幸都市推進事業                   1,677万円 

健幸都市基本計画に基づいた「健康づくり」「暮らしづくり」「ひとづくり」

の視点から、市の総合施策として、健幸都市の普及啓発に取り組む。 

 

２ 健幸都市掛田モデル地区整備事業   

                             2億5,574万円 

  ①（継続）ポケットパーク整備事業         

  ②（継続）高齢者専用共同住宅整備事業       

 ③（継続）まちなかサロン整備事業           

  ④（継続）コミュニティー道路整備事業   

⑤（継続）カラー舗装整備事業      

⑥（継続）街路灯整備事業       

⑦（継続）市道整備事業        

⑧（継続）まちづくり活動推進事業 

 

 ３（継続）健康運動習慣化支援事業                 7,482万円 

       40歳以上を対象とした個別運動プログラムを利用した健康運動教室や、

身近で手軽にできる健康づくりのための運動を幅広く提供し生活習慣病を

予防し健康寿命の延伸を図る。 

 

 

 

 

 

１（新規）総合支所企画推進事業                500万円 

固定化した地域づくり事業のみに捉われることなく、新しい地域づくり

事業等に対し、各総合支所が機動的に支援することによって、地域課題の

解決を図り、地域の将来を創造する。 

 

２（新規）霊山地域づくり支援事業               3,000万円 

霊山こどもの村管理会が一般社団法人「りょうぜん振興公社」に移行する

にあたり、経営の健全性、自己資本率の安定性を目指すため、出資を行う。 

 

 ３（継続）生き生き集落づくり事業…地域おこし支援員     5,964万円 

国の「地域おこし協力隊」事業を活用、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） 

自然と歩きたくなるまちづくり事業（健幸都市推進事業）

合併１０年に向けた地域振興推進事業 

資料３－４ 
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 ４（継続）プレミアム共通商品券発行支援事業           2,300万円 

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（新規）スポーツ振興公社設立事業             3,224万円 

市民ニーズを柔軟にとらえ課題解決を推進する市出資の法人を設立し出

資を行う。 

 

 ６（継続）梁川歴史と文化のまちづくり整備事業          700万円 

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

体と検討し、24年度策定した基本構想を基に基本計画の策定に取り組む。 

 

７ 道路施設等維持管理事業 

  ①（継続）さわやか現道舗装事業                   1億8,900万円 

身近な道路やその周辺を、安全で効率的に整備する。    

  ②（継続）道路新設改良事業                 3億7,698万円 

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。 

 

８ 文化財保護事業 

①（新規）旧泉原小伊達地方養蚕道具整理・展示        3,315万円 

市内９箇所に分散して保存されている「伊達地方の養蚕道具」2,530点

の移転、整理作業用備品の購入、台帳作成などの整理・保護作業を行う。 

②（継続）埋蔵文化財保護事業               2,487万円 

国史跡化を目的とした梁川城跡調査や市内に所在する埋蔵文化財につ

いて保護・保存の措置を行う。 

 

９（継続）市民ホール整備事業調査                 100万円 

全市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、基本構想実現計画に基づく調査を実施する。 

 

10（継続）学校給食センター建設事業              600万円 

老朽化激しい保原・梁川両学校給食センターの改築のための基本構想

を策定する。 
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１ 梁川コミュニティースクールゾーン整備事業 

  ①（継続）梁川小学校改築事業              15億7,730万円 

東日本大震災により被災した校舎を移転改築する。 

  ②（継続）梁川認定こども園整備事業           1億5,472万円 

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

う環境整備を行う。 

③（継続）放課後児童クラブ建設事業           1億3,040万円 

児童の生活の場の提供と保護者の就労支援のため、梁川小学校改築と

一体的に「やながわ放課後児童クラブ」の施設整備を行う。 

 

