
記 者 会 見 

 

日時：令和３年２月18日（木）14時～ 

場所：伊達市役所東棟 401・402会議室 

 

 

１ 令和３年度当初予算の概要     資料１  （財務部 財政課） 

                 

２ 令和３年第１回伊達市議会定例会 

（１）招集日  令和３年２月25日（木） 

（２）提出案件 55件 

   専決処分の承認４件、人事７件、条例制定２件、 

条例の全部・一部改正12件、補正予算７件、当初予算21件、 

その他２件、 

①提出議案の概要        資料２-１  （総務部 総務課） 

②令和２年度３月補正の概要   資料２-２  （財務部 財政課） 

 

３ 令和３年２月13日の地震に伴う被害状況 

  資料３  （市民生活部消防防災課） 

 

４ 令和３年度伊達市行政組織の変更  資料４  （総務部総務課）  

 

５ 申請書等の押印の見直し      資料５  （総務部総務課） 

 

６ 電子書籍貸出サービス開始     資料６  （教育部生涯学習課） 

 



令和3年度当初予算 

未来創生 

～未来輝くまちづくり～ 
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【令和３年2月18日記者会見】 

資料１ 



令和3年度予算規模 

 

 

 

322億367万円 
 

 令和3年度の予算規模は、322億367万円となり、本市の魅力を更に

磨き上げ、市民一人ひとりが健幸に生活することができるよう「農林業・
商工業・観光のまち」、「子育て・教育のまち」、「健幸・福祉のまち」、
「移住・定住」、「防災・減災・感染症対策」に重点を置いた予算としま
した。 

  
（注）数値について表示単位未満の端数を調整している場合があります。 

令和3年度当初予算 
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令和3年度当初予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳入 322億367万円 歳出  322億367万円 
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歳入合計 

322億 
367万円 

地方交付税 
  28.4% 
 91億6,706万円 

その他の交付金         
 4.9% 
 15億9,081万円 

地方譲与税 
 1.0% 
 3億3,059万円 

市税 
 16.2% 
 52億1,571万円 

税外収入 
12.3%  
39億5,495万円 

市債 15.6% 
50億860万円
 
  

県支出金 10.7% 
34億4,151万円 

国庫支出金 10.9% 
 34億9,444万円 商工費 2.8%  

８億8,692万円 

消防費 4.1%  
13億1,207万円 

教育費 12.4% 
 39億9,883万円 

公債費 12.6% 
 40億6,165万円 総務費14.7% 

47億4,754万円 

民生費 31.1% 
100億971万円 

農林水産業費 2.1%  
６億8,435万円 

衛生費 6.4%  
20億7,262万円 

議会費 0.8% 

２億4,355万円 

予備費 0.3%  1億円 

歳出合計 

322億 
367万円 

土木費 6.7%  
21億6,946万円 

災害復旧費 5.9%  
19億299万円 

労働費 0.1%  
1,398万円 



令和3年度当初予算のポイント 
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未来創生 
～未来輝くまちづくり～ 

防災・減災 
感染症対策 

健幸・福祉 
のまち 

移住・定住 

子育て 
教育のまち 

農林業 
商工業 

観光のまち 



■農林業・商工業・観光のまち 

 大型商業施設誘致促進事業    200,000千円 

 月舘地域交流推進事業              24,535千円 

 企業誘致推進事業      433,719千円 

商店街活性化事業        17,045千円 

 就農支援事業                   44,850千円 

観光でにぎわう魅力づくり事業  26,719千円 

   霊山高原構想推進事業          250,000千円 

取組内容 
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新規 

継続 

新規 

一新 

新工業団地予定地 

令和４年度に５０周年を迎える 

霊山こどもの村 

一新 

一新 

一新 



■子育て・教育のまち  

 

  

 

親子で楽しむ読み聞かせ事業    1,307千円 

 ＩＣＴ活用による学習活動充実推進支援事業 58,615千円 

 伊達小学校改築事業         1,382,955千円 

 放課後児童クラブ建設事業   274,515千円 

 保原認定こども園整備事業     624,860千円 

 伊達地域まちづくり活性化事業    149,000千円 

伊達市版ネウボラ事業           28,855千円 

 

 

  

  

取組内容 
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継続 

継続 

一新 

継続 

新規 

継続 

継続 

伊達市版ネウボラ事業 

ICT活用による学習 



■健幸・福祉のまち 

  白根地区健幸拠点整備事業    160,237千円 

  働き盛り世代の予防重視型健康づくり事業  16,904千円 

  地域医療確保対策事業        106,784千円 

  石戸交流館改修事業       84,757千円 

健康運動習慣化支援事業     27,205千円 

健幸都市推進事業      10,811千円   

 

取組内容 
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継続 

新規 

一新 

新規 

継続 

一新 

昨年の健幸フェスタの様子 

パークゴルフ場（保原総合公園） 



■移住・定住 

 生き活き集落づくり事業   23,624千円 

 移住・定住促進事業         26,447千円 

保育職就労支援推進事業       26,240千円 

 シティプロモーション推進事業  7,901千円 

 伊達の生涯活躍のまち加速化事業4,930千円 

  

取組内容 
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継続 

２代目伊達な宣伝部長 

伊達市生涯活躍のまち形成事業に
関する事業協定式 

一新 

継続 

継続 

継続 



■防災・減災事業・感染症対策 

 災害（防災）対策事業    54,891千円 

 湛水防除施設浸水対策事業    7,500千円 

 工業団地浸水対策事業      3,421千円 

 農林業施設災害復旧事業      442,400千円 

 発熱外来設置事業           54,176千円 

取組内容 
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一新 

継続 

一新 

一新 

継続 

防災マップ 

発熱外来の設置 



令和３年度　一般会計当初予算主要事業（農林業・商工業・観光のまち） （単位：千円）

概要
掲載

区分 事務事業 所管課名 主な事業内容
令和３年度

事業費

1 ○ 新規 大型商業施設誘致促進事業
建設部
都市整備課

　大型商業施設誘致促進のため、伊達市堂ノ内地区土地区画整理組合が実施する土地区画整理事業に係る工事
費及び物件移転補償に要する経費の一部に対して補助する。
　事業期間　令和３～５年度

