
記 者 会 見 

 

 

日時：平成24年６月８日（金）14時 

場所：伊達市役所２階 委員会室１ 

 

 

１ 平成24年第３回伊達市議会定例会の開催について 資料１ （総務部総務課） 

（１）会  期  平成24年６月14日（月）～６月28日（木） 

（２）提出議案   25件（報告５件、人事４件、条例制定２件、条例の一部改正６

件、補正予算２件、その他６件） 

  

 

２ サマーキャンプの実施について 資料２  

（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） 

  子どもたちが心身ともにリフレッシュできるよう、夏休みを利用し、サマーキ

ャンプを実施します。 

 

 

３ 伊達市教育フォーラムの開催について 資料３ （教育委員会教育総務課） 

  保原小学校で取り組んでいるスクールコミュニティ事業を推進するために教育

フォーラムを開催します。 

 

 

４ 第52回伊達ももの里マラソン大会の開催について 資料４ （保原総合支所） 

  「伊達のみち あなたの走りが応援歌」をキャッチフレーズに、全国から多数

のランナーを迎えて開催します。 

 

 

５ 屋外プール授業の実施について 資料５ （教育委員会教育施設課） 

  全ての小中学校で屋外プール授業を実施します。 



平成24年第３回伊達市議会定例会提出議案概要                                                    

提出案件25件【報告５件 人事４件 条例制定２件 条例改正６件 補正２件 その他６件】 

        

１．報告（５件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

報告第３号 

 

市が資本金を出資している法人の経営状況を説明する書類の提出について 

 福島地方土地開発公社の経営状況を説明する書類を提出するもの 

 根拠法令：地方自治法第243条の３第２項 

市長直轄 

総合政策課 

報告第４号 

 

市が資本金を出資している法人の経営状況を説明する書類の提出について 

 株式会社保原振興公社の経営状況を説明する書類を提出するもの 

 根拠法令：地方自治法第243条の３第２項 

保原総合支

所 

 

報告第５号 平成23年度伊達市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

平成23年度伊達市一般会計予算のうち、平成24年度に繰り越した事業の繰

越明許費に係る繰越計算書について調製したので報告するもの 

（繰り越す主な事業） 

災害等廃棄物処理事業、一部破損住宅修繕事業、公共施設等除染事業、 

公園施設除染事業、水田放射性物質低減化事業、学校施設等除染事業 

 根拠法令：地方自治法施行令第146条第２項 

財務部 

財政課  

報告第６号 平成23年度伊達市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いて 

平成23年度伊達市公共下水道事業特別会計予算のうち、平成24年度に繰り

越した事業に係る繰越計算書について調製したので報告するもの 

（繰り越す主な事業） 

社会資本整備総合交付金基幹事業、公共下水道施設災害復旧事業 

 根拠法令：地方自治法施行令第146条第２項 

財務部 

財政課  

報告第７号 平成23年度伊達市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について 

 平成23年度伊達市一般会計予算のうち、平成24年度に繰り越した事業の事

故繰越し繰越計算書について調製したので報告するもの 

（繰り越す主な事業） 

 小学校施設維持管理事業、保原小学校改築事業、中学校施設維持管理事業 

 根拠法令：地方自治法施行令第150条第３項 

財務部 

財政課 

 

２．人事（４件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第64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 

議案第65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

健康福祉部 

社会福祉課 

資料１－１ 



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 

議案第66号 

 

伊達市大字掛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 

伊達市大字掛田財産区管理会委員の任期満了に伴い、管理会委員の選任に

あたり、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 

議案第67号 

 

伊達市大石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 

伊達市大石財産区管理会委員の任期満了に伴い、管理会委員の選任にあた

り、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 

 

３．条例制定（２件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第68号 

 

外国人登録法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） 

外国人登録法の廃止に伴い、伊達市ケーブルテレビ放送施設条例、伊達市

敬老祝金及び百歳賀寿祝金支給条例及び伊達市下水道条例の一部を改正

するため、外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例を制定す

るもの 

（条例の主な内容） 

 関係条例の条文中、外国人登録法から引用した条項及び文言を整理するも

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69号 

 

