
H301121記者会見協議③ 

 

記 者 会 見 

 

日 時：平成30年11月22日（木）14時 

場 所：伊達市役所２階 委員会室３ 

 

１ 平成30年第６回伊達市議会定例会 

 （１）招集日 平成30年11月29日（木） 

（２）提出案件 18件 

   人事２件、条例の一部改正３件、補正予算８件、その他３件、専決処分

の報告２件 

① 提出議案の概要       資料１-１  （総務部総務課） 

② 12月補正予算の概要     資料１-２  （財務部財政課） 

  

２ 子どもの生活環境に関するアンケート結果報告 

         資料２   （こども部こども支援課） 

 

３ 本庁舎東棟の完成に伴う部課等の配置移転 

                   資料３   （総務部総務課） 

 

４ スマホでできる税金の申告～伊達市内に出張登録会場を２日間設置～ 

                   資料４   （財務部税務課） 

 

５ 今年も銀座を彩る「あんぽ柿」伊達市産農産物をPR 

    資料５  （産業部農政課） 
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平成30年第６回伊達市議会定例会提出議案の概要 

 

提出案件 18件  人事      ２件 

条例の一部改正 ３件 

補正予算    ８件 

その他     ３件 

専決処分の報告 ２件 

 

１．人事（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第135号 

～ 

議案第136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 

■提案理由 

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 

■推薦候補者 ２名 

■任期 

 平成 31年４月１日～平成 34年３月 31日 

 

 

２．条例の一部改正（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第137号 

伊達市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴い、条例で引用している学校教育

法の項番号が繰り下がるため、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

学校教育法の引用項番号を一部改正 

■施行日 

 平成 31年４月１日 

資料１-１ 
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議案第138号 

伊達市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を

改正する条例 

■改正趣旨 

地域再生法の一部を改正する法律の公布・施行に伴い、地域再生法第 17条の６

の地方公共団体等を定める省令の一部が改正されたため、条例の一部を改正する

もの 

■主な内容 

（１）東京 23区から本社等を移転する事業所（移転型事業）に限り設備投資に係

る固定資産税を３年間課税免除する。 

（２）地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定期限を２年延長し、平成

32年３月 31日までとする。 

■施行日 

 公布の日 

議案第139号 

伊達市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改

正する条例 

■改正趣旨 

 公職選挙法の改正により、平成 31年３月１日から市議会議員の選挙におけるビ

ラの頒布が解禁となることから、ビラ作成費用を公営の対象とするため、条例の

一部を改正するもの 

■主な内容 

 長の選挙に限定していたビラ作成費用に係る公費負担の範囲を市議会議員選挙

までに拡大する。 

■施行日 

 平成 31年３月１日 
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３．補正予算（８件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第140号 

平成 30年度伊達市一般会計補正予算（第３号）   

■主な内容   資料１-２ に概要を掲載 

■補正総額  175,798千円 

議案第141号 
平成 30年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

■補正総額   72,082千円 

議案第142号 
平成 30年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

■補正総額    △665千円 

議案第143号 
平成 30年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

■補正総額     52千円 

議案第144号 
平成 30年度伊達市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

■補正総額     375千円 

議案第145号 
平成 30年度五十沢財産区特別会計補正予算（第１号） 

■補正総額      801千円 

議案第146号 
平成 30年度富成財産区特別会計補正予算（第１号） 

■補正総額         0千円（歳出予算内の組み換え調整） 

議案第147号 

平成 30年度伊達市水道事業会計補正予算（第２号） 

○収益的収支 

支出 営業費用   381千円 

補正総額        381千円 

 

○資本的収支 

支出 建設改良費   12千円 

補正総額         12千円 
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４．その他（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第148号 