200,000

2 ○ 新規 月舘地域交流推進事業
総務部
月舘総合支所

　地域のシンボルとして重要な役割を担ってきた旧小手小学校を交流施設として利活用するための工事に係る基本
設計及び実施設計を行う。
　月舘地域交流施設　令和５年度オープン予定

24,535

3 ○ 一新 企業誘致推進事業
産業部
商工観光課

　企業誘致や立地推進を図るため、市内に新規に立地した企業や既定の設備投資を行った企業に対し雇用促進奨
励金として補助する。
　令和３年度は、工業団地特別会計事業へ新工業団地造成に係るインフラ整備費用を繰出する。
　新保原工業団地　令和４年度分譲開始予定

433,719

4 ○ 一新 商店街活性化事業
産業部
商工観光課

　商業の振興、商店街の活性化を促すため、商店街の賑わい創出、空き店舗の活用、新規起業者の支援を行う。
　令和３年度は、既存の事業者を支援するため、繁盛店づくり支援事業及び既存店舗等施設整備に対する補助件
数の拡充を行う。
　繁盛店づくり支援事業補助金（30万円×５件）　　既存店舗等施設整備補助金（50万円×７件）

17,045

5 ○ 一新 就農支援事業
産業部
農政課

　新規就農者、農業担い手の確保・定着のために、経営の不安定な就農初期等を支援し、安定的な経営ができるよ
う意欲と経営能力のある担い手を育成する。
　令和３年度からは、45才以上の新規就農者に対する支援策を設け、幅広い年齢層からの農業参入を支援する。
　伊達市版次世代人材投資資金（上限150万円）　　機械・施設整備補助（上限50万円）

44,850

6 ○ 一新
観光でにぎわう魅力づくり事
業

産業部
商工観光課

　首都圏や友好交流都市等での観光誘客と特産品プロモーションを実施し、交流人口の拡大や地域経済の活性化
を図る。
　令和３年度から、市内回遊を促進するためのサイクルツーリズムや周遊手帳の取組を導入する。

26,719

7 ○ 継続 霊山高原構想推進事業
総務部
霊山総合支所

　霊山高原地域の魅力を発信し、交流人口の拡大や新たな利用者の増加を図るため、令和４年度で開園50周年を
迎えるこどもの村のリニューアル工事を実施する。
　リニューアル工事内容　開放型休憩施設の新設、ジャンボ滑り台等の遊具改修、看板・案内板の新設など

250,000

8 継続
森林資源を生かした生業づく
り事業

産業部
農林整備課

　森林プランナーを活用し、地域に沿った林業経営計画の策定、森林所有者に対する森林管理の意向調査を実施
する。
　また、新規林業就業者の支援に取り組む。

15,148

9 継続 ６次産業化推進事業
産業部
農政課

　市農産物の新たな可能性を広げるため６次化商品の開発を促進し、自ら生産した農産物や地域で生産された農産
物の加工から販売まで取り組むための機材等の整備に要する経費に対して補助する。 3,000

合計 1,015,016



令和３年度　一般会計当初予算主要事業（子育て・教育のまち） （単位：千円）

概要
掲載

区分 事務事業 所管課名 主な事業内容
令和３年度

事業費

1 ○ 新規
親子で楽しむ読み聞かせ事
業

こども部
こども育成課

　絵本の読み聞かせをすることで、親子のコミュニケーションの増加や子どもの想像力・表現力の向上、豊かな感情
の醸成を図るため、１歳、２歳、３歳の子どもにパーソナル知育絵本をプレゼントする。 1,307

2 ○ 一新
ＩＣＴ活用による学習活動充実
推進支援事業

教育部
学校教育課

　ICT支援員５名を配置し、市内小中学校教職員のICT研修の充実、ICTを活用した授業支援を行う。
　令和３年度は、これまでの月舘学園小中学校の取組に加え、市内すべての小学校５年生にロボットプログラミング
教育を行う。

58,615

3 ○ 継続 伊達小学校改築事業
教育部
教育総務課

　子どもたちが安心して学べる環境となるように、老朽化した伊達小学校の改築工事を行う。
　令和３年度は、アリーナ棟建設工事や屋外整備工事、プール附属棟改修工事等を行う。
　施設利用開始予定　アリーナ棟（令和３年度中）　校舎・講堂棟（令和５年度中）

1,382,955

4 ○ 継続 放課後児童クラブ建設事業
こども部
こども育成課

　伊達小学校アリーナ棟と合築で放課後児童クラブを改築し、利用児童が安全に過ごせる環境を提供する。
　だて放課後児童クラブ　令和４年４月開所予定 274,515

5 ○ 継続 保原認定こども園整備事業
こども部
こども支援課

　民間事業者が建設する保原認定こども園整備に係る経費の一部に対して補助する。
　保原認定こども園　令和４年４月開園予定 624,860

6 ○ 継続
伊達地域まちづくり活性化事
業

総務部
伊達総合支所

　子どもから高齢者まで多世代が交流でき、子育てママが働くことのできる場の拠点として(仮称)ママノマを建設し、
伊達地域の賑わい創出及び地域活性化を図る。
　(仮称)ママノマ　令和４年度オープン予定

149,000

7 ○ 継続 伊達市版ネウボラ事業
健康福祉部
健康推進課

　子育て支援の充実のため、妊娠届出時から担当ネウボラ保健師等による子育ての相談、育児パッケージ贈呈、助
産師による産後ケア訪問等、気軽に相談できるサロンを通して、妊娠期から切れ目のない支援を行う。
　伊達市版ネウボラ事業　平成29年度からの継続事業