  ２（継続）芸術文化、生徒会活動事業                          560万円 

伊達市の未来を担う子どもたちに感動、勇気、希望という復興のエネルギ

ーを与えるとともに表現力やリーダーシップを育むために、「ヤングアメリ

カンズ」による発表、「OECD東北スクール」「生徒会サミット」への参加など

の事業を行う。 

 

 ３（継続）吹奏楽きらめき事業               1,623万円 

音楽の力により児童生徒の情操教育を推進するため、楽器の充実を図ると

ともに、東京芸術大学生の指導を継続的に受け演奏技術の向上を図る。 

 

 ４（継続）学校支援地域連携推進事業              472万円 

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「ホームベースルーム」に

地域コーディネーターを配置し地域の教育力向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１（新規）市有財産管理台帳整備事業             5,000万円 

土地、建物、工作物等の市有財産の調査及び公正価値評価を行い、精緻

化された市有財産管理台帳を整備する。 

 

伊達な未来びと育成事業 

伊達ファシリティーマネージメント事業 
（市有財産の効率的利活用） 

資料３－５ 
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２ 建物改修事業 

①（継続）梁川福祉会館改修               1億2,577万円 

地域の方々の語らいの場、学生の自主学習の場、買い物時や散歩の休

憩する場、子育て支援など、いろいろなコミュニティー活動が出来るま

ちなかサロン的な施設にするため、改修工事を実施する 

あわせて、隣接倉庫の解体することにより一体的に整備を図る。 

  ②（継続）伊達福祉センター大規模改修          2億 234万円 

地域福祉の拠点として末永く親しまれる施設とするとともに、高齢者

が住み慣れた地域で安心して暮らせる施設とするため改修工事を実施す

る。 

 ③（新規）上保原幼稚園３歳保育室改修（発達支援室）     750万円 

発達支援の指導強化のため、廃園する上保原幼稚園の３歳児保育室を

改修し指導室を増やす。 

２月20日 記者会見資料 

財務部財政課 

電話 575-1189 
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伊達市フロンティア事業について 

 

 原発事故から２年経過し、これまで実施してきた風評被害払しょくのための

事業だけでなく、放射能に負けない新たな道を作っていくため、「伊達市フロン

ティア事業」として各種事業を展開します。 

 

１『観光フロンティア事業』 

事業名 事業内容 

復興物産展事業 姉妹都市・友好都市など市外物産展へ出展する。

伊達市観光みやげ品認証事業 みやげ品認証を行い、伊達市の物産振興を図る。

伊達氏ゆかりの史跡整備事業 伊達氏ゆかりの史跡を整備し、誘客促進する。 

６次化＆伊達セレクション事

業 

地場産品を活かした食の新規開拓による６次産業

化を推進し、観光客へ質の高い特産品を提供する。

伊達市キャラクターバリエー

ション化事業 

戦国武将キャラクター等を活用した各種PR媒体等

を制作する。 

伊達に来てみらんしょ事業 姉妹都市・友好都市を中心に伊達市への誘客促進

を図る。 

伊達家の宝探しイベント 伊達氏発祥の地として、伊達家の魅力を発信する

イベントを開催する。 

 

２『農業フロンティア事業』 

事業名 事業内容 

農業復興ビジョン策定事業 伊達市農業再生のための復興ビジョンを策定する。

伊達マルシェ事業 農産物等を販売するマルシェを市内外で開催する。

伊達市応援隊事業 伊達市を応援していただける人を募り、隊員への情

報発信を行い、伊達市の魅力を広める。 

情報発信事業 伊達市農業情報紙「耕」やHPを活用し、農産物モニ

タリング検査結果や農業情報をお知らせする。 

 

３『商工業フロンティア事業』 

事業名 事業内容 

ニットの伊達風土染めブラ

ンディング事業 

柿の皮や桃の枝などで染めたニット糸を使った商

品開発、販路開拓等の事業に対し支援する。 

 

 

