
記 者 会 見 

 

日時：令和２年８月４日（火）14時～ 

場所：伊達市役所東棟 401・402会議室 

 

 

１ 新型コロナウイルス感染症対応予算を専決処分 

令和２年度一般会計補正予算（第９号） 

  資料１ （財務部財政課） 

 

 

２ 人材マッチングによる新たな移住定住促進事業  

    資料２ （市民生活部市民協働課） 

 

  

３ 保育士等への就労支援        資料３  （こども部こども育成課） 

 

 

４ 伊達市立小・中学校新型コロナウイルス感染症防止対策の実施 

           資料４  （教育部学校教育課） 

 

 

５ 「い～ない！だて」プロジェクト第２弾 

 伊達市公式インスタグラム開設    資料５  （総務部秘書広報課） 



 記 者 会 見 資 料 １ 

令和２年８月４日 

新型コロナウイルス感染症対応予算を専決処分 

令和２年度一般会計補正予算（第９号） 

 

伊達市では、新型コロナウイルス感染症対策に係る経費として、令和２年８月４日

付けで 総額 360,039千円の一般会計補正予算を専決処分により確保しました。 

 

１ 専決処分による補正予算の額 

補正前の額 39,980,303千円 

     補正額     360,039千円 

     補正後の額 40,340,342千円 
 

     

２ 主な事業内容  

【事業者支援】 

○新たな生活様式への設備投資補助             10,000千円 

市内の中小事業者が新しい生活様式導入に向けた設備投資に要した経費の

一部を補助する。 

○コロナ禍での桃等新たな消費創造事業           30,000千円 

６次化商品の開発に取り組む事業者へ加工設備導入経費の一部を補助する。 

○農産物等インターネット販売促進              7,500千円 

通販サイトを活用した販売方式を導入する経費の一部を補助する。 

○公共交通運行維持支援事業                15,313千円 

市内のタクシー・バス事業者と鉄道事業者に対して支援を行う。 

○障がい者就労継続支援給付金                1,600千円 

売り上げが減少した市内就労継続支援事業所へ給付金を支給する。 

 

【市民生活支援】 

○出生児への定額給付金の給付               30,100千円 

  特別定額給付金の対象とならない出生児に対して給付金を支給する。 

 

【新たな事業展開】 

○伊達おもてなし Wi-Fi環境整備事業             5,358千円 

交流人口の拡大や災害対応のため市内公共施設にフリーで使用できる Wi-Fi

環境を整備する。 

○「来てだて」お試しワーケーション事業           4,000千円 

「霊山紅彩館」と「つきだて花工房」において、テレワークと本市の魅力を  

感じる体験パッケージを提供する。 



 記 者 会 見 資 料 １ 

令和２年８月４日 

○図書館パワーアップ事業                 16,854千円 

電子図書の導入や蔵書冊数を増やすことで図書館機能を強化する。 

 

【市役所の事業継続性強化】 

○市役所テレワーク環境構築事業              199,102千円 

市役所の分散業務や在宅勤務を可能とする環境を整え行政の事業継続性を 

強化する。 

 

 

担当｜財務部財政課 

   電話 024- 575-1189 



緊急対応
（２月～５月）

維持・継続
（３月～６月）

社会・経済活動回復
（５月～）

全般

感染症対策

●医師会、高齢者施設等、幼稚園に備
蓄マスクの配布
●布マスク配布（こども、妊婦、各世帯）
●発熱外来の設置（６月～）

●避難所用衛生資材の配備
○避難所用衛生資材の追加配備

○乳幼児健診等にかかる感染拡大防止
○投開票所感染予防

生活支援

●特別定額給付金
●生活資金融資利子補給
●市税の猶予
●上下水道料支払い猶予
●市営住宅家賃減免

●緊急雇用対策
○出生児への定額給付金の給付

教育・子育て
●小中学校の臨時休校
●幼稚園の臨時休園
●小中学校に非接触体温計設置

●学校給食納入者支援

●教育用コンピュータ整備
●小中学校への衛生資材配備
○オンライン学習支援
○4カ月児個別健診
○子育て支援センターオンライン相談

事業者支援
・経済対策

●飲食店家賃等補助
●デリバリー等参入支援
●信用保証料補助・利子補給
●事業継続奨励金
○公共交通運行維持支援
○障がい者就労継続支援給付金

●プレミアム付商品券発行
○新たな生活様式への設備投資補助
○コロナ禍での桃等新たな消費創造
○農産物インターネット販売促進
○農産物魅力発信
○地域イベントへの補助
○健幸フェスタin伊達感染症対策