伊達市こども医療費の助成に関する条例の制定について 

（制定趣旨） 

福島県が子育て支援策として「18歳以下の県民の医療費無料化事業」を実

施することに伴い、０歳から18歳までの医療費の一部を助成するため、伊達

市こども医療費の助成に関する条例を制定するもの 

あわせて、伊達市乳幼児医療費の助成に関する条例及び伊達市小中学生医

療費の助成に関する条例を廃止するもの 

（条例の主な内容） 

 ０歳から18歳までのこどもの医療費の一部を助成するために、助成の対象

者及び助成の方法等を定めるもの                                     

根拠法令：地方自治法第96条第１項 

こども部 

こども支援

課 

 

 

 

 

 

 



４．条例改正（６件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第70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） 

地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い改正するもの 

（改正の主な内容） 

(1)市民税の申告における寡婦（寡夫）控除の削除 

(2)東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例 

(3)土地に係る固定資産税の負担調整措置 

(4)住宅用地の据置き特例措置 

  根拠法令：地方自治法第96条第１項 

財務部 

税務課 

議案第71号 

 

伊達市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴い改正するもの 

（改正の主な内容） 

外国人登録法が廃止され、住民基本台帳に記録される外国人となるため、

印鑑の登録資格、登録申請においての確認書類及び登録事項等が変更になる

もの 

根拠法令：地方自治法第96条第１項 

市民生活部 

市民生活課 

議案第72号 

 

伊達市重度心身障がい者医療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） 

障害者自立支援法付則第１条第３号に基づく旧体系施設に係る経過措置の

廃止に伴い改正するもの 

（改正の主な内容） 

障害者自立支援法附則第41条第１項に規定する身体障害者更生援護施設又

は同法附則第58条第１項に規定する知的障害者援護施設についての経過措置

が廃止となるもの 

 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73号 

 

伊達市国民健康保険条例の一部を改正する条例について  

（改正趣旨） 

伊達市こども医療費の助成に関する条例の制定に伴い、国民健康保険条例

に規定する年齢要件について改正するもの 

（改正の主な内容） 

国民健康保険条例第４条の規定による一部負担金の特例措置について、「15

歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者」のうち年齢要件を「18

歳」に引上げるもの 

 根拠法令：地方自治法第96条第１項 

健康福祉部 

国保年金課 

議案第74号 

 

伊達市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について  

（改正趣旨） 

平成24年度国民健康保険税の税率（按分率）を定めるもの並びに東日本大

健康福祉部 

国保年金課 
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震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成二十三年

四月二十七日法律第二十九号）の改正により伊達市国民健康保険税条例の一

部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

  昨年度は震災被害に配慮し税率を据置いてきたが、減税財源としの繰越剰

余金も減少しており、今年度は税率の見直しが必要となったことから、特に

伸びが著しい後期高齢者医療負担金や介護納付金にかかる税率等を引き上げ

るもの 

根拠法令：地方自治法第96条第１項 

議案第75号 

 

伊達市ひとり親等家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

（改正趣旨） 

伊達市こども医療費の助成に関する条例の制定に伴い、ひとり親等家庭医

療費助成の助成対象者について改正するもの   

（改正の主な内容） 

 ０歳から18歳までの医療費助成をこども医療費助成制度により実施するた

め、ひとり親等家庭医療費助成の対象外とするもの 

根拠法令：地方自治法第96条第１項 

こども部 

こども支援

課 

 

５．補正予算（２件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第76号 

  

平成24年度伊達市一般会計補正予算（第１号）  

歳入 国庫支出金、県支出金、繰入金、諸収入 

歳出 震災に係る災害復旧事業、放射能対策事業等 

 補正総額 330,226千円 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第77号 

  

平成24年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 歳入 国民健康保険税、療養給付費、繰越金等 

 歳出 保険給付費、後期高齢者支援金等、予備費等 

補正総額 △107,945千円 

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 

 

６．その他（６件） 

 番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課 

議案第78号 

 

 

福島県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

（改正趣旨） 

住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴い、福島県後期高齢者医

療広域連合規約を変更する必要があるため、構成市町村議会の議決を要する

もの 

（改正の主な内容） 

住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行により、外国人住民が住民基

健康福祉部 

国保年金課 

 



本台帳の適用対象となり、外国人登録原票が廃止されるため、規約の変更を

行う必要があるもの 

 根拠法令：地方自治法第291条の３第３項 

議案第79号 財産の取得について 

（提案の理由） 

 内部被ばく検査を行うための機器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  ホールボディカウンタ ２台 