資料３－１ 

２月20日 記者会見資料 

産業部農林課 

電話 577-3173 

24



新しい地域自治組織推進事業について 

 

伊達市では、市民協働のまちづくりを長期総合計画の柱として位置づけてお

り、市内各地域に地域自治活動の担い手となる「新しい地域自治組織」の組織

化に取り組んでいます。 

平成 25 年度は、「『絆』がつなぐ地域安心プロジェクト」と題して、地域の安

心安全を切り口に「自主防災組織」の立ち上げと、「自主防災計画」の策定を目

指し、関連する部署が連携して、新しい地域自治組織づくりと住民が主役とな

る地域づくりを推進します。 

 

１ 関 係 課  市民協働課・環境防災課・社会福祉課・各総合支所・ 

市民活動支援センター 

 

２ 事業概要 

（１）組織づくりは、地域ができるところから始める。 

（２）自主防災組織・自主防災計画づくりを新しい地域自治組織を形成するた

めのファーストステップとして取り組む。 

（３）市内各地域に働きかけ、協議の場を設定する。 

（市民協働課および総合支所） 

（４）防災組織・防災計画の大切さの周知を図り、併せて、防災体制整備への

支援を行う。（環境防災課） 

（５）災害時要援護者のデータを提供することにより、災害時の要援護者にか

かる支援体制と地域の中で日ごろの見守り体制を整備するための連携を図

る。（社会福祉課） 

（６）地域内の話し合いの場（ワークショップ）を数多く設定し、情報の共有

及び意識の高揚を図る。 

（７）「ワークショップ運営」を支援する。（市民活動支援センター） 

 

資料３－２ 

２月20日 記者会見資料 

市民生活部市民協働課 

電話 575-1177 
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保原総合公園リニューアル事業について 

 
 保原総合公園は、平成７年のオープン以来、スポーツ・レクリエーションの

拠点として利用されています。老朽施設の更新や新たな施設の導入によりリニ

ューアルをはかり、子どもたちが安心して楽しく利用できるよう公園施設を整

備します。 

 また、リニューアルにあわせて、子どもたちが屋外でのびのびと遊ぶことが

できるイベントを開催します。 

 

１ リニューアル内容 

（１）大型複合遊具の改修 

    伊達市オリジナルである大型ローラースライダーの設備更新 

    木製施設（パーゴラ）の更新など 

（２）くだもの広場の改修 

    既設遊具を撤去し、幼児用遊具を新設 

    セーフティラバーフローリング（カラーゴム舗装）を施工 

（３）テニスコートの改修 

    砂入り人工芝の全面張替え（６面） 

（４）ゲートボール場の改修 

    芝生を張り子どもの遊び場とする 

 

２ 元気はつらつプロジェクト（リニューアルイベント） 

（１）内容 

    サンドクラフト、スポーツ教室、食の物産展など 

（２）その他 

    市外自主避難者にも呼びかけ、帰還を促す機会としたい 

 

３ 事業費 ２億1,500万円 

資料３－３ 

２月20日 記者会見資料 

建設部都市計画課 

電話 577-3149 
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健幸都市掛田モデル地区整備事業について 

 

伊達市の目指す健幸都市の将来像「健康で安心して暮らせるまち、歩きたく

なるまち」を実現するため、霊山町掛田をモデル地区として、昨年５月にワー

キンググループ（住民、中学生）を立ち上げ、話し合いを進めてきました。７

月には掛田地区健幸都市協議会を設置し、ワークショップで出された意見を踏

まえ、掛田地区のまちづくり計画の検討を進めています。 

ワーキンググループや協議会から出された意見等も踏まえ、これまでのまち

づくりに「健幸」の視点を加え、自然と歩いてしまう仕掛けとして社会インフ

ラ整備やソフト事業の取り組みなどにより、市民と一体となったまちづくりの

構築に向け、具体的な事業をスタートするものです。 

 