28,855

8 一新
子どもの未来応援ネットワー
ク事業

こども部
こども支援課

　子どもの貧困問題の課題解決のため、子どもの居場所づくりに資する活動を行う団体等へ補助金を交付する。
　また、学習環境が不十分な子どもに対して、拠点型教室を主軸としながら学習支援を実施する。
　令和３年度から、あおぞらスクール事業として、不登校児童、引きこもり児童に対する支援を行う団体等に対し、事
業スタートに要する経費の一部を補助する。

2,570

9 一新 教育用コンピュータ整備事業
教育部
学校教育課

　児童生徒１人１台のタブレット端末を配備して、ICTを活用した授業を推進するとともに、家庭学習においても９月か
ら希望者に対してwifiルーターを貸し出し、タブレット端末の活用を推進する。
　また、臨時休業時の通信環境の整備も推進する。

115,510

10 継続 通学合宿体験活動事業
教育部
生涯学習課

　市内の小学５年生を対象として、子どもたちが共同生活を送り、合宿所から学校に通学する体験活動を行う。
　自立的な生活体験を通し、日常生活に必要な技術を身につけ、互いに協力し合い、より良く生活するための能力を
高める。

7,777

合計 2,645,964



令和３年度　一般会計当初予算主要事業（健幸・福祉のまち） （単位：千円）

概要
掲載

区分 事務事業 所管課名 主な事業内容
令和３年度

事業費

1 ○ 新規 白根地区健幸拠点整備事業
健康福祉部
健幸都市づくり課

　中山間地域における健康寿命の延伸と地域コミュニティの活性化を目指し、健幸都市モデル白根地区において、
旧白根小学校校舎を利活用して、「運動」「健康」「交流」の機能を取り入れた健幸都市の拠点を整備する。
　白根地区健幸拠点施設　令和４年度オープン予定

160,237

2 ○ 新規
働き盛り世代の予防重視型健
康づくり事業

健康福祉部
健幸都市づくり課

　健康寿命の延伸を図るため、働き盛り世代が健康運動事業等に参加しやすい環境や仕組みづくりを行う。
　令和３年度は、既存事業「健幸クラブＦｉｎｅ」の夜間・土曜日開催の拡充や、市内企業を対象とした出張版健幸クラ
ブＦｉｎｅ体験を行う。

16,904

3 ○ 一新 地域医療確保対策事業
健康福祉部
健康推進課

　地域医療の中核を担う病院等に運営費の一部を助成し、２次救急医療体制の強化及び地域医療体制の充実・強
化を図る。
　また、寄附講座により、福島県立医科大学総合内科・臨床感染症学講座を北福島医療センターに継続設置する。
　寄附講座開設期間　令和２年10月～令和７年９月

106,784

4 ○ 一新 石戸交流館改修事業
総務部
霊山総合支所

　伊達市広域的減容化施設影響緩和基金を活用し、石戸地区交流館の大規模改修を行う。
　石戸地区交流館　令和４年度オープン予定 84,757

5 ○ 継続 健康運動習慣化支援事業
健康福祉部
健幸都市づくり課

　健康寿命の延伸を図るため、身近な集会所で運動ができる元気づくり会の普及、健康運動指導士による効果的な
筋力トレーニングができる健幸クラブＦｉｎｅやウォーキングの推進など、健康づくりのための運動を幅広く提供する。 27,205

6 ○ 継続 健幸都市推進事業
健康福祉部
健幸都市づくり課

　市民が健康で幸せな生活を送るため、健康を基軸としたまちづくりを目指す健幸都市の実現に向け、地域特性を
活かした歩きたくなるまちの全市展開と健幸ポイント事業を実施する。 10,811

7 新規
伊達市保健センター改修・増
築事業

健康福祉部
健康推進課

　保原保健センター及び子育て世代包括支援センターの老朽化が進んでいるため、抜本的な改修及び増築による
機能強化のための実施設計を行う。
　保原保健センター・子育て世代包括支援センター　令和５年度オープン予定

23,854

8 一新
障がい者福祉施設環境整備
事業

健康福祉部
社会福祉課

　旧富成小学校を活用して障がい児福祉施設の環境整備を行う団体に対し、改修に必要な経費の一部を補助す
る。 8,579

9 継続 保原総合公園拡張整備事業
建設部
都市整備課

　保原総合公園の広域的な利用と市民のさらなる健康増進、青少年の健全育成や福祉の向上に資するため、総合
的なスポーツ・レクリエーション拠点としての公園の拡大及び公園機能の拡充を行う。
　令和３年度は、多目的グラウンドの整備を実施する。

183,410

合計 622,541



令和３年度　一般会計当初予算主要事業（移住・定住） （単位：千円）

概要
掲載

区分 事務事業 所管課名 主な事業内容
令和３年度

事業費

1 ○ 一新 生き活き集落づくり事業
総務部
地域振興対策室

　都市地域から過疎地域等に移住し、地域資源の発掘などの活動を行う「地域おこし支援員」を配置する。
　令和３年度は、「伊達市ならでは」の課題に従事する「ミッション型地域おこし支援員」を新たに１名増員し、事業を
推進する。
　地域おこし支援員４名（うちミッション型１名）

23,624

2 ○ 継続 移住・定住促進事業
市民生活部
市民協働課

　移住希望者の相談窓口として伊達市コンシェルジュを配置し、移住相談への対応や移住関連情報の発信等を行
う。
　また、伊達市を知ってもらうための移住体験ツアー等を開催するとともに、コロナ禍でのオンライン相談やセミナー
などを充実させる。

26,447

3 ○ 継続 保育職就労支援推進事業
こども部
こども育成課

　市内の私立保育園、認定こども園等に新規就労した保育士等を対象として就職準備補助金を給付する。
　また、各園の保育士等の業務軽減を図るため、事務補助職員の雇用に対して補助金を交付する。
　保育職就職準備補助金（１人20万円）