 取得金額   88,248,300円 

 契約の方法  随意契約 

 契約の相手方 キャンベラジャパン株式会社 

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 

健康福祉部 

健康推進課 

議案第80号 字の区域の変更について 

（提案の理由） 

 伊達市梁川町字上川原の一部で、土地の利用形態上の理由により字区域の

変更が必要となったもの 

（主な内容） 

梁川町字上川原１－１外１筆を梁川町字古町へ編入するもの 

根拠法令：地方自治法第260条第１項 

産業部 

農林課 

議案第81号 伊達市道路線の廃止について 

 阿武隈川上流改修梁川地区土地利用一体型水防災事業（桂野地区）に伴い、

起点が別路線となったことから、桂野１号線及び桂野３号線の２路線を廃止

するもの 

根拠法令：道路法第10条第３項 

建設部 

土木課 

議案第82号 

 

伊達市道路線の認定について 

(1)市道東土橋石井戸線の整備に伴い、西土橋６号線及び東土橋線の２路線に

ついて新たに認定をするもの 

(2)阿武隈川上流改修梁川地区土地利用一体型水防災事業（桂野地区）に伴い、

桂野４号線、桂野５号線及び桂野６号線の３路線について新たに認定をする

もの 

(3)市道愛宕後離森線の中ノ内橋の架け替えに伴い、石丸中ノ内線を新たに認

定するもの 

根拠法令：道路法第８条第２項 

建設部 

土木課 

議案第83号 

 

非核平和都市宣言について 

 日本国憲法が掲げる平和の理念に基づき、核兵器の廃絶と恒久平和の実現

をめざして、非核平和都市であることを宣言するもの 

総務部 

総務課 

 

 ６月８日 記者会見資料 

総務部総務課 

電話 575-1111 

   



平成24年度６月補正予算の概要について 

 
 一般会計補正予算（第１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   48,780,070千円 

   補正額       330,226千円 

   補正後の額   49,110,296千円 

    財源 国庫支出金 93,503千円 

       県支出金  192,269千円 

       繰入金   43,271千円 

       諸収入    1,183千円 

 

２ 補正の主な事業内容 

（１）災害復旧事業 

  ①文教施設災害復旧事業       19,241千円 

 被災し仮設校舎で授業を行っている梁川小学校に電子黒板を導入し、

児童の学習意欲の向上を図る。あわせて、ICT支援員を配置し授業を支援

する。 

  ②災害等廃棄物処理事業       105,078千円 

    震災により損壊した家屋について、生活環境の保全と市民の安全性を

確保するために解体撤去する。平成23年度末までに申請のあった家屋51

棟を対象とする。 

 

（２）放射能対策事業 

  ①稲の試験栽培対策事業       31,821千円 

    平成24年度稲の作付制限区域において、平成25年度以降に安心して稲

の栽培を行うため、除染効果（ゼオライト、ケイ酸カリ、深耕）を確認

するとともに放射性物質の吸収抑制に効果のある栽培方法を確立するた

め、試験栽培を実施する。 

    また、試験栽培以外の水田について、荒廃を防ぐための保全管理対策

を実施する。 

  ②保育園給食食材モニタリング事業  46,546千円 

    保育園に放射性物質検査機器を設置し、食品の安全性を確保する。 

     設置保育園 10園（市立２園、私立６園、認可外２園） 

 

（３）その他 

  ①こども医療費助成事業       13,760千円 

    福島県が平成24年10月診療分から医療費無料化対象を18歳まで拡大す

ることに伴い医療費を増額する。 

  ②地域支えあい体制づくり助成事業   2,983千円 

    日常的な地域支えあい活動の拠点となる施設の整備などを行う町内会、

地域福祉会に補助金を交付する。 

    ・町内会集会所のバリアフリー化（トイレの水洗・洋式化） ２団体 

資料１－２ 



    ・地域福祉会における健康管理器具の設置         １団体 

  ③介護基盤等整備事業        65,000千円 

    高齢者に対する地域包括ケアシステムの構築に必要な居宅サービスを

充実させるため、施設整備を行う事業所に補助金を交付する。 

    ・梁川地区通所介護サービス施設整備  １事業所 

    ・梁川地区訪問看護サービス施設整備  １事業所 

    ・梁川地区配食サービス施設整備    １事業所 

 

 

 

 

６月８日 記者会見資料 
財務部財政課 
電話 575-1189 

   