伊達市第２次総合計画基本構想の変更 

■提案理由 

第２次総合計画基本構想策定時から４年間の社会経済情勢の変化や施策の進捗

に応じて、伊達市第２次総合計画基本構想の修正を行うもの 

■主な内容 

（１）国内の社会経済動向の時点修正 

（２）伊達市の概況の時点修正 

（３）施策の進捗に応じた表現の修正 

議案第149号 

福島県市町村総合事務組合規約の変更 

■提案の趣旨 

福島県市町村総合事務組合管理者から規約の変更について協議があったため、

議会の議決を求めるもの 

■主な内容 

（１）地方自治法の改正に伴い、監査委員の選任方法等を変更 

（２）事務局の設置及び職員等の条項を整理 

■施行日 

知事の許可のあった日以後、新たに監査委員の任期が開始する日 

議案第150号 

指定管理者の指定 

■提案の理由 

「伊達市霊山こどもの村」「伊達市霊山こどもの村児童館」「伊達市りょうぜん

紅彩館」の指定管理者について、平成 31 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 

■主な内容 

公の施設の名称 

伊達市霊山こどもの村 

伊達市霊山こどもの村児童館 

伊達市りょうぜん紅彩館 

指定管理者 一般社団法人 りょうぜん振興公社 

指定の期間 平成 31年４月１日から平成 34年３月 31日まで 
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５．専決処分の報告（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

報告第20号 

～ 

報告第21号 

専決処分の報告 

■提案理由 

 事故による損害賠償額の決定及び和解することの専決処分についての報告する

もの 

○自動車事故 

  ・専決処分日 平成30年10月１日 

   （平成30年６月21日発生事故 損害賠償額  71,474円） 

 

 ○自動車事故 

  ・専決処分日 平成30年10月19日 

   （平成30年７月27日発生事故 損害賠償額 341,280円） 
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平成30年度12月補正予算の概要 

 

１ 一般会計歳入歳出予算の補正額 

   補正前の額          33,929,872千円 

   補正額             175,798千円   

   補正後の額         34,105,670千円 

     

２ 補正の主な事業内容 

（１）保原認定こども園整備事業                 2,065千円 

・土地購入に向けた不動産鑑定委託料 

 

（２）農業振興事業                      104,250千円 

・国の産地パワーアップ事業を活用した農産物の施設整備に係る補助金 

 （県産地パワーアップ事業補助金、県「果樹王国ふくしま」グローバルリンク事業補助） 

 

（３）農地災害復旧支援事業                         17,685千円 

・高温少雨により影響のあった農家の渇水対策として井戸81カ所、揚水機35

基、発電機3基を支援（県農業等災害対策事業補助金） 

 

（４）放課後児童健全育成事業                 1,726千円 

・かみほばら児童クラブの一部移転に係る上保原地区交流館の改修費用 

 

（５）放課後児童クラブ建設事業               22,536千円 

    ・だて児童クラブの建設に向けた実施設計委託料 

 

３ 債務負担行為の補正 

 高子駅北地区住宅団地整備事業（平成31年度～平成32年度） 

 【内 容】伊達市高子駅北地区土地区画整理事業補助金交付要綱に基づく、

用地費及び工事費の費用の一部補助 

 【限度額】508,923千円  平成31年度 200,000千円 

                    平成32年度 308,923千円 

資料１－２ 

問合せ先 

財務部 財政課 

電話 575-1189 
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子どもの生活環境に関するアンケートの結果報告 
  

伊達市では、すべての子どもが育った環境や社会情勢に左右されることなく、

健やかに成長できる環境を整えるため、市内の18歳未満の子を持つ保護者と教

職員を対象に、子どもや家庭の実態や支援ニーズを把握するためのアンケート

を行いました。今後、調査結果に基づき、効果的な生活・学習支援事業や支援

ネットワークの形成などの支援体制の整備を検討していきます。 

 

１ 調査期間  平成30年７月20日（金）～８月３日（金） 

 

２ 調査対象・調査方法 

（１）保護者 

調査対象 平成30年４月１日時点で、18歳未満の子を持つ保護者（無作為抽出） 

調査方法 郵送による配布・回収 

配 布 数 1,500世帯 

回 収 数 651世帯（回収率 43.3％） 

内  容 家族構成や経済状況、子どもの生活習慣、市に求める支援等 

 

