
記 者 会 見 

 

 

日時：平成24年11月21日（水）14時 

場所：伊達市役所２階 委員会室１ 

 

１ 平成24年第５回伊達市議会定例会について  

（１）招 集 日  平成24年11月29日（木） 

（２）提出案件   31件（専決処分の報告２件、専決処分の承認１件、人事３件、

条例制定４件、条例の一部改正12件、補正予算４件、その他５

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12月補正予算の概要について 資料２ （財務部財政課） 

 

 

２ 生活圏除染業務の進捗について 資料３ （市民生活部放射能対策課） 

 

 

 

３ ガラスバッジによる外部被ばく検査結果について 資料４  

（健康福祉部健康推進課） 

 

 

４ 市政アドバイザーの委嘱について 資料５ （市民生活部市民協働課） 

 

 

 

５ 施策提案プロジェクトについて 資料６ （総務部人事課） 

 

 

 

６ 伊達市公募地方債の発行について 資料７ （財務部財政課） 

 

 

 

７ 「暮らしの講演会」の開催について 資料８ （市民生活部市民生活課） 



平成24年第５回伊達市議会定例会提出議案概要 

提出案件31件 

【専決処分の報告２件、専決処分の承認１件、人事３件、条例制定４件、条例の一部改正12件、補正４件、

その他５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11号 専決処分の報告について 

（主な内容） 

損害賠償額：46,389円 

事故の概要：平成24年３月22日、伊達市役所梁川分庁舎駐車場に設置し

ていた「おもいやり駐車場」表示板が、強風により、駐車していた相手方

車両を直撃し、損傷を与えたもの 

専決処分日：平成24年９月25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 

総務部 

総務課 

報告第12号 専決処分の報告について 

（主な内容） 

損害賠償額：233,572円 

事故の概要：伊達市職員の運転する公用車の２台前を走っていた車が、

前方に飛び出した動物を避けるために急ブレーキを踏み、その後方を走行

していた相手方車両も追突を避けるため急ブレーキを踏んだため、ブレー

キが間に合わず追突してしまったもの 

専決処分日：平成24年11月12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 

 

２．専決処分の承認（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課 

議案第138号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

（平成24年度伊達市一般会計補正予算（第３号）） 

 第46回衆議院議員総選挙執行経費について専決処分により補正を行ったも

の 

 補正総額： 20,519千円 

財  源： 選挙執行経費委託金 20,519千円 

専決処分日：平成24年11月16日 

（根拠法令） 

地方自治法第179条第３項 

財務部 

財政課 

資料１ 



３．人事（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課 

議案第139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 

（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 

議案第140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 

（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 

議案第141号 

 

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 

（主な内容） 

 伊達市五十沢財産区管理会委員１名の退任に伴い、新たな委員１名の選任

について、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条第１項 

産業部 

農林課 

 

４．条例制定（４件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課 

議案第142号 伊達市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の制定

について 

（制定趣旨） 

東日本大震災復興特別区域法に基づき、国の認定を受けた福島県復興推進

計画に定められた復興産業集積区域内に一定の事業の用に供する施設等の新

増設をした事業者に対する固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定め

るため、条例を制定し、附則により次の条例の一部改正を行うもの 

①伊達市税特別措置条例 

②伊達市工場等誘致条例 

（条例の主な内容） 

市内の復興産業集積区域内に復興推進事業を行なう者として市から指定を

受けた事業者が復興推進計画の国の認定の日（平成24年4月20日）から平成28

年3月31日までの間に工場等を設置した場合、当該対象施設に係る土地、家屋、

償却資産の固定資産税を事業者の申請により、５箇年度分に限り、課税免除

するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

財務部 

税務課 



議案第143号 伊達市給水施設等条例の制定について 

（制定趣旨） 

専用水道及び簡易水道に係る権限が県から市へ移譲されることにより、必

要な事項を定めるため、条例を制定するもの 

（条例の主な内容） 

水道法第46条、第48条の2、第50条、第50条の2関係について、平成25年4

月1日より「専用水道及び簡易水道に係る権限について」県から市へ事務権限

移譲がされることにより、必要事項を定めるもの 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

上下水道部

総務課 

議案第144号 伊達市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理

者の資格基準に関する条例の制定について 

（制定趣旨） 

水道法の一部改正により、水道事業布設工事の工事監督者の配置基準や資

格基準及び水道技術管理者の資格に伴う基準について、必要な事項を定める

ため、条例を制定するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

上下水道部

総務課 

議案第145号 

 