サマーキャンプ事業の実施について 
 

 原発事故の影響により、子どもたちが屋外で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、自然体験活動などによ

り心身ともにリフレッシュできるようサマーキャンプを実施します。 

 

 事業名 主 催 場 所 日 程 対象者 募集人員 
野辺山サマーキャンプ 伊達市 

 

長野県南牧村 

 

第１期 ７月23日～７月27日 

第２期 ８月６日～８月10日 

小学６年生以下の児童、幼児、乳

幼児 
各期300人 

会津高原サマーキャンプ 伊達市 

 

南会津町 

 

第１期 ８月13日～８月15日 

第２期 ８月15日～８月17日 

小学６年生以下の児童、幼児、乳

幼児 
各期100人 

みずつち合宿 新潟市 

 

新潟市 ７月26日～７月28日 小学５～６年生 
20人 

富野小・大枝小フレンド

サマーキャンプ 
千葉YMCA 千葉県長生郡長柄

町 

８月20日～８月23日 富野小・大枝小学校児童 
46人 

月舘町×奥多摩町子ども

サマーキャンプ 
サマーキャンプ実

行委員会 

東京都奥多摩町 ７月27日～７月30日 月舘町の小学生 
30人 

愛チカラサマーキャンプ 小国からの咲顔 愛知県北設楽郡東

栄町 

８月５日～８月19日 小学生 
100人 

福島っ子キャンプインも

がみ 
NPO法人りょうぜん

里山学校 

山形県最上町 ８月１日～８月６日 小学３年生～中学３年生 
35人 

保原と横浜の小学校交流

会 
交流会実行委員会 横浜市 ７月28日～７月30日 保原町の小学４～６年生 

35人 

 ※日程が確定している事業 
 

６月８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   
月舘総合支所  

電話 572-2111 
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伊達市教育フォーラムの開催について 

 
 保原小学校で実施しているスクールコミュニティ事業を推進するため、「地域

とともにある学校づくり・学校からのまちづくり」をテーマに伊達市教育フォ

ーラムを開催します。 

 

１ 日 時 平成24年６月10日（日）13：00～16：00 

 

２ 場 所 保原小学校「講堂」 

 

３ 内 容 

（１）基調講演 

   「地域とともにある学校づくりと学校からのまちづくり」 

     東京都三鷹市教育長 貝ノ瀬 滋氏 

（２）事例発表 

   「保原小学校新校舎建築とスクールコミュニティの実現」 

     伊達市立保原小学校長 二瓶洋允氏 

（３）対談 

   「学校づくり、まち育て、子育ちは三位一体でこそうまくいく」 

千葉県習志野市秋津コミュニティ顧問 

文部科学省コミュニティスクールマイスター 岸 裕司氏 

      伊達市長 仁志田昇司 

 

４ 定 員 300人 

 

５ 主 催 伊達市、伊達市教育委員会、文部科学省 

資料３－１ 

６月８日 記者会見資料 

教育委員会教育総務課 

電話 577-3245 

   



 

伊達市 教育フォーラム 

≪地域とともにある学校づくり・ 

学校からのまちづくり≫ 

   平成２４年６月１０日（日） 

１３：００～１６：００ 

保 原 小 学 校 「講 堂」 

 

 

基調講演 「地域とともにある学校づくり」「学校からのまちづくり」 
          東京都三鷹市教育委員会教育長 貝 ノ瀬  滋 氏 

 

事例発表 「保原小学校新校舎建築とスクールコミュニティの実現」 
                伊達市立保原小学校長 二瓶 洋允 氏 

 

対   談 「学校づくり、まち育て、子育ち は 

三位一体でこそ うまくいく」 

○ 千葉県習志野市秋津コミュニティ顧問  

文部科学省コミュニティスクールマイスター     岸  裕司  氏 

○ 伊 達 市 長   仁志田 昇司 

 

   伊達市では、人と人とのつながりや人と地域の結びつきを大切にし、豊 

 かな心を持って社会に生きる「人づくり」や「地域づくり」を視点に、子 

 どもから高齢者に至るまで活き活きとした活動や学習を行い、その成果を 

社会に還元する仕組み作りと人材の育成に努めています。 

 新築された保原小学校を核とした保原地区の「スクールコミュニティ事 

業」を今年度から展開中です。この事業にかかわる「教育フォーラム」を 

 開催し、学校を核とした地域づくりを考えていきたいと思います。 

                     ご参加をお待ちしています。 

 