26,240

4 ○ 継続 シティプロモーション推進事業
総務部
秘書広報課

　外部視点を持った「地域おこし企業人」の発想力を生かしたシティプロモーションにより、市のブランド力の向上を目
指す。
　令和３年度は、伊達市応援サイクルの確立を目指し、市民のシビックプライドの醸成、市内外に地域づくりの担い
手を増やす活動を推進する。
　令和３年度新規事業　だてフォト部、ラブ♡だて、I love Dateなど

7,901

5 ○ 継続
伊達の生涯活躍のまち加速
化事業

市長直轄
総合政策課

　高子駅北地区の土地区画整理地内において、官民連携により「伊達市版生涯活躍のまち」を具現化するため、事
業者と協議を進めるとともに、移住希望者の確保のため、東京都内に相談窓口を設置する。 4,930

6 継続 ふるさと交流プロジェクト事業
市長直轄
総合政策課

　関係人口の増加を図るため、大都市圏在住の学生等が講師となって子どもたちに勉強のアドバイスを行い、地域
住民と触れ合う交流プロジェクトを実施する。 6,815

7 継続 空き家対策事業
市民生活部
市民協働課

　空き家所有者等に適正な空き家の管理を促進し、管理不全な空き家の発生抑制に取り組む。
　また、空き家を有効活用するための空き家バンクを運営し、移住定住を促進する。 1,501

8 継続 伊達田園回帰支援事業
産業部
農政課

　移住就農希望者等に対し、農業の研修や体験活動を実施し、伊達市への移住就農を加速させる。 800

合計 98,258



令和３年度　一般会計当初予算主要事業（防災・減災・感染症対策） （単位：千円）

概要
掲載

区分 事務事業 所管課名 主な事業内容
令和３年度

事業費

1 ○ 一新 災害（防災）対策事業
市民生活部
消防防災課

　災害備蓄品等を計画的に備蓄し、緊急時に備える。また、防災行政無線等の緊急時情報伝達手段を確実に履行
していくための維持管理を行う。
　令和３年度は、防災マップを改定し、防災体制の強化を図る。

54,891

2 ○ 一新 湛水防除施設浸水対策事業
産業部
農林整備課

　梁川第二排水機場に浸水防止扉を設置し、災害時の安定した能力発揮を図る。 7,500

3 ○ 一新 工業団地浸水対策事業
産業部
商工観光課

　急激な豪雨等による工業団地内の雨水を排除するため、梁川工業団地内の水路に内水排除用の常設ポンプを設
置する。 3,421

4 ○ 継続 農林業施設災害復旧事業
産業部
農林整備課

　令和元年東日本台風により被災した山舟生蜂沢地区の農林業施設の災害復旧工事を行う。 442,400

5 ○ 継続 発熱外来設置事業
健康福祉部
健康推進課

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、伊達医師会及び北福島医療センターに委託し、発熱外来を継続
設置する。 54,176

6 繰越
防災情報伝達システム導入
事業

市民生活部
消防防災課

　多くの市民に、迅速かつ的確に避難情報等を送信するため、スマートフォンのアプリを導入し、避難情報伝達の強
化を図る。【令和３年１月専決補正】 18,953

7 繰越 排水ポンプ車購入事業
市民生活部
消防防災課

　急激な豪雨等による内水対策のため、排水ポンプ車２台を購入し、防災体制の強化を図る。【令和２年12月補正】 206,879

8 繰越
新型コロナウイルスワクチン
接種事業

健康福祉部
健康推進課

　令和２年度中に新型コロナウイルスワクチン接種体制を整備し、16歳以上の市民に対してワクチン接種を行う。
【令和３年２月専決補正】 307,613

9 繰越 事業継続奨励金給付事業
産業部
商工観光課

　新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少した市内の事業者を対象として、市独自の奨励金を給付
し、支援する。【令和３年２月専決補正】
　事業継続奨励金（１事業者10万円）

102,994

合計 1,198,827
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令和３年２月 18 日 

令和３年第１回伊達市議会定例会提出議案概要 

 

提出案件 55件  専決処分の承認    ４件 

         人事         ７件 

         条例の制定      ２件 

条例の全部・一部改正 12件 

補正予算       ７件 

当初予算       21件 

その他        ２件 

 

１．専決処分の承認（４件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第１号 

～ 

議案第４号 

専決処分の承認を求めることについて 

■主な内容 

○令和２年度伊達市一般会計補正予算（第 14号） 

【専決処分】令和２年 12月 15日 

【主な内容】新型コロナウイルス感染症対策に係るひとり親世帯臨時特別給付

金（再支給）及び伊達市内に帰省する若者に対するＰＣＲ等検査

費用補助について補正を行ったもの 

【補正総額】41,812千円 

 

○令和２年度伊達市一般会計補正予算（第 15号） 

【専決処分】令和３年１月６日 

【主な内容】新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業について補正を行っ

たもの 

【補正総額】21,776千円 

 

○令和２年度伊達市一般会計補正予算（第 16号） 

【専決処分】令和３年１月 22日 

【主な内容】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業について予

算の補正を行ったもの 

【補正総額】△22,820千円 
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○令和２年度伊達市一般会計補正予算（第 17号） 

【専決処分】令和３年２月８日 

【主な内容】新型コロナウイルス感染症対策に係るワクチン接種経費及び事業

継続奨励金について予算の補正を行ったもの 

【補正総額】410,607千円 

 

２．人事（７件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第５号 

伊達市教育長の任命につき議会の同意を求めることについて 

■提案理由 

伊達市教育長を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４条第１項の規定により、議会の同意を求めるもの 

■任命しようとする者 

  １名 

■任期  

 令和３年４月１日～令和６年３月 31日 

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 

■提案理由 

伊達市教育委員会委員を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるもの 

■任命しようとする者 

  １名 

■任期  

 令和３年３月 25日～令和７年３月 24日 

議案第７号 

～ 

議案第９号 

伊達市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることに

ついて 

■提案理由 

伊達市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めるもの 

■委員候補者 

  ３名 

■任期  

 令和３年３月 25日～令和６年３月 24日 
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議案第10号 