１ ポケットパーク整備 

  身近な場所で健康づくりができる公園として健康器具を設置し、地域の交

流の場とする。 

 

２ 高齢者専用共同住宅整備 

  中山間地に住む高齢者が街中に住み、歩いて活動してもらう。また入居し

た高齢者が孤立しないように「みんなのお茶の間」を設置する。 

  建築予定戸数は６戸で、１戸あたり１～２名の入居を予定している。 

 

３ まちなかサロン整備 

  市民が気軽に立ち寄れ、健康情報の発信など健康づくりの視点も付加した

交流拠点として整備する。 

 

４ コミュニティー道路整備 

  商店街中央通りの路面にカラーリングならびに立体路面表示（擬似縁石）

を施工し、歩行者が安全に歩けるよう整備する。 計画延長＝566ｍ 

 

５ カラー舗装整備 

  商店街の周辺道路にカラーリングを施工し、歩行者が安心して歩けるよう

整備する。 計画延長＝2,234ｍ 

 

６ 街路灯整備 

  防犯性や夜間の外出時に配慮したLED街路灯16基を設置する。 

 

７ 市道整備 

  地域の中心的公共施設である霊山中央公民館の利活用を促進するため、国

県道からのアクセス道路を整備する。 計画延長＝745ｍ 

 

 

資料３－４ 
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８ まちづくり活動推進事業 

  商工会など商店街の活性化のために行う事業を支援する。 

２月20日 記者会見資料 

市長直轄健幸都市推進室 

電話 575-1146 
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梁川コミュニティスクールゾーン整備事業について 

 

 梁川小学校改築に併せて、同じエリア内に放課後児童クラブと認定こども園

を設置し、コミュニケーションロードでつなぐことにより、「梁川コミュニティ

スクールゾーン」として一体的に整備することとしています。 

 このことにより、３歳から12歳までのこども達の「心の義務教育」の推進、

ならびに異年齢での「群れ遊ぶ集団教育」を実現するためのプログラムの展開

を図ります。 

平成25年度に着工し、平成27年度の事業完了を目指します。（ただし、周辺道

路の整備は平成28年度完了） 

 

１ 梁川小学校 

東日本大震災で被災したことにより現在、プレハブの仮設校舎での生活を

強いられていることから、早期の完成が待たれている。 

平成25年度に着工し、平成26年度に校舎及び屋内運動場の工事を完成させ

開校することとしている。 

周辺の修景及び外構工事は平成27年度の整備完了を予定している。 

 

２ 放課後児童クラブ「やながわ児童クラブ」 

平成26年度の小学校の開校時期に合わせて整備する。 

 

３ 梁川認定こども園 

乳児から児童へと育つ課程において、互いに連携を図ることの目的の一部

を担う施設として平成26年度中に整備する。 

 

４ 周辺道路等 

平成28年度中の整備完了を目指している。 

 

 

 

資料３－５ 

２月20日 記者会見資料 

教育委員会教育施設課 

電話 577-3281 
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霊山町上小国地区水道整備事業について 

 
 旧特定避難勧奨地点に指定されていた霊山町上小国地区の地域振興策として、

伊達市上水道を整備します。同地区のライフラインを整備することにより、安

心安全な生活を支援するとともに、地域コミュニティの活性化を図ります。 

 

１ 事業計画 

（１）平成25年度   調査基本設計 

（２）平成26～27年度 整備工事 

  

２ 給水人口 

   104世帯（328人） 

 

３ 工事概要 

（１）ポンプ設置 １基 

（２）配水管敷設 延長7,600ｍ 

    

４ 概算事業費 

   ５億2,400万円 

資料４ 

２月20日 記者会見資料 

上下水道部施設工事課 

電話 577-1139 
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生活圏除染業務の進捗について 

 