（２）教職員 

調査対象 幼稚園・保育園・認定こども園・小学校・中学校の教職員 

調査方法 各学校による配布・回収 

配 布 数  403人 

回 収 数 396人（回収率 98.3％） 

内  容 子どもの学校生活の様子、学力についてなど 

 

３ 調査の結果 

（１）保護者の回答傾向 

◎ 子育てに関して悩んでいること 

・ 全体では「教育費が心配」が最も多い【別紙図表１-①】 

・ 収入別でも「教育費が心配」の比率が高いが、収入が低い世帯では「相

談相手がいない」の比率が高い【別紙図表１-②】 

◎ お子さんの放課後の活動状況 

・ 全体では「家で家族と過ごす」が最も多い【別紙図表２-①】 

・ 収入別で見ると、収入が低い世帯ほど「家で一人で過ごす」の比率が

高い【別紙図表２-②】 

資料２ 
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（２）保護者が必要と感じる支援 

◎ どのような支援があると良いと思うか 

・ 全体では、「無償もしくは低料金の学習支援」、「就園・就学のための

経済的援助」、「安心して遊べる場所」、「保護者が就労と子育てが両立

できるような制度」、「自然体験や集団遊びなど多様な活動の機会」、

「子どもの医療制度の充実」の比率が高い【別紙図表３】 

 

（３）教職員の意見 

◎ 生活困窮が学力に影響があると思う理由 

・ 「親子の対話をとおした学習意欲の動機づけや将来の目標設定の弱

さ」、「家庭で学習できる環境（空間、生活状態）の欠如」、「家庭で勉

強をみてくれる人の欠如」が高い比率となっている【別紙図表４】 

問い合わせ 

こども部 こども支援課 

電話 024-577-3128 



【図表１‐①】子育てに関して悩んでいること  （回答：保護者 651人。あてはまるもの全て） 

 

【図表１-②】子育ての悩みに、相談相手がいない（収入別グラフ） 

 

  

資料２_別紙 



【図表２-①】お子さんの放課後の活動状況 

 （回答：保護者 420 人。あてはまるもので多い順に３つまで） 

 

 

【図表２-②】家で一人で過ごす（収入別グラフ） 

 

  



【図表３】どのような支援があると良いと思うか 

   （回答：保護者 651人。あてはまるもの全て。回答比率が高いもの 10位まで掲載） 

 

 

【図表４】生活困窮が学力に影響を及ぼす理由 

 （回答：教職員 371 人。あてはまるもの全て） 
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本庁舎東棟の完成に伴う部課等の配置移転 
  

本庁舎東棟（増築棟）の完成に伴い、11月30日に引渡式を行います。 

平成31年１月４日の本格始動に向け、12月から３回に分けて部課等の移転作

業を行います。事務室内では、移転前後の準備作業や整理作業を行っておりま

すが、通常どおり業務は行います。なお、移転後には、手続きする庁舎や電話

番号が変わりますので、お間違えのないようにご注意ください。 

 

１ 東棟（増築庁舎）の引渡式 

日 時：平成30年11月30日（金）10時 

  場 所：東棟（増築庁舎）１階ホール 

  ※引き渡し後、増築庁舎は「東棟」、既存庁舎は「中央棟」とします。 

 