～ 

議案第11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 

令和３年６月 30 日付けで３年間の任期満了に伴い、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  

 令和３年７月１日～令和６年６月 30日 

 

３．条例の制定（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第12号 

伊達市中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について 

■制定趣旨 

本市の中小企業者及び小規模企業者の振興に関し、基本理念を定め、市の責務、

中小企業者及び小規模企業者の努めるべきこと、関係機関の役割等について明ら

かにするとともに、中小企業者及び小規模企業者の振興に関する基本的な事項を

定める条例を制定するもの 

■主な内容 

目的、基本理念、役割、施策の基本方針等について定めるもの 

■施行期日 

公布の日 

議案第13号 

伊達市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例の制定について 

■制定趣旨 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、福島県の制度資金を利用した中小

企業者に対する利子の補給に要する財源に充てるため基金を創設するもの 

■主な内容 

設置目的、管理、運用方法、処分等について定めるもの 

■施行期日 

公布の日 
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４．条例の全部・一部改正（12件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第14号 

伊達市新市建設計画審議会設置条例の一部を改正する条例について 

■改正趣旨 

組織の改編に伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

審議会の庶務を市長直轄から未来政策部に改めるもの 

■施行期日 

令和３年４月１日 

 

議案第15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 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、表彰該当区分の

見直し及びその他文言の整理のため、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

教育長を追加し、助役及び収入役を削除するもの 

■施行期日 

公布の日 

 

議案第16号 

伊達市ケーブルテレビ放送施設条例の一部を改正する条例について 

■改正趣旨 

新たな通信機器の普及により伊達市ケーブルテレビの音声連絡装置サービスを

終了するため、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

音声連絡装置サービスに関連する事項を削除するもの 

■施行期日 

令和３年４月１日 
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議案第17号 

伊達市伊達駅なかプラザ条例の全部を改正する条例について 

■改正趣旨 

伊達駅なかプラザの事業内容に関し、条例の全部を改正するもの 

■主な内容 

伊達駅なかプラザの利用について、市民の交流の場の提供、地域特産品の振興、

観光情報の提供・発信等の事業内容を明確にするため、条例の全部を改正するも

の 

■施行期日 

令和３年４月１日 

議案第18号 

伊達市介護保険条例の一部を改正する条例について 

■改正趣旨 

令和３年度から令和５年度までの介護保険料を定めるため、条例の一部を改正

するもの 

■主な内容 

令和３年度から令和５年度の３ヵ年に見込まれる介護保険給付費に基づき必要

となる保険料額を算出し、保険料率を第１号被保険者の区分に応じて、年額の保

険料を定めるもの 

■施行期日 

令和３年４月１日 

議案第19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一部を改正する条例について 

■改正趣旨 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18年

厚生労働省令第 34号）の一部改正に伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

国標準省令の改正に伴うものについて、国標準省令と同一の内容となるよう所

要の改正を行うもの 

・感染症対策の強化 

・高齢者虐待防止の推進等 

■施行期日 

令和３年４月１日 
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議案第20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一部を改正する条例について 

■改正趣旨 

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関する基

準（平成 18 年厚生労働省令第 36 号）の一部改正に伴い、条例の一部を改正する

もの 

■主な内容 

国標準省令の改正に伴うものについて、国標準省令と同一の内容となるよう所

要の改正を行うもの 

・感染症対策の強化 

・高齢者虐待防止の推進等 

■施行期日 

令和３年４月１日 

議案第21号 

伊達市介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の要件並びに指定居宅

介護支援等の事業の人員及び運営に係る基準に関する条例の一部を改正する条例

について 

■改正趣旨 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成 11 年厚生労

働省令第 38号）の一部改正に伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

国標準省令の改正に伴うものについて、国標準省令と同一の内容となるよう所

要の改正を行うもの 

・感染症対策の強化 

・高齢者虐待防止の推進等 

■施行期日 

令和３年４月１日 
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議案第22号 

伊達市介護保険法に基づく指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護

予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等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一部を改正する条例について 

■改正趣旨 

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成 18 年厚生労働省

令第 37号）の一部改正に伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

国標準省令の改正に伴うものについて、国標準省令と同一の内容となるよう所

要の改正を行うもの 

・感染症対策の強化 

・高齢者虐待防止の推進等 

■施行期日 

令和３年４月１日 

議案第23号 

伊達市火入れに関する条例の一部を改正する条例について 

■改正趣旨 

行政手続きでの市民の負担を軽減し、利便性を図るため、条例の一部を改正

するもの 

■主な内容 

押印廃止に伴い、申請様式を変更するもの 

■施行期日 

令和３年４月１日 

議案第24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 

18歳に達した日の在学の有無にかかわらず、等しく医療費助成を受けられる

よう「児童」の定義を児童扶養手当法に準ずるよう福島県ひとり親家庭医療費

助成事業補助金交付要綱が改正されることに伴い、「児童」の定義変更を行う

ため、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

児童の定義を 18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にある者に変更

するもの 

■施行期日 

令和３年４月１日 
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議案第25号 

伊達市立認定こども園条例の一部を改正する条例について 

■改正趣旨 

年度途中で転出した子どもの継続した保育を確保するため、伊達市立

認定こども園の入所要件を改正するもの 

■主な内容 

入園資格について、住所及び年齢に関する記載を削除するもの 

■施行期日 

令和３年４月１日 

 

５．補正予算（７件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第26号 

令和２年度伊達市一般会計補正予算（第 18号）  

■主な内容   資料２-２ に概要を掲載 

■補正総額  △1,012,758千円 

 

議案第27号 

令和２年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 

■補正総額  2千円 

 

議案第28号 

令和２年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号） 

■補正総額  △29,602千円 

 

議案第29号 

令和２年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第５号） 

■補正総額  14,526千円 

 

議案第30号 

 