１ Ａエリア 

（１）作業状況（●：終了、▲：作業中）          （２月15日現在） 

工 区 
事前モニタリング 除 染 作 業 

公共 

施設 
道路 宅地

公共

施設
道路 宅地

対象 

戸数 

除染済

戸 数 

進捗率

（％）

霊山町小国 ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ 425 414 97.41

霊山町石田東

部・月舘町東部 
● ● ▲ ▲ ▲ ▲ 118 96 81.36

保原町富成 ● ● ● ▲ ▲ ▲ 449 149 33.18

保原町柱沢 ● ● ●  ▲ ▲ 545 356 65.32

霊山町掛田 ● ● ● ▲ ▲ ▲ 1,018 404 39.69

計  2,555 1,419 55.54

（２）仮置き場の状況                      （単位：㎡） 

工 区 
想定必要 

面  積 
契約済面積 

必要面積 

不 足 分 
整備状況 

霊山町小国 22,000   51,351（13カ所） 0
造成完了（12カ所）

造成中 （ 1カ所）

霊山町石田東

部・月舘町東部 
16,000   42,930（ 7カ所） 0

造成完了（ 7カ所）

 

保原町富成 22,000   85,992（11カ所） 1,886
造成完了（ 5カ所）

造成中 （ 2カ所）

保原町柱沢 20,000   45,165（10カ所） 0
造成完了（ 8カ所）

造成中 （ 2カ所）

霊山町掛田 20,000   39,943（ 8カ所） 4,558
造成完了（ 5カ所）

造成中 （ 1カ所）

計 100,000  264,981（49カ所） 6,444
造成完了（37カ所）

造成中 （ 6カ所）

 ※下線部は前回会見時（１月８日）から進捗のあったもの。 

（３）進捗状況 

   Ａエリアは工期を３月15日までとして鋭意作業を行っているが、下記の事情

により作業に遅れが生じている。 

 ①対象棟数が増え、除染の作業日数が当初の見込みよりも増加した。 

  ②表土凍結により、雪解け後の作業を希望する住民が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５ 
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２ Ｂエリア 

（１）事前モニタリング 

    全ての地区で終了 

（２）作業状況    

（仮置き場：●確保済  業務発注：●発注済  除染作業：▲作業中） 

（３）発注状況 

地 区 期 間 

霊山町中川 平成24年10月28日～25年３月21日

霊山町山戸田（１工区） 平成25年２月５日～７月５日 

霊山町山野川 平成25年２月５日～８月８日 

月舘町御代田（１工区） 平成25年２月５日～８月30日 

月舘町御代田（２工区） 平成25年２月５日～８月９日 

月舘町糠田（１工区） 平成24年12月28日～25年６月28日

月舘町糠田（２工区） 平成24年12月28日～25年６月28日

月舘町上手渡 平成25年２月５日～６月28日 

月舘町下手渡 平成25年２月５日～７月19日 

月舘町布川（１工区） 平成25年２月５日～７月16日 

月舘町月舘（１～３工区） 平成25年２月28日入札予定 

 

 

地域 地 区 世帯数
仮置き場 業務

発注 

除染

作業 確保 箇所数 面積 

霊山町 

中川 157 ● 1  3,017 ● ▲ 

山戸田（１工区） 82 ● 5 11,517 ●  

山戸田（２工区） 42     

山野川 124 ● 1  4,736 ●  

石田 319     

月舘町 

月舘（１工区） 102 ● 1 7,214   

月舘（２工区） 111
● 1 9,355 

  

月舘（３工区） 57   

御代田（１工区） 105 ● 2 8,974 ●  

御代田（２工区） 122 ● 2 7,424 ●  

御代田（３工区） 132     

糠田（１工区） 84
● 1  9,161 

●  

糠田（２工区） 109 ●  

布川（１工区） 95 ● 3  5,477 ●  

布川（２工区） 63     

上手渡 55 ● 2  2,517 ●  

下手渡 90 ● 1  4,554 ●  

保原町 
上保原 1,570     

八幡台・村岡 77     

計  3,496  20 73,946  
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３ Ｃエリア 