新たな事業展
開・新しい生
活様式

●道の駅自動ドア改修
○伊達おもてなしWi-Fi環境整備
○「来てだて」お試しワーケーション
○図書館パワーアップ
○Webイベント等による移住促進
○道の駅新たな生活様式対応
○伊達駅コワーキングスペース設置
○シティプロモーション強化
○後期高齢者の安心安全確保
○自らの健康に対する早期教育支援

公共施設 ●臨時休館
●各施設における感染症対策
○市有施設等感染症対策
○総合公園手洗い自動水栓化

市役所対応

●時差出勤・分散勤務
●カウンターにアクリル板設置
●臨時広報紙、防災無線、広報車での
広報
●市役所に非接触体温計設置

○市役所テレワーク環境構築
○市役所・支所へのパーテーション設置

伊達市における新型コロナウイルス対策事業（一覧）

●新型コロナウイルス対策本部の設置
●新型コロナ対策室の設置
●総合相談の設置

緊急対応 

維持・継続 

社会・経済活動回復 

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月～ 対 

応 

段 

階 

●：実施中 

○：実施予定 

＿：交付金２次申請 



 記 者 会 見 資 料 ２ 

令和２年８月４日 

人材マッチングによる新たな移住定住促進事業 

 
 伊達市移住・定住促進事業については、首都圏在住者等を対象に当市の魅力

発信や移住体験ツアーを実施し、交流人口の拡大と地域の活性化を図ってきま

した。令和２年度より、移住者の呼び込みの戦略として、来てもらいたい人材

のターゲットを絞り、重点的に支援する新たな事業を展開します。 

 

１．対象者 

ターゲット１ 保育士職を目指す学生 

ターゲット２ 
プレ子育て世帯やアーリー子育て世帯 

（これから子育て期に入る夫婦や就学前の子どもを持つ子育て初期の世帯等） 

 

２．内 容 

＜ターゲット１＞ 

保育士職を目指す県外の学生を対象に、下記の保育職パッケージ事業を展開

し、職業マッチングによる移住促進を図ります。 

（１）「来て だて」就業体験等活動費支援事業補助金 

市内の幼稚園、保育園、認定こども園などの教育保育施設にて就業体験

等（インターンシップや実習等）を行う活動経費に対し補助を行います。

（往復交通費や宿泊費などの経費の 2/3以内で上限は５万円） 

（２）「来て だて」授業料支援事業奨励金 

市内の教育保育施設に就職内定した場合、卒業年度の授業料相当分を奨

励金として補助を行います。 

（学費のうち授業料相当額の 2/3以内で上限は 70万円） 

 

＜ターゲット２＞ 

プレ子育て世帯やアーリー子育て世帯を対象にした移住セミナー及び市内移

住体験ツアー等の開催により、子育て支援を中心とした当市の魅力発信と相談

の機会を提供します。 

（１）移住セミナー 

  ・日時 ８月 23日（日）11：30～ 

  ・場所 東京交通会館内ふるさと回帰支援センター 

（２）子育て世帯向け移住体験ツアー 

  ・日時 ９月 25日（金）～27日（日）２泊３日 

  ・内容 市内認定こども園での給食実食、屋内遊び場見学、児童クラブで

の保育体験、伊達の味覚収穫体験など 

  ・宿泊 霊山こどもの村コテージ１世帯１棟貸し 

担当｜市民生活部市民協働課 

   電話 024-575-1177 



 記 者 会 見 資 料 ３ 

令和２年８月４日 

保育士等への就労支援 

 
 市内の私立保育施設の保育士等を確保し、就労を一定期間担保することによ

り、保育体制の強化を図ります。 

市内の私立保育施設に就職する、交付要件を満たした保育士等に対し、就労

している園を通じて就職準備金を給付します。 

 