令和２年度伊達市工業団地特別会計補正予算（第２号） 

■補正総額  0千円 
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議案第31号 

令和２年度伊達市水道事業会計補正予算（第３号） 

○収益的収支 

支 出 営業外費用      12,000千円 

補正総額         12,000千円 

○資本的収支 

収 入 
企業債     △59,051千円 

負担金     △17,876千円 

補正総額         △76,927千円 

支 出 
建設改良費 △103,786千円 

国庫補助金返還金 284千円 

補正総額       △103,502千円 
 

議案第32号 

令和２年度伊達市下水道事業会計補正予算（第４号） 

○収益的収支 

収 入 営業収益  2,179千円 

補正総額 2,179千円 

支 出 営業費用   △9,055千円 

補正総額        △9,055千円 

支出 営業外費用△1,866千円 

補正総額 △1,866千円 

○資本的収支 

収 入 補助金    △ 2,213千円 

補正総額       △2,213千円 

支 出 建設改良費 △25,000千円 

補正総額       △25,000千円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

記者会見資料２ - 1 

令和３年２月 18 日 

６．当初予算（21件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第33号 

令和３年度伊達市一般会計予算   

■主な内容   資料１ に概要を掲載 

 予算総額 32,203,673千円  前年度比 △518,368千円 

議案第34号 

令和３年度伊達市国民健康保険特別会計予算 

■主な内容 

 予算総額 6,462,000千円  前年度比 6,513千円 

議案第35号 

令和３年度伊達市後期高齢者医療特別会計予算 

■主な内容 

 予算総額 858,060千円  前年度比 △21,419千円 

議案第36号 

令和３年度伊達市介護保険特別会計予算 

■主な内容 

 予算総額 7,791,899千円  前年度比 292,011千円 

議案第37号 

令和３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 

■主な内容 

 予算総額 14,452千円  前年度比 151千円 

議案第38号 

令和３年度伊達市工業団地特別会計予算 

■主な内容 

 予算総額 839,370千円  前年度比 682,353千円 

議案39号 

令和３年度月舘宅地造成事業特別会計予算 

■主な内容 

 予算総額 21,697千円   前年度比 △487千円 

議案40号 

～ 

議案51号 

令和３年度伊達市財産区特別会計予算 

■主な内容 

 予算総額（12財産区） 15,856千円  前年度比 △3,012千円 
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議案第52号 

令和３年伊達市水道事業会計予算 

○収益的収支  

 収入 1,824,037千円  前年度比    4,961千円    

 支出 1,792,848千円  前年度比   48,317千円  

○資本的収支   

 収入   214,957千円  前年度比 △105,802千円  

  支出   667,555千円  前年度比 △183,558千円 

議案53号 

令和３年度伊達市下水道事業会計予算 

○収益的収支 

 収入 823,019千円  前年度比   17,383千円 

 支出 696,373千円  前年度比 △134,624千円 

○資本的収支 

 収入 487,403千円  前年度比  △35,398千円 

 支出 779,897千円  前年度比  △26,732千円 
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７．その他（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第54号 

財産の取得について 

■提案理由 

排水ポンプ車の購入契約について、議会の議決を求めるもの 

■主な内容 

取得の財産 排水ポンプ車（30㎥/min）２台 

取得金額 106,480,000円 

契約の方法 指名競争入札 

契約の相手方 荏原実業株式会社 

東北営業所 所長 古舘 敦 
 

議案第55号 

伊達市道路線の認定、廃止及び変更について 

■提案理由 

 市道路線の認定、廃止及び変更するため、道路法第８条第２項及び同法第

10条第３項の規定により、議会の議決を求めるもの 

■主な内容 

（１）認定する路線  35路線 

（２）廃止する路線  ５路線 

（３）変更する路線  11路線 

 

問い合わせ先 

総務部 総務課 

電話 575-1111 



令和２年度３月補正予算の概要 

安全・安心 

～次世代につなぐ安心の輪～ 

【令和３年２月18日記者会見】 

資料２‐２ 



１ 一般会計歳入歳出予算の補正額 

補正前の額 42,528,734千円

補正額 △1,012,758千円

補正後の額 41,515,976千円



２ 補正の主な事業内容 

（１）中学校施設整備事業  448,066千円 

・天井脱落防止のための梁川中学校特定天井等改修工事と、

耐力度不足の霊山中学校を耐震化するため、旧校舎の

機能を新校舎へ移転する改修工事を行います。

（２）伊達学校給食センター運営事業 26,280千円

・伊達学校給食センターの調理場、炊飯室、洗浄室に

空調機器を設置し、食品衛生管理の向上及び調理員

の作業環境の改善を進めます。
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令和３年２月 18 日 

令和元年８月 29 日 

令和３年２月13日の地震に伴う被害の状況 

（令和３年２月18日現在） 

１ 被害調査の状況                        

 

（１）人的被害 

   死者、行方不明者 なし 

   負傷者      ９人（重症なし、中等症なし、軽傷 9人） 

 

（２）住家の被害 

ブロック塀の倒壊、屋根瓦落下等多数あり。 

 

（３）道路・橋梁の被害 

   道路被災箇所 21箇所（伊達 0 梁川 11 保原 5 霊山 2 月舘 3） 

橋梁被災箇所 なし 

通行止め箇所 なし 

   

（４）公園の被害 

   被害箇所数 １箇所(保原総合公園) 

 

（５）公共施設の被害 

      被害箇所数 49箇所件数（伊達7 梁川10 保原15 霊山10 月舘7） 

    主な箇所  小中学校14箇所、幼稚園等９箇所など 

 

（６）ライフラインの状況 

上水道 ２月 13日 23時 8分 ４箇所の配水施設で、自動で緊急遮断弁 

               が作動（保原地域全域、伏黒・箱崎地 

域で断水状態） 

    ２月 14日 ５時 00分 通水のための復旧作業開始 

          ６時 40分 通水を確認 

 

   下水道 被害なし 

 