（１）事前モニタリング 

地域名 地区名 
町内会・行政

区数（班数）

1次モニタリング ２次モニ

タリング 終了 実施中 

伊 達 

伊 達 34 2   

箱 崎 9 1 1   

伏 黒 7 1   

梁 川 

梁 川 26 20 6   

粟 野 23 10 13   

堰 本 19 19   

白 根 12 12   

山舟生 12 12   

富 野 13 12 1   

五十沢 13 13   

東大枝 7 7   

保 原 
大 田 25 6   

保 原 34 9   

霊 山 
大 石   11（15）  11（15）   

泉 原    1（14）   1（14）   

計    246（29） 119（29） 38   

  ※１次モニタリング・・・町内会等による自主モニタリング 

   ２次モニタリング・・・市による公式モニタリング 

２月20日 記者会見資料 

市民生活部放射能対策課 

電話 575-1003 
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ガラスバッジによる外部被ばく検査結果について 

 
 市では７月から全市民を対象としてガラスバッジによる外部被ばく検査を実

施しています。外部被ばく線量を実測値で把握することにより、健康不安の解

消や今後の健康管理に役立てるよう取り組んでいるものです。 

 第２期（10月～12月）の検査結果がまとまりましたのでお知らせします。 

 

１ 測定結果 

※実効線量：地区毎の３ヶ月間測定の実測値 

※１年間の推定線量：実効線量を４倍したもの 

２ 全体の傾向 
   約51,400人の測定結果から、健康に影響を及ぼす可能性は低く、実効線

量も減少傾向にある。 
   第１期との比較では、全体では緩やかであるが、特定避難勧奨地点の指

定を受けた地区について、線量の減少傾向がみられた。 
 
３ 線量が高い人への対応 
   実効線量が異常に高い人が確認された。現在、ガラスバッジの使用状況

も含め調査を行っている。 
 
４ データの分析、利用 
   市政アドバイザーの宍戸文男氏（福島県立医大放射線医学講座教授）の

指導を受けながら進めていく。 
   測定値等のデータ整備について、準備を進めている。 
 
５ 今後の方針 
   第３期（1月～3月）の測定を実施中であり、継続して測定に取り組み、

健康管理に役立てる。 

 

●特定避難勧奨地点の指定を受けた地区 H25.1.31 現在

区分 

測定件数 
（人） 

3 ヶ月の実効線量 
（mSv/3 ヶ月） 

1 年間の推定線量 
（mSv/1 年） 

7-9 月 10-12 月 7-9 月 10-12 月 比較 7-9 月 10-12 月 比較

保原町富成 901 1,113 0.8 0.6 ▲0.2 3.2 2.4 ▲0.8

霊山町小国、 

石田坂ノ上・八木平 
1,072 1,207 0.8 0.5 ▲0.3 3.2 2.0 ▲1.2

月舘町相葭 38 24 0.9 0.5 ▲0.4 3.6 2.0 ▲1.6

計 2,011 2,344 0.8 0.5 ▲0.3 3.2 2.0 ▲1.2

●それ以外の地区 

区 分 

測定件数 
（人） 

実効線量 
（mSv/3 ヶ月） 

1 年間の推定線量 
（mSv/1 年） 

7-9 月 10-12 月 7-9 月 10-12 月 比較 7-9 月 10-12 月 比較

伊 達 8,670 8,741 0.2 0.2 - 0.8 0.8 - 

保 原 17,766 17,122 0.2 0.2 - 0.8 0.8 - 

梁 川 14,733 14,533 0.1 0.1 - 0.4 0.4 - 

霊 山 5,871 5,609 0.3 0.3 - 1.2 1.2 - 

月 舘 2,965 3,096 0.3 0.3 - 1.2 1.2 - 

計 50,005 49,101 0.2 0.2 - 0.8 0.8 - 

資料６ 

2月20日 記者会見資料 

健康福祉部健康推進課 

電話 575-1116 
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     長野県南牧村との大規模災害時相互応援協定 