２ 部課等の移転期間・移転完了日 

 移転完了日から、新しい事務室での業務を開始します。 

第
１
回 

日程 
作業日 12月 14日（金）～16日（日） 

完了日 12月 17日（月） 

内容 既存庁舎（中央棟）から 増築庁舎（東棟）への移動 

移転対象 

市長室、副市長室、市長直轄（総合政策課、放射能対策課） 

総務部（総務課、人事課、秘書広報課、地域振興対策室、 

保原総合支所） 

財務部（財政課、税務課、収納課、契約検査室） 

行政委員会 

第
２
回 

日程 
作業日 12月 22日（土）～24日（月） 

完了日 12月 25日（火） 

内容 既存庁舎３階 と 既存庁舎１階 間の移動 

移転対象 
市民生活部（消防防災課、生活環境課、市民課、市民協働課） 

健康福祉部（社会福祉課、高齢福祉課、国保年金課） 

第
３
回 

日程 
作業日 12月 29日（土）～１月４日（金） 

完了日 １月４日（金） 

内容 分庁舎 から 本庁舎 への移動 

移転対象 

産業部（農政課、農林整備課、商工観光課） 

建設部（管理課、土木課、都市整備課、高速道路推進室） 

上下水道部（水道総務課、施設工事課、下水道課） 

教育長室、教育部（教育総務課、文化課、学校教育課） 

こども部（こども支援課、こども育成課） 

資料３ 
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３ 「本庁舎東棟」開庁式 

日 時：平成31年１月４日（金）８時15分 

  場 所：本庁舎東棟１階ホール 

  出席者：市議会議員、市長、副市長、教育長、全部長、 

 