指定管理者制度導入に伴う関係条例の整理に関する条例について 

（制定趣旨） 

伊達市の体育施設の管理運営にかかる指定管理者制度の導入に伴い、関係

条例の一部を改正する条例を定めるもの 

（条例の主な内容） 

 次の条例について、指定管理者制度導入にかかる所要の改正を行うもの 

①伊達市市民体育館条例 

②伊達市民運動場条例 

③伊達市民テニスコート条例 

④伊達市市民プール条例 

⑤伊達市梁川弓道場条例 

⑥伊達市屋内ゲートボール場条例 

（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．条例の一部改正（12件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課 

議案第146号 伊達市部等設置条例の一部を改正する条例について    

（改正趣旨） 

効率的な行政組織の確立と新たな行政課題に柔軟に対応し得る仕組みの構

築に伴い、組織の改編を行うため、条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

・こども部の教育委員会への移管に伴う改正 

総務部 

総務課 



・簡易水道事業の廃止に伴う上下水道部の事務分掌の改正 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

議案第147号 伊達市職員定数条例の一部を改正する条例について    

（改正趣旨） 

効率的な行政組織の確立と新たな行政課題に柔軟に対応し得る仕組みの構

築に伴い、組織の改編を行うため、条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

こども部の教育委員会への移管に伴い、職員定数を変更するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

総務部 

人事課 

議案第148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） 

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための

基本的な指針の改正に伴い、条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

「鳥獣被害対策実施隊員のうち鳥獣被害防止特措法第９条第３項第２号に掲

げる市町村長が任命する者については、地方公務員法その他の関係法令に基

づき、非常勤の公務員として、被害防止対策に係る活動に対する報酬が支給

されるとともに、当該活動において発生した災害に対する補償が行われるこ

ととなる」とされたため、別表に「鳥獣被害対策実施隊員」を追加するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

総務部 

総務課 

議案第149号 伊達市表彰条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

金品の寄付による功労表彰を廃止し、金品の寄付による善行表彰の基準を

500万円に引き上げるため、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 

総務部 

秘書広報課 

議案第150号 伊達市特別会計条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

伊達市梁川簡易水道事業及び月舘簡易水道事業及び堰本財産区の廃止に伴

い、平成25年３月31日をもって伊達市梁川簡易水道事業特別会計、伊達市月

舘簡易水道事業特別会計、伊達市堰本財産区特別会計を廃止するため、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 

財務部 

財政課 

議案第151号 伊達市暴力団排除条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

暴力団対策法の改正により、暴力追放運動推進センターに関する条文が「法

市民生活部 

環境防災課 



第32条の2第1項」を「法第32条の3第1項」に改正されたため、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 

議案第152号 伊達市立保育所設置条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

平成25年4月1日から上保原認定こども園が開園することに伴い、保原第２

保育園を平成25年3月31日をもって廃止するため、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 

こども部 

こども保育

課 

議案第153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25年4月1日から上保原認定こども園が開園することに伴い、上保原幼

稚園を平成25年3月31日をもって廃止するため、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 

こども部 

こども保育

課 

議案第154号 

 

伊達市財産区管理会条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

堰本財産区を平成25年3月31日をもって廃止するため、条例の一部を改正

し、附則により次の条例の一部改正を行うもの 

①伊達市財産区基金条例 

②伊達市財産区の財産の管理及び処分に関する条例 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

産業部 

農林課 

議案第155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による、公営住宅法の改正により、条例の一部を改正す

るもの 

（改正の主な内容） 

入居収入基準について 

・収入基準（本来階層158,000円、裁量階層214,000円）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156号 伊達市水道事業の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） 