主 催   伊達市  伊達市教育委員会  文部科学省 

お問い合わせ先：伊達市教育委員会教育総務課ＴＥＬ577-3245 

資料３－２ 



スクールコミュニティとは 

 

スクールコミュニティは、学校を地域に開放し、「学校と地域が融合する」こと

で、大人も子供も共に学ぶことができる地域社会を作り上げることを目的としてい

る。 

そのために、学校の中に市民が自由に集える場所を作る。保原小学校では、その

場所が市民ホームベースルームと講堂である。 

 

１ 子縁を介した地域コミュニティの確立 

・ 近年の子どもは他者とのコミュニケーション能力が不足しているといわれる

が、それは大人の問題でもある。子のない大人や高齢者でも気兼ねなくコミ

ュニケーションがとれる場が地域社会には必要である。そのための場所とし

て「学校」を開放する。 

・地域が子育てをすることは、子どもの安全を守ることになる。 

・住民が学校を知ることで、緊急時などに利用しやすくなるなど、防災意識を

高め安全な町づくりが可能になる。 

・ 魅力的なコミュニティが存在する地域には新しい家族も引っ越してきて人口

は増加する。ひいては地域の活性化につながる。 

 

２ 生涯学習社会の確立 

・ 税金を投入して作られた小学校施設は年間を通して活用されていない。そこ

で、放課後や休日も学校を積極的に開放し、地域住民全ての生涯学習に役立

てるようにする。年間通して、いつでも地域住民中心の教室を開くができる。 

・ 子どもはいずれ卒業するが、大人は卒業せずに教室を開き続ける。また、卒

業した子どもも母校に行きやすくなるので、今度は地域住民として学校に関

わることもできる。 

 

３ 市民協働の確立 

・市民ホームベースの運営を市民が担うことで、地域の教育力が高まる。 

・市民ホームベースの鍵を市民が管理することにより、学校に対する責任と愛

着が増す。 

・公民館などは「団体」で使用が前提であるが、スクールコミュニティでは「個

人」で利用することができ、市民のサロンとして活用できる。 
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第52回伊達ももの里マラソン大会の開催について 

 
 「伊達のみち あなたの走りが応援歌」をキャッチフレーズに、全国から多

数のランナーを迎え、第52回伊達ももの里マラソン大会を開催します。また、

当日は特産品市を同時開催します。 

 

１ 日   時 平成24年８月26日（日）８：40～ 

 

２ 場   所 保原中央公民館前スタート・ゴール 

 

３ 種   目 10キロ、５キロ、３キロ、２キロ、１キロ、１キロ親子、 

       ５キロウォーキング 全37種目 

 

４ 招待選手 富士通陸上部 田中飛鳥選手 

        九州国際大学付属高校（福岡）、東海大学卒 

 

５ 前 夜 祭 平成24年８月25日（土）18：30～20：00 定員200人 

 

６ 受付期間 平成24年５月21日（月）～７月19日（木） 

 

７ そ の 他 

（１）富士通アイソテック㈱並びに同社労組の協力により、参加者の中から富

士通パソコンを贈呈する。 

    ①10キロの部優勝者の中から男女各１名 

    ②お楽しみ抽選会により大人、子ども各１名 

（２）JR東日本の協力により、首都圏のJR駅構内及びJR車内にポスターを掲示

し、大会をPRする 

 

８ 申込状況 ６月３日現在 1,330人（前年比 294人増） 

        ※過去３回の参加者 第51回 4,081人 

                  第50回 6,574人 

                  第49回 5,245人 
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大会実行委員会 

（保原総合支所保原中央公民館内） 

電話 575-4166 

   



屋外プール授業の実施について 

 
 今年度は全ての小中学校で屋外プール授業を実施します。 

 

１ 実施する学校 

   全小中学校とする。 

   施設が老朽化している白根小学校は梁川プール、小手小学校は月舘小学校

のプールを使用する。 

   また、梁川中学校・梁川小学校は近接の梁川プールを使用する。 

 

２ 実施の時期 

   除染、モニタリングを行い、安全性が確認され次第、順次実施する。 

 

３ その他（市民プールの開放期間） 

 ①保原プール 

   ７月 14日から８月 31日まで 

 ②梁川プール 

   ７月１日から８月 31日まで 

 ③使用料 

   中学生以下は無料 
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