   電気  ２月 13日(土) 17,600戸で停電 

２月 14日(日) ４時 00分 市内全域で停電が解消 
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令和元年８月 29 日 

２ 避難の状況                        

（１）避難の状況 

２月 14日(日) ０時 45分 市内５カ所に避難所を開設 

６時 00分 ３カ所の避難所に 10世帯 15人（最大時） 

 ９時 00分 ３カ所の避難所を閉鎖 

12時 00分 1カ所の避難所を閉鎖 

２月 15日(月) 12時 00分 1カ所の避難所を閉鎖 

（全ての避難所を閉鎖） 

 

３ 被災者支援の状況                     

（１）り災証明の受付 

   ２月 15 日（月）伊達市役所市民課、各総合支所（保原総合支所は除く）

で申請受付を開始。 

    受付件数 110件（２月 17日現在） 

 

（２）地震による災害廃棄物の受入(伊達地方衛生処理組合) 

   土日祝日に搬入の受付を開始 

２月 14日(日)   

２月 20日(土) 

２月 21日(日)        

２月 23日(火・祝日)   

  ※月曜日～金曜日は通常とおり搬入を受入 

 

（３）宅地関連災害復旧補助制度 

   復旧及び撤去に要する事業が５万円以上の工事に対し補助する。 

   補助額：事業費(補助対象額)により１～65万円を補助 

 

（４）農地関連災害復旧補助制度 

   復旧に要する事業が５万円以上の工事に対し補助する。 

   補助額：事業費５万円以上 40 万円未満事業費を対象に基本 1/2 限度額

20万円を補助 

担当｜市民生活部消防防災課 

電話 024-575-1197 

地震により発生したガレキ等

の災害廃棄物の搬入を受入 



 記 者 会 見 資 料 ４ 

令和３年２月 18 日 

令和３年度伊達市行政組織の変更 

 

伊達市では、新しい時代に柔軟に対応し持続可能な自治体運営を目指し、令和３

年度行政経営方針に基づく組織規模の適正化を進めていきます。 

 

１ 社会的情勢 

○人口減少、少子化・超高齢化社会の進行に伴い生ずる様々な課題に加え、新

型コロナウイルスの影響により、「新しい生活様式」への対応など社会全体

が新しい時代へ急速に変化しており、行政においても、様々な課題を複合的

に捉え解決していくことが求められている。 

○この急速な変化に対応し、様々な課題を解決し続けるためにも、伊達市の将

来を見据え、持続可能な行政経営のための基盤づくりは喫緊の課題である。 

 

２ 令和３年度行政経営方針に基づく組織規模の適正化 

○令和３年度行政経営方針は、「求められる施策の推進」と「持続可能な行政経営」 

の２つを柱としている。 

○新しい時代に柔軟に対応した自治体運営を確保するため、組織規模の適正化を

行い、組織の機動力を強化する。 

 

【特色ある事業の推進や取り組むべき課題に対応する組織の見直し】 

①企画部門と地域振興部門の統合による現場主義の徹底 

  ②危機管理体制の強化と放射能対策の一本化 

  ③行政改革の推進（公共施設の統廃合、ICT技術の活用等） 

  ④ネウボラ事業とこども支援事業の統合 

  ⑤取り組むべき課題への対応（移住定住・公共交通） 

  ⑥新型コロナウイルス対策の強化 

 

３ 令和３年度行政組織の主な変更点 

  別紙資料のとおり 

 

 

担当｜総務部総務課 

電話 024-575-1111 
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令和３年度伊達市行政組織の主な変更点① 

①企画部門と地域振興部門の統合による現場主義の徹底 

 未来政策部（新設） 

・企画部門と地域振興部門の統合による現場主義の徹底を図るため、市長直轄を未来政策部とし２課５総合支所体制とする。 

・前例主義にとらわれない行政改革を積極的に推進していくため、総合政策課内に経営戦略室を新設する。 

・市民の声を地域づくりや市の計画形成につなげるため、市民協働課と地域振興対策室を統合し、協働まちづくり課を新設する。 

 市民協働課  市民生活部 

 総合政策課 

 総務部 
 各総合支所 

 地域振興対策室 

 市長直轄  総合政策課 
 地域創生係 

 政策調整係 

 政策推進係 

 経営戦略室 

 各総合支所 

 総合政策課 

 協働まちづくり課 

 地域振興係 

 協働推進係 

 移住定住推進係 

 未来政策部 

 教育部 

・地域コミュニティや地域課題の解決に向け、生涯学習事業の活性化による「人づくり」を推進する。 

・地域の活動拠点である「交流館」において、生涯学習事業を支援するため、社会教育担当主幹等を配置する。 
 

 文化財係 

 文化振興係 

 生涯学習スポーツ係 

 生涯学習課  生涯学習課 

 文化財係 

 社会教育担当主幹等 

 生涯学習スポーツ係 

 文化振興係 

別紙記者会見 資料４ 
令和３年２月１８日 
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令和３年度伊達市行政組織の主な変更点② 

②危機管理体制の強化と放射能対策の一本化 

 市民生活部 

・大規模な自然災害やテロ等の災害に備えた災害対策体制の充実を図るため、防災危機管理課を新設する。 

・危機管理対策担当参事を配置し、災害時に一括した指揮がとれる体制を強化する。 

 市長直轄  放射能対策課 

 放射能対策係 

 消防係 

 危機管理係 

 市民生活部  消防防災課 
 環境係 

 生活安全係 
 生活環境課 

 環境係   

 生活交通係  
 生活環境課  

 市民生活部 

 防災危機管理課   
危機管理 
担当参事 

別紙記者会見 資料４ 
令和３年２月１８日 
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 総務部 

・ICTやAI等の積極的な活用による行政のデジタル化を推進するため、総務課内にデジタル推進室を新設する。 

 情報管理係 

 文書法規係 

 行政経営係・統計係 

 デジタル推進室 

 文書法規係 

 総務係（統合） 

 総務課  総務課 

 財務部 

・公共施設の統廃合を積極的に推進し、持続可能な行政経営を行うため、管財課を新設し、管財係と公共施設マネジメント室を
配置する。 

 財務部  財政課   
 管財係 

 財政係 

 契約検査室   

 財務部  財政課   

 契約検査係 

 財政係 

 管財係   
 管財課   

 公共施設マネジメント室  

令和３年度伊達市行政組織の主な変更点③ 

③行政改革の推進（公共施設の統廃合、ICT技術の活用等） 

別紙記者会見 資料４ 
令和３年２月１８日 
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 こども部 