伊達市水道事業の給水区域の変更に伴い、条例の一部を改正し、附則によ

り次の条例の改廃を行うもの 

①伊達市簡易水道給水条例の廃止 

②伊達市月舘簡易水道事業特別会計財政調整基金条例の廃止 

③伊達市給水条例の一部改正 

上下水道部

総務課 



（改正の主な内容） 

平成25年4月1日付で簡易水道（梁川簡易水道、月舘簡易水道）及び保原町富

沢地区の一部・霊山町上小国地区の一部を給水区域とすることに伴い、給水

区域及び給水人口を追加するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

議案第157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） 

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による、下水道法の改正により、条例の一部を改正する

もの 

（改正の主な内容） 

公共下水道の構造の基準並びに都市下水路の構造及び維持管理に関する基

準を追加するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第96条第１項 

上下水道部

下水道課 

 

６．補正予算（４件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課 

議案第158号 

 

平成24年度伊達市一般会計補正予算（第４号） 

歳出 災害復旧事業3,500千円、放射能対策事業149,857千円、その他事業

612,090千円 

歳入 市税33,237千円、地方特例交付金△40千円、普通交付税379,075千円、

分担金及び負担金1,156千円、使用料及び手数料△2,354千円、国庫

支出金50,646千円、県支出金184,578千円、寄附金200千円、繰入金

8,370千円、諸収入479千円、市債110,100千円 

 補正総額 765,447千円 

（根拠法令） 

地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第159号 平成24年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 歳出 総務費945千円、保険給付費206,036千円、償還金65,034千円 

 歳入  国庫支出金207,285千円、療養給付費等交付金25,684千円、繰入金 

    39,046千円   

 補正総額 272,015千円 

（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160号 平成24年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 歳出 総務管理費△698千円、保険給付費557,369千円、基金積立金 

△108,363千円、諸支出金234千円 

歳入 国庫支出金145,748千円、支払基金交付金161,637千円、県負担金

72,184千円、繰入金68,973千円 

健康福祉部 

高齢福祉課 



 補正総額 448,542千円 

（根拠法令） 

地方自治法第218条第１項 

議案第161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２号) 

 歳出 総務管理費54千円、下水道建設費△114,450千円 

 歳入 受益者負担金10,924千円、国庫補助金△30,800千円、県補助金 

△1,400千円、一般会計繰入金△37,820千円、下水道事業債△55,300 

千円 

 補正総額 △114,396千円 

（根拠法令） 

地方自治法第218条第１項 

上下水道部 

下水道課 

 

７．その他（５件） 

議案第162号 伊達市道路線の廃止について 

(1) 国道349号バイパス事業及び伝樋川河川改修事業により廃止するもの 

 路線番号 21012 路線名 八筋下川原線(やすじしもがわら) 

 路線番号 21028 路線名 下川原高川原線(しもがわらたかがわら) 

 路線番号 21029 路線名 下川原１号線(しもがわらいちごう) 

(2)国道349号線バイパス事業により廃止するもの 

 路線番号 21025 路線名 北本町３号線(きたもとまちさんごう) 

 路線番号 21032 路線名 山城舘下川原線(やましろだてしもがわら) 

 路線番号 21062 路線名 西塩野川１号線(にししおのがわいちごう) 

 路線番号 21063 路線名 元舟場西塩野川線(もとふなばにししおのがわ) 

 路線番号 21064 路線名 西塩野川２号線(にししおのがわにごう)  

 路線番号 21065 路線名 元舟場３号線(もとふなばさんごう) 

 路線番号 21066 路線名 元舟場１号線(もとふなばいちごう) 

 路線番号 21235 路線名 大町西塩野川線(おおまちにししおのがわ) 

 路線番号 21247 路線名 東塩野川３号線(ひがししおのがわさんごう) 

(3)伝樋川河川改修事業により廃止するもの 

 路線番号 21031 路線名 下川原３号線(しもがわらさんごう) 

(4)梁川小学校建設事業により廃止するもの 

 路線番号 21024 路線名 北本町２号線(きたもとまちにごう) 

（根拠法令） 

道路法第10条第３項 

建設部 

土木課 

議案第163号 

 

伊達市道路線の認定について 

(1) 国道349号バイパス事業及び伝樋川河川改修事業により、廃止した路線を

別路線として認定するもの 

 路線番号 21274 路線名 八筋山城舘線(やすじやましろだて) 

 路線番号 21276 路線名 北本町下川原２号線(きたもとまちしもがわら

にごう) 

 路線番号 21282 路線名 山城舘５号線(やましろだてごごう) 