４ 関連工事など 

（１）中央棟（既存庁舎）の改修工事 

  工 期：平成31年３月まで 

  内 容：接続部となる部屋の改修、１階ロビー改修、サイン工事 

（２）駐車場整備工事 

  工 期：平成31年３月まで 

  内 容：東棟前の駐車場・通路の整備 

（３）広告入り番号案内表示機の設置 

  開始日：平成31年２月４日（月）予定 

  内 容：１階市民課窓口に、番号発券機、番号表示モニターと音声案内機

器等を設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

上図：竣工後イメージ 

左図：位置図 
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■中央棟(既存棟）

市民課 戸籍係

市民窓口係

国保年金課 給付係

賦課係

高齢福祉課 高齢支援係 575-1125

介護保険係 575-1299

社会福祉課 地域福祉係

生活福祉係

障がい福祉係 575-1274

会計課 審査係

出納係

水道総務課 総務係

業務経理係

施設工事課 施設係

建設係

下水道課 管理係

下水道整備係

土木課 建設係

維持係

用地係

管理課 総務係

管理係

施設整備第一係

施設整備第二係

高速道路推進室 高速道路推進係 573-5076 1月4日

都市整備課 都市計画係

建築開発指導係

公園緑地係

庶務係

農地係

商工観光課 商工労政係

観光物産係

企業誘致推進室

農林整備課 農村整備係 573-5638

農林復興係

林業振興係

農政課 農政企画係

農業振興係

農業再生協議会 573-5058

生活環境課 環境係 575-1228

生活安全係 575-1290
消費生活センター(1F) 574-2233 事務室変更なし

市民協働課 協働推進係

地域づくり係

消防防災課 防災企画係 575-1197

消防係 575-1222

階 部 課 係 直通電話番号 移転完了日

出納 575-2116 事務室変更なし

2

上下水道部

573-5036 1月4日

573-5038 1月4日

573-5059

1

市民生活部 575-0205 事務室変更なし

健康福祉部

575-1198 12月25日

12月25日

575-1264
12月25日

3

産業部

573-5632 1月4日

1月4日
573-5647

573-5635

1月4日

建設部

573-5063 1月4日

573-5064 1月4日

573-5620 1月4日

1月4日

市民生活部

12月25日

575-1177 12月25日

12月25日

農業委員会事務局 573-5623 移転日調整中



【平成30年11月22日定例会見】

■東棟（増築棟）

収納課 収納係 575-1231

管理係 575-1232

税務課 市民税係 575-1138

資産税係 575-1235

教育委員会 こども育成課 指導係

こども部 施設運営係

育成係

こども支援課 企画係

子育て支援係

障がい児支援係

こども相談室 573-5682

573-5676

教育委員会 教育総務課 総務企画係

教育部 社会教育係

施設管理係 573-5856

学校教育課 庶務管理係 573-5824

指導係 573-5833

文化課 文化振興係

文化財係

市長直轄 放射能対策課 企画支援係 575-1126

放射能対策係 575-1003

総務部 保原総合支所 総務企画担当

業務担当

財務部 財政課 財政係 575-1189

管財係

契約検査室 契約検査係 573-9150 12月17日

総務部 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

総務課 行政管理係 575-1111

情報管理係

文書法規係

統計係 575-1239

地域振興対策室 地域振興対策係 575-2115 12月17日

市長直轄 総合政策課 政策調整係

地域創生係

行政経営室

選挙係 575-1204

監査係 575-1207

※着色された直通電話番号は、新しい番号となります。

■議会棟

庶務係

議事係

1

財務部

12月17日

12月17日

573-5691 1月4日

573-5652

1月4日

階 部 課 係 直通電話番号 移転完了日

2

573-5852
1月4日

1月4日

573-5804 1月4日

12月17日

575-2111 12月17日

12月17日

3

575-1113 12月17日

575-1104 12月17日

12月17日575-1159

575-1142 12月17日

4 行政委員会事務局 12月17日

階 部 課 係 直通電話番号 移転完了日

3 議会事務局 575-1217 変更なし



【平成 30年 11月 22日定例会見】 
 

 

問い合わせ先 
総務部 総務課 
電話024-575-1111 



【平成 30年 11月 22日定例会見】 
 

スマホでできる税金の申告 

～伊達市内に出張登録会場を２日間設置～ 
  

マイナンバーカードをお持ちでない方でも、スマートフォンやタブレットで、

確定申告が簡単にできるようになります。 

スマートフォンで申告を行なうには、事前に税務署に赴いてＩＤ・パスワー

ドの登録手続を行なう必要がありますが、気軽に手続きしていただけるように、

税務署と連携して、福島税務署管内初となる出張登録会場を市内に設置します。 

 

１ 日時・会場 

日 時 会 場 必要なもの 

12月13日（木） 

10時～19時 

伊達市役所本庁舎１階 

シルクホール 本人と確認できる書類 

（運転免許証や保険証等） 12月14日（金） 

10時～17時 
ヨークベニマル保原店内 

 ※仕事帰りの方もご利用しやすいように、市役所本庁舎会場の受付は19時ま

で行っています。 

 

２ 内容 

・ スマートフォンやタブレットを使った確定申告に必要なＩＤ・パスワー

ドの登録受付を行います。 

・ 福島税務署の職員が、会場で本人確認（免許証や保険証など官公署発行

の身分証明による確認）、面談により登録手続きを行います。 

 

 

  

資料４ 

問い合わせ 

財務部 税務課 

電話 024-575-1138 



 

インターネットを使用して電子的に申告手続きができるシステムです。

 

①ご自宅や好きな場所でお手続きができるので待ち時間ゼロ！

②確定申告期間中は２４時間いつでも利用可能！

（会社を休まなくても好きな時に申告できます）

③還付申告の場合、通常より早く還付金を受け取れます！

①マイナンバーカード ②ＩＣカードリーダ ③インターネットができるパソコン

 

①医療費控除の適用 ②住宅ローン控除の適用（2年目以降） ③勤務先が変わって確定申告が必要 など

 

 

 

ＩＤ・パスワードを取得するには、税務署での職員対面による手続きが必要ですが… 

２日間だけ！伊達市役所本庁舎とヨークベニマル保原店で出張受付をいたします！

日にち 場所 時間 準備するもの 

１２月１３日（木） 
伊達市役所保原本庁舎 

シルクホール（１Ｆ）
１０：００～１９：００ 

 

１２月１４日（金） ヨークベニマル保原店 １０：００～１７：００ 

 

申告書の控えもＰＤＦ形式でパソコンやスマホに保存できます！ 

 

ｅ－Ｔａｘしたいけど… 
マイナンバーカードもＩＣカードリーダも

持ってない…💦 

詳しい説明とお問合わせ先は裏面をご覧ください 

＋ ＋ ＝ 

本人確認書類 
●1点で確認できるもの

→運転免許証やパスポートなど

●2点で確認するもの

→保険証、住民票、年金手帳、印

鑑登録証明書などのいずれか 2点

朗報！ 

確定申告を行う方へ 
スマホでも“簡単に”電子申告（e-Tax）ができるようになります

ｅ－Ｔａｘとは 

ｅ－Ｔａｘの３つのメリット 

必要なものは 

パソコン・スマホで！

たとえばこんな申告ができます 

ＩＤ・パスワードでｅ－Ｔａｘ 

マイナンバーカードをお持ちでない方へ
ＩＤ・パスワードでｅ－Ｔａｘできます！ 

ＩＤ・パスワードを取得すれば、 
パソコンだけでなく“スマホ申告”も可能！ 

伊達市会場だけのチャンス！ 

0840
テキストボックス
 資料4_別紙 



○電子申告（e-Tax）に関する詳しい説明はコチラ 

 