 

１．目 的   市内の私立保育施設の保育士等を確保し、就労を一定期間担 

       保することにより、保育体制の強化を図る。 

 

２．内 容   令和３年度以降に市内の私立保育施設に就職する、交付要件

を満たした保育士等に対し、就労している園を通じて就職準備

金 20万円を給付する。 

  

３．対象者   市内で教育・保育施設を運営する事業者で、次のすべての要

件を満たす者（補助対象保育職）に就職準備金を交付する事業

者。 

       ・保育士資格又は幼稚園教諭免許を持つ者  

       ・市内の私立保育施設に就職する者 

       ・伊達市在住の者又は市外から市内に転入する者 

 ・正職員として採用され、２年以上継続して勤務が見込まれる者  

 

４．事業効果  潜在保育士や新卒保育士の就労による安定的な保育体制の確

保。 

 

５．その他   令和２年度当初予算額  200万円（20万円×10人分） 

         

 

担当｜こども部こども育成課 

   電話 024-573-5691 



 記 者 会 見 資 料 ４ 

令和２年８月４日 

伊達市立小・中学校新型コロナウイルス感染症防止対策の実施 

 
 新型コロナウイルス感染防止対策の一環として、手で握らなくても蛇口の開

閉ができるレバーハンドルや、換気効率向上のためサーキュレーターを市内小

中学校に設置するなど、新型コロナウイルス感染症防止対策を行います。 

 

 

１．目 的   市内小中学校における新型コロナウイルス感染症防止対策を

図る。 

 

２．内 容    ①市内小中学校２０校のトイレ・教室内・廊下の手洗い場に 

ある約 1,000個の水道蛇口をレバーハンドルに交換。 

        ②全教室の換気効率向上のため、サーキュレーターを設置 

（210台） 

        ③全教室の児童生徒の接触感染防止のため、手動ポンプ式 

消毒液を電動式へ変更。（210台） 

        ④給食配膳室の換気効率向上のため、大型扇風機を設置。 

（57台） 

        ⑤教員用フェースシールドを設置。（予備含め 600枚） 

  

３．開始日   令和２年８月中設置予定 

 

４．その他   地方創生臨時交付金を活用 

 

担当｜教育部学校教育課 

   電話 024-573-5824 
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令和２年８月４日 

「い～ない！だて」プロジェクト第２弾 

伊達市公式インスタグラム開設 

 
 伊達市の取り組みや魅力をこれまで、広報紙、HP、CATVのほかに、Facebook、

Twitter、YouTube の SNS で発信してきましたが、より視覚的に市の魅力を発信

し、特に若い世代へのアプローチを強化するため、検索性が高く拡散しやすい

「インスタグラム」を活用した魅力発信を開始します。 

 

 

１．目 的   若い世代に人気のあるインスタグラムを新たなプロモーショ

ンの手段として活用し、美しい自然や美味しい農産物等本市の

魅力を発信するとともに、利用者とのコミュニケーションツー

ルとして活用することで、交流人口の増加やシビックプライド

の醸成を図る。 

 

２．内 容   ①市内の自然、農産物、伝統芸能等フォロワーの興味・関心

を喚起する内容、シティプロモーションに資する内容のもの。 

        ②インスタグラムユーザー投稿写真 

・ハッシュタグ「＃いいないだて」を活用した、写真投稿企

画を実施予定。 

・ユーザーが投稿した、本市の魅力あふれる写真を本市アカ

ウントにて紹介予定。 

・ＨＰではインスタマップ、広報紙では写真の紹介予定。  

 

３．アカウント名 iinaidate 

 

４．開始日    令和２年７月１３日（月） 

 

 

担当｜総務部秘書広報課 

   電話 024-575-1113 
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