建設部 

土木課 



 路線番号 21283 路線名 山城舘６号線(やましろだてろくごう) 

(2) 国道349号バイパス事業により、廃止した路線を別路線として認定するもの 

 路線番号 21279 路線名 山城舘下川原２号線(やましろだてしもがわら

にごう) 

 路線番号 21280 路線名 山城舘下川原３号線(やましろだてしもがわら

さんごう) 

 路線番号 21281 路線名 山城舘４号線(やましろだてよんごう) 

 路線番号 21284 路線名 西塩野川町裏線(にししおのがわまちうら) 

 路線番号 21285 路線名 西塩野川東塩野川線(にししおのがわひがしし

おのがわ) 

 路線番号 21286 路線名 東塩野川線(ひがししおのがわ) 

 路線番号 21287 路線名 西塩野川４号線(にししおのがわよんごう) 

 路線番号 21288 路線名 西塩野川５号線(にししおのがわごごう) 

 路線番号 21289 路線名 元舟場１号線(もとふなばいちごう) 

 路線番号 21290 路線名 元舟場西塩野川線(もとふなばにししおのがわ) 

 路線番号 21291 路線名 西塩野川元舟場線(にししおのがわもとふなば) 

 路線番号 21292 路線名 西塩野川６号線(にししおのがわろくごう) 

 路線番号 21293 路線名 元舟場２号線(もとふなばにごう) 

 路線番号 21294 路線名 元舟場３号線(もとふなばさんごう) 

(3) 梁川小学校建設事業により、廃止した路線を別路線として認定するもの 

 路線番号 21277 路線名 北本町５号線(きたもとまちごごう) 

(4) 梁川小学校建設事業により認定するもの 

 路線番号 21275 路線名 北本町４号線(きたもとまちよんごう) 

 路線番号 21278 路線名 山城舘３号線(やましろだてさんごう) 

(5)一般の交通の用に供するため、認定するもの 

路線番号 53057 路線名 門ノ内１号線（かどのうちいちごう） 

路線番号 53058 路線名 門ノ内２号線（かどのうちにごう） 

路線番号 53059 路線名 岩内越線（いわうちごし） 

路線番号 54045 路線名 天平舘山線（てんぺいたてやま） 

路線番号 54046 路線名 舘山線（たてやま） 

(6)沢川沢砂防ダム建設事業に伴い、付替えとなった道路法外の道路を、一般

の交通の用に供するため、認定するもの 

路線番号 44097 路線名 馬場鳥屋線（ばばとや） 

路線番号 44098 路線名 沢川鳥屋線（さわかわとや） 

（根拠法令） 

道路法第８条第２項 

議案第164号 指定管理者の指定について 

 伊達市霊山こどもの村の指定管理者について、平成25年３月31日で期間満

了となるため、新たに指定管理者を指定するもの 

 指定管理者：社団法人 霊山こどもの村管理会 

 指定の期間：平成25年４月１日から平成28年３月31日まで 

霊 山 総 合

支所 



（根拠法令） 

地方自治法第244条の２第６項 

議案第165号 指定管理者の指定について 

 伊達市霊山こどもの村児童館の指定管理者について、平成25年３月31日で

期間満了となるため、新たに指定管理者を指定するもの 

 指定管理者：社団法人 霊山こどもの村管理会 

 指定の期間：平成25年４月１日から平成28年３月31日まで 

（根拠法令） 

地方自治法第244条の２第６項 

霊 山 総 合

支所 

議案第166号 指定管理者の指定について 

 伊達市りょうぜん紅彩館の指定管理者について、平成25年３月31日で期間

満了となるため、新たに指定管理者を指定するもの 

 指定管理者：社団法人 霊山こどもの村管理会 

 指定の期間：平成25年４月１日から平成28年３月31日まで 

（根拠法令） 

地方自治法第244条の２第６項 

霊 山 総 合

支所 

 

11月21日 記者会見資料 

総務部総務課 

電話 575-1111 

   



平成24年度12月補正予算の概要について 

 
 一般会計補正予算（第４号）については、災害復旧事業、放射能対策事業な

どについて予算補正を行います。 

 