・伊達市の特色であるネウボラ事業や子育て支援策を一体的に行うため、こども部をこども未来課とネウボラ推進課の２課に再編 

する。 

 施設運営係 

 育成係 

 指導係 

 こども育成課 

 ネウボラ推進係 

 こども家庭相談係 

 子育て支援係 

 障がい児支援係 

 発達支援係  ネウボラ推進課 

 企画管理係 

 幼保指導係 

 施設運営係 

 幼保支援係 
 こども未来課 

 企画係 

 子育て支援係 

 こども相談室 

 発達支援室 

 障がい児支援係  こども支援課 

令和３年度伊達市行政組織の主な変更点④ 

 ④ネウボラ事業とこども支援事業の統合 

別紙記者会見 資料４ 
令和３年２月１８日 
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令和３年度伊達市行政組織の主な変更点⑤ 

 ⑤取り組むべき課題への対応（移住定住・公共交通） 

 市民協働課  市民生活部 

 総務部 
 各総合支所 

 地域振興対策室 

 市長直轄  総合政策課 
 地域創生係 

 政策調整係 

 政策推進係 

 経営戦略室 

 各総合支所 

 総合政策課 

 協働まちづくり課 

 地域振興係 

 協働推進係 

 移住定住推進係 

 未来政策部 

 未来政策部（新設） 

・移住定住関連（来てだて、CCRC、ふるさと交流プロジェクトなど）を一体的に取り組むため、協働まちづくり課内に移住定住推進
係を新設する。 

 市民生活部 

・交通対策や公共交通施策を一括して進めていくため、生活環境課内の生活安全係を生活交通係に再編する。 

 市長直轄  放射能対策課 

 放射能対策係 

 消防係 

 危機管理係 

 市民生活部  消防防災課 
 環境係 

 生活安全係 
 生活環境課 

 環境係   

 生活交通係  
 生活環境課  

 防災危機管理課   

 市民生活部 

別紙記者会見 資料４ 
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 健康福祉部 

・新型コロナウイルス感染症対策をさらに迅速かつ実効性のある組織体制とするため、新型コロナウイルス対策課を新設する。  

 健康福祉部 

 社会福祉課 

 高齢福祉課 

 国保年金課 

 健康都市づくり課 

 健康推進課 

 健康福祉部 

 新型コロナウイルス対策課 

 健康推進課 

 健康都市づくり課 

 国保年金課 

 高齢福祉課 

 社会福祉課 

令和３年度伊達市行政組織の主な変更点⑥ 

 ⑥新型コロナウイルス対策の強化 

別紙記者会見 資料４ 
令和３年２月１８日 



 記 者 会 見 資 料 ５ 

令和３年２月 18 日 

行政手続等に係る申請書等の押印見直し 

 
伊達市へ提出する申請、届出等の書類について、押印を省略できるようにす

ることにより、行政手続等の簡素化を図り、市民の負担軽減を図ります。 

 

１ 目 的  行政手続等の簡素化を図り、市民の負担を軽減する。 

 

２ 内 容  市へ提出する書類について、提出すべき本人の署名（自署）が

ある場合は押印を省略することができるものとする。 

 

３ 開始日  令和３年３月１日（月） 

 

４ 押印が省略できる手続き   

 

 

 

 

◆押印を省略できる主な申請書類 

保育所入所申込書、こども医療費助成申請書、 

各種施設利用申請書、市町村民税・道府県民税申告書、 

各種補助金申請書など 

◆押印が必要な主な申請書類 

婚姻届、出生届、死亡届、年金請求書など 

 

５ 効 果  市民サービスの向上を図ることができる。 

 

６ 押印省略の例 

   署名押印         署名(自署) 

 

 

   記名押印         署名(自署) 

 

 

                記名押印 

手続数（様式件数） 押印が必要なもの 
省略可能なもの（既に省

略しているもの含む） 

1,899 412 

（21.7％） 

1,487 

（78.3％） 

担当｜総務部総務課 

   電話 024-575-1111 

伊達 太郎 印 
伊
達 伊達 太郎  

伊達 太郎 印 

 

伊達 太郎  
伊
達 

伊達 太郎 印 
伊
達 



 記 者 会 見 資 料 ６ 

令和３年２月 18 日 

電子書籍貸出サービス開始 

 
伊達市立図書館では、利用者がインターネットを通じて自宅のパソコン、タ

ブレット、スマートフォンから専用ＩＤとパスワードでアクセスすることで、

24時間 365日無料で利用できる電子書籍の貸出サービスを開始します。 

 

 

１ 目 的  図書館をもっと身近に、便利に活用していただくため、デジタ

ル化に対応し、いつでも・どこにいてもインターネットを通じて

電子書籍を利用できるよう、図書館機能の拡充及び利活用の推進

を図る。 

 

２ 内 容  電子書籍貸出サービスシステム導入 

導入する書籍は幼児・児童用書籍を中心に約 700冊 

（児童 540冊、一般 160冊） 

 

３ 開始日  令和３年３月中旬予定 

 

４ 対象者  伊達市民（伊達市に住所がある方）で伊達市立図書館利用カー

ドをお持ちの人 

 

５ その他  県内自治体２例目となる電子書籍貸し出しサービス 

担当｜教育部生涯学習課市立図書館 

   電話 024-551-2132 
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