 

 

 

 

 

○問合わせ先 

 

●e-Taxソフト・確定申告書等作成コーナーの事前準備、送信方法、エラー解消などに関するご質問 

  e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 0570-01-5901 

 ▶月曜日～金曜日 ９時～１７時（祝日等及び１２月２９日～１月３日を除きます） 

 

●マイナンバーカードに係る IC カードリーダライタの設定、対応機種、パソコン操作などのご質問 

 マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178（音声ガイダンスに従って１番を選択して 

ください） 

  ▶月曜日～金曜日 ９時３０分～20時 

▶土日祝     ９時３０分～１７時３０分（１２月２９日～１月３日を除きます） 

 

●申告書などの作成、記載内容などのご相談 

  福島税務署 024-534-3121（音声ガイダンスが流れます） 

 

 ※ヨークベニマル保原店へのお問合せはご遠慮ください。 

 

※ＩＤ・パスワード方式は暫定的な取り扱いです。お早めにマイナンバーカードを取

得してください。（市役所市民課や各総合支所窓口では、マイナンバーカードを取得す

るサポート（無料）を実施しています。） 

 

 

伊達市では、マイナンバーカードがあればコンビニで住民票や所得証明書などが取得

できるようになりました。 

内   容 ＱＲコード 

スマホ × 確定申告 スマート申告のご案内 

 

e-Tax 利用の簡便化（ＩＤ・パスワード方式）の概要について 

 

e-Tax で申告 ※タブレット・スマートフォン専用 

 

ＩＤパスワードの出張受付は伊達市会場だけです！この機会にぜひご利用ください！ 

（伊達市外在住の方も受付可能です） 

 

～ お知らせ ～ 

または 



【平成 30年 11月１日定例会見】 
 

今年も銀座を彩る「あんぽ柿」 

伊達市産農産物をＰＲ 
  

伊達市産農産物の安全性や美味しさを消費者に伝え、伊達市産ブランドのイ

メージ回復のＰＲ事業として、東京都銀座で「あんぽ柿」の加工から乾燥・収

穫までを行います。この企画は、平成27年度からＮＰＯ法人銀座ミツバチプロ

ジェクトの支援を受け開催、今年で４回目の取り組みとなります。 

 

１ 事業日程と内容 

（１）「あんぽ柿」作り（加工作業） 

  開催日：12月5日（水） 

  会 場：紙パルプ会館 東京都中央区銀座３丁目9-11 

  内 容：伊達市生産者の指導で、会場玄関前で福島県出身在京者が皮むき

作業等を行い、384個（32連）のあんぽ柿を設置棚に吊るします。 

①皮むき １回目10：00～、２回目11：00～ 

②吊るし １回目13：00～、２回目14：00～ 

 

（２）「あんぽ柿」収穫と交流会 

開催日 平成31年１月16日（水） 

会 場 紙パルプ会館 東京都中央区銀座３丁目9-11 

  内 容 ①収 穫 15：30～（会場玄関前） 

      ②交流会 18：00～（紙パルプ会館１階 銀座みもざ館） 

       伊達市生産者、ＪＡふくしま未来、銀座ミツバチ等各関係者が

出席し、伊達市産食材を使用した試食交流会を行います。 

２ 主催等 

主 催 伊達市 

協 力 特定非営利活動法人 銀座ミツバチプロジェクト 

（東京都中央区銀座3-9-1紙パルプ会館10階 電話03-6543-8201）  

資料５ 

問い合わせ 

産業部 農政課 

電話 024-577-3173 
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