１ 歳入歳出予算の補正 

   補正前の額           61,203,531千円 

   補正額                765,447千円 

   補正後の額           61,968,978千円 

    財源 市 税           33,237千円 

       普通交付税      379,075千円 

       国庫支出金         50,646千円 

       県支出金           184,578千円 

市 債           110,100千円 

       その他               7,811千円 

    （財政調整基金残高見込 4,192,768千円） 

 

２ 補正の主な事業内容 

（１）災害復旧事業              3,500千円 

  ①私立保育園補助金交付事業        2,000千円 

 震災により被災した私立幼稚園などの復旧費用に対する補助 

  ②りょうぜん紅彩館管理運営事業      1,500千円 

    修繕工事に係る施工管理委託料 

 

（２）放射能対策事業           149,857千円 

  ①除染対策事業             29,876千円 

    仮置き場に係る経費の増額（土地借上料、補償費）など 

  ②外部被ばく検査事業          14,572千円 

    ガラスバッジの配布・回収に係る委託料および通信運搬費の増額 

  ③風評被害対策事業           1,500千円 

    農業復興ビジョン策定準備経費 

  ④農作物モニタリング調査事業      26,260千円 

    伊達市地域農業再生協議会補助金（米の全量全袋検査経費） 

    農業情報誌「耕」発行経費 

  ⑤学校給食食材モニタリング事業     1,543千円 

    モニタリング用試料の増 

  ⑥復興きずな基金事業          74,656千円 

    福島県ブランドイメージ回復交付金を基金に積立 

    （平成25～26年度で市のイメージアップに繋がる事業を展開） 

  ⑦鳥獣害対策事業             1,850千円 

    狩猟期間中のイノシシ捕獲奨励金 
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（３）その他               612,090千円 

  ①地域支えあい体制づくり助成事業    6,823千円 

    日常的な支えあい活動の体制づくりに係る施設整備費補助 

    ・集会施設のバリアフリー化 ２施設 

    ・高齢者ふれあいサロン整備 ３団体 

  ②高等学校全国大会出場支援事業     1,470千円 

    聖光学院高等学校サッカー部補助金など 

  ③介護保険特別会計繰出金       68,973千円 

    介護給付金の増額に伴う一般会計繰出金の増額 

  ④上保原認定こども園整備事業     19,390千円 

    整備事業費に係る補助金の増額 

  ⑤梁川認定こども園整備事業       3,011千円 

    用地費および用地補償費の増額 

  ⑥幼稚園管理運営事業          6,000千円 

    特別支援介助人、嘱託職員の増員など 

  ⑦道路施設等維持管理費        20,100千円 

    道路維持修繕 52カ所 

  ⑧財政調整基金積立          389,685千円 

 

 

（４）繰越明許費 

    りょうぜん紅彩館施設改修事業    57,200千円 

     （工事請負費55,700千円、委託料1,500千円） 

11月21日 記者会見資料 

財務部財政課 

電話 575-1189 

   



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）          （11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 ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ 425 269 63.29 

霊山町石田東

部・月舘町東部 
▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ 118 39 33.05 

保原町富成 ▲ ● ● ▲ ▲ ▲ 449 27 6.01 

保原町柱沢 ▲ ● ●   ▲ 545 82 15.05 

霊山町掛田 ● ● ▲   ▲ 1,018 92 9.04 

計       2,555 509 19.92 

（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   0 60,457（13カ所） 
造成完了(８カ所) 

霊山町石田東

部・月舘町東部 

造成中 (４カ所) 

16,000   0 42,930（ 7カ所） 
造成完了(３カ所) 

保原町富成 

造成中 (４カ所) 

22,000   48,540（ 6カ所） 10,903 造成中 (２カ所) 

造成完了（２カ所） 

測量中 (２カ所) 

保原町柱沢 20,000   0 45,165（10カ所） 
造成完了(２カ所) 

霊山町掛田 

造成中 （５カ所） 

20,000   20,621（ 6カ所） 12,467 
造成中 （２カ所） 

造成完了(１カ所) 

計 100,000  217,713（42カ所） 23,370 

造成完了（16カ所） 

測量中 （２カ所） 

造成中 （17カ所） 

 ※下線部は前回会見時（10月３日）から進捗のあったもの。 

 