の締結について 

 
 東日本大震災の教訓から、同時に大規模な災害に遭う恐れの少ない遠隔地と

の協力関係が必要であるとの認識のもと、長野県南牧村と大規模災害時相互応

援協定を締結し、応急対策並びに復旧・復興対策が円滑に遂行されるよう相互

に応援を行います。 
 北海道松前町、島根県出雲市、新潟県三条市、新潟県見附市、滋賀県草津市、

山形県米沢市に続いての締結となります。 
 

１ 協定内容 

 ①被災者の一時的な受け入れ 

②食料や飲料水など応急対策および復旧に必要な物資および資機材の提供 

 ③災害応急措置および災害復旧活動に必要な職員の派遣 

 

２ 協定締結式 

（１）日時 ３月１日（金） 16時30分 

（２）場所 伊達市役所 

 

３ 南牧村との関係  

   こどもリフレッシュ事業として実施した野辺山学園サマーキャンプの受

け入れ 

 

資料７ 

２月20日 記者会見資料 

市民生活部環境防災課 

電話 575-1197 
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「復興の 灯
あかり

」プロジェクトについて 

 
未曾有の放射能災害から２年、全国から寄せられる温かい御支援のもと、本

市は、着実に復興の道を歩んでいます。 

東北地方太平洋沖地震から２年の節目を迎え、犠牲となられた多くの人々に

哀悼の意を表するとともに、子どもたちの元気な声がとびかう地域再生を目指

して、市民が一丸となって取り組むことを誓い、市民から募った 5,000 個のキ

ャンドルで「復興の灯」をともします。 

 
１ 期 日  ３月10日（日） 

 

２ 会 場  陣屋通り駐車場（旧保原町役場駐車場） 

       ※雨天時は保原体育館 

 

３ スケジュール 

  14：00 キャンドルメッセージ受付開始 

・ミニ物産展：飲食ブース、物産ブース 

15：00 オープニング 

15：30 市民 on ステージ（６団体×15 分） 

17：00 キャンドル（点火）設置開始 

17：30 普天間かおりライブステージ 

18：00 フィナーレ 

・点灯式 

       ・黙祷（追悼と復興の祈り） 

・メッセージ・・・市長 

・合唱「花は咲く」・・・コーラスグループ、参加者全員 

 

 

 

資料８ 

２月20日 記者会見資料 

総務部総務課 

電話 575-1111 
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＜整備方針概要図＞

健幸都市掛田モデル地区　事業計画（案）

特別養護老人ホーム

福島交通掛田駅 掛田小学校

高齢者住宅整備事業

ポケットパーク整備事業

三乗院

中央公民館

亀岡神社

霊山体育館

市道改良事業

カラー舗装整備事業

事業名 

市道改良事業 

ポケットパーク整備事業 

コミュニティ道路整備事業 

カラー舗装整備事業 

街路灯整備事業 

高齢者住宅整備事業 

街中サロン整備事業 

 

資料３－４（別紙）

\

特別養護老人ホーム

霊山総合支所

霊山総合福祉センター

信用金庫

福島交通掛田駅

霊山中学校

掛田小学校

高齢者住宅整備事業

街中サロン整備事業

ポケットパーク整備事業

掛田幼稚園

郵便局

三乗院

中央公民館

亀岡神社

霊山体育館

コミュニティ道路整備事

市道改良事業

カラー舗装整備事業

事業名 

市道改良事業 

ポケットパーク整備事業 

コミュニティ道路整備事業 

カラー舗装整備事業 

街路灯整備事業 

高齢者住宅整備事業 

街中サロン整備事業 
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梁川コミュニティスクールゾーン整備事業計画区域　S＝1／2500

（場所：伊達市梁川町字北本町、下川原、山城舘地内）
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