２ Ｂエリア 

（１）事前モニタリング状況 

    全地区で終了（12地区、3,700戸） 

（２）除染作業の発注状況 

    霊山町中川地区 

    ・工  期 10月26日～平成25年３月21日 

    ・委託業者 大友・佐藤・須田特定業務委託共同企業体 

資料３ 

11月21日 記者会見資料 

市民生活部放射能対策課 

電話 575-1003 

   



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１期（７月～９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 

区 分 
人 数 

（人） 

３カ月の実効線量

（mSv/３カ月） 

１年間の推定線量 

（mSv/年） 

０～15歳のこども、妊婦 約6,000 0.1～0.3 0.4～1.2 

16歳

以上 

特定避難勧奨地点

がない地区 
約44,400 0.2～0.3 0.8～1.2 

特定避難勧奨地点

がある地区 
約2,000 0.8～1.0 3.2～4.0 

  ※実効線量：地域毎の平均値の最小値と最大値 

  ※１年間の推定線量：実効線量を４倍したもの 

  ※特定避難勧奨地点がある地区 

    霊山町小国、霊山町石田の一部、月舘町月舘の一部、保原町富成 

 

２ 全体の傾向 

   約52,400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。 

 

３ 線量が高い人への対応 

   特定避難勧奨地点のある地区で、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、活用 

   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 

 

５ 今後の方針 

   第２期（10月～12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。 

資料４ 

11月21日 記者会見資料 

健康福祉部健康推進課 

電話 575-1116 

   



市政アドバイザーの委嘱について 

 
 伊達市の中山間地では、人口の急激な減少と少子高齢化が進み、高齢化によ

る孤独の解消や若い人の地域づくりへの参画、集落間の連携強化、情報発信力

の強化など多くの課題を抱えています。 
 そこで、中山間地の振興対策について様々な助言を頂くため、市政アドバイ

ザーとして、明治大学農学部教授の小田切徳美氏を委嘱します。 

 

１ 氏 名 

   小田切 徳 美（おだぎり とくみ） 

 

２ 経 歴 

1959年生まれ 神奈川県出身 

   1988年 東京大学博士課程修了（農学博士） 

   1995年 東京大学農学部助教授、東京大学大学院農学生命科学研究科 

助教授 

   2006年 明治大学農学部教授（現職） 

   主な役職 

    第29次地方制度調査会委員（総務省） 

    過疎問題懇談会委員（総務省） 

    中山間地域等総合対策検討会委員（農林水産省） 

    国土審議会自立地域社会専門委員会委員（国土交通省） 等多数 

 

３ 委嘱日 

   平成24年12月１日 

 

４ 業務内容 

   中山間地域の再生および振興に関する助言 

   地域自治組織の編成および運営に関する助言 

   地域おこし支援員への助言 

資料５ 

11月21日 記者会見資料 

市民生活部市民協働課 

電話 575-1177 

   



施策提案プロジェクトについて 

 
 市では平成21年度から市職員の協調性と想像力、実行力の向上を図り、新た

な施策の企画提案により行政運営の向上を目指すことを目的として、プロジェ

クトチームによる施策提案を行っています。 

今年度は５チーム（31人）から提案があり、最優秀施策が決定しました。 

 

１ 審査結果 

（１）最優秀施策 

【伊達市元気発信プロジェクト！！】 

  原発事故からの復興再生に向けて前進している伊達市を全国へアピールす

るために、自治体初「企業コラボＴシャツプロジェクト」に参加することを

提案。企業コラボＴシャツを手がける広告代理店への調査を実施し、広告媒

体はＴシャツに限らず、ブックカバーやボックスティッシュなどを使い、様々

な企業とのコラボを行い伊達市の元気を発信する。 

 

（２）優秀施策 

【伊達市サンドクラフトフェスティバル】 

  原発事故の放射能汚染による漠然とした不安感を持つ市民に、砂遊びのイ

ベントを通じて市民（子供と大人）が集い笑顔になれる場を提供し、「安全＝

安心」と伊達市の復興のために、～心の除染プロジェクト～「サンドクラフ

トフェスティバル」を提案。サンドクラフトコンテスト（砂像作成、砂遊び）、

放射能及び除染に関する講演会、出店などを行う。 

 

（３）その他施策 

【総合支所をカエル ～Ｊｕｍｐ ｔｏ ｎｅｘｔ～】 

現在の総合支所を、「次世代型総合支所＝みんなでつくる総合支所」に変え

るため、「組織をカエル」、「空間をカエル」、「距離をカエル」ための施策を提

案。市民協働を見据えた窓口の民間委託、待合空間を交流の場として利用す

ること、地域コミュニティーの維持を目指したデリバリー総合支所の３つを

あげている。 

 

【プロジェクトＯ ～スポーツと健康のまち 伊達市～】 

  市民一人ひとりがスポーツに関心を持ちつつ、健康づくりに気軽に取組め

るまちづくりのため、スポンサー収入、施設管理運営収入、市民サポート収

入を収入源とした「ファルコン伊達スポーツパーク」の設立を提案。ファル

コン伊達には、野球場、陸上競技場、体験農業ができる果樹園、給食センタ

ーと連携した事務所兼合宿所を整備する。 

 

 【踊るダンス創作線 ＴＨＥ ＰＲＯＪＥＣＴ Ｄ 市民を健康にせよ！】 

  健康で心豊かに暮らせて、人と人とのつながりがある伊達市を目指し、伊

達市のオリジナル健康ダンスを創作することを提案。ダンスの普及のために

イメージキャラクターを創出、伊達市の小中学校の準備体操には健康ダンス

を取り入れること。ダンス（人材）育成事業のためダンスマイスターの創設、

資料６ 



ダンス交流のために空き店舗を利用したダンスホールの整備等を行う。 

 

２ 表彰式 

（１）日時 11月21日（水）午後３時 

（２）場所 市役所本庁舎応接室 

 

11月21日 記者会見資料 

総務部人事課 

電話 575-1104 

   



平成24年度伊達市公募地方債（がんばれ！だて市民債） 

の発行について 
 
 市債の購入を通して市民の行政参加意識の高揚を図るとともに、多様な資金

調達手段の確保のために、総額２億円の公募地方債を発行します。 

 市が公募地方債を発行するのは今年度で６回目となります。 

 

【発行概要】 

 発 行 総 額  ２億円 

 充 当 事 業  学校施設整備事業 

         道路改良事業 

 申込受付期間  12月３日（月）～12月13日（木）先着順 

 発 行 日  12月20日（木） 

 購入対象 者  伊達市内に在住、在勤の個人または市内に営業拠点がある

法人・団体 

 発 行 価 格  額面100円につき100円 

 購 入 単 位  10万円 

         ※１人（法人）500万円まで 

 利    率  年0.36％ 

 利 払 日  年２回（６月、12月の各20日） 

 償 還 年 限  平成29年12月20日に元金を一括償還（５年債） 

 取扱金融機関  ㈱東邦銀行  保原支店、梁川支店 

         福島信用金庫 保原支店、梁川支店、伊達支店、掛田支店、 

                月舘支店 

         ㈱福島銀行  保原支店 
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財務部財政課 

電話 575-1189 

   



「暮らしの講演会」の開催について 

 
 食の安心・安全と放射能対策について、農学博士の小泉武夫氏を講師に迎え、

伊達市主催による「暮らしの講演会」を開催します。 

 

１ 日時 平成24年12月16日（日）午後１時30分～午後３時 

（午後零時30分開場） 

 

２ 場所 伊達市保原市民センター 

 

３ 講師 小泉武夫氏 

      1943年 福島県生まれ 

      農学博士、専攻は醸造学・発酵学・食文化論 

      現在の役職など 

東京農業大学名誉教授／鹿児島大学客員教授／琉球大学客員教

授／別府大学客員教授／新潟薬科大学客員教授／広島大学大学

院医学研究科客員教授／石川県立大学客員教授／「食の世界遺

産」登録に向けた検討委員会員（農水省大臣官房）／東日本大

震災復興支援選定委員会委員（公益財団法人ヤマト福祉財団）

／福島県しゃくなげ大使／郡山市フロンティア大使ほか  

 

４ 演題 「食の安心・安全と放射能対策！」 

      

５ 参加費 無料 

      伊達市消費生活センターへ電話にて申し込むこと（℡574-2233） 

 

６ 主催 伊達市 
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伊達市消費生活センター 

（市民生活部市民生活課内） 

電話 574-2233 
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