
記 者 会 見 

 

日時：令和３年８月27日（金）14時～ 

場所：伊達市役所東棟 401・402会議室 

 

 

１ 令和３年伊達市議会定例会第５回定例会議（９月定例会議） 

 （１）再開日 令和３年９月２日（木） 

 （２）提出案件 43件 

   人事３件、条例の制定１件、条例の一部改正４件、補正予算７件、 

決算21件、その他３件、専決処分の報告２件、報告２件 

① 提出議案の概要             資料１-１（総務部総務課） 

② 令和２度決算の概要           資料１-２（財務部財政課） 

③ 令和３年度９月補正予算の概要     資料１-３（財務部財政課） 

④ 保原総合公園拡張整備グランド整備工事（２期）概要 

                    資料１-４（建設部都市整備課） 

 

２ 今後の新型コロナワクチン接種状況  資料２  （健康福祉部新型コロナウイルス対策課） 

 

３ 市役所における感染症対策      資料３ （総務部総務課） 
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令和３年８月 27 日 

令和３年伊達市議会定例会第５回定例会議（９月定例会議）提出議案概要 

 

提出案件 43件  人事      ３件 

         条例の制定   １件 

条例の一部改正 ４件 

補正予算    ７件 

決算      21件 

その他     ３件 

専決処分の報告 ２件 

報告      ２件 

 

１．人事（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第95号 

～ 

議案第97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 12 月 31 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 

■推薦しようとする者  ３名 

 

２．条例の制定（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

 

議案第98号 

 

伊達市障がい者の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の制定につ

いて 

■制定趣旨 

障がい者及びその介護者の公の施設の利用に係る使用料等を免除することによ

り、障がい者及びその介護者の経済的負担の軽減並びに障がい者の社会参加の促

進を図ることによって、福祉の増進に資することを目的に条例を制定するもの 

■主な内容 

障がい者及び介護者が、使用料等を納付すべき公の施設を利用する場合は、当

該使用料等に係る条例の規定にかかわらず、使用料等を免除するものとする 
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３．条例の一部改正（４件） 

議案第99号 

伊達市個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

■改正趣旨 

デジタル庁設置法の制定及びデジタル社会の形成を図るための関係法

律の整備に関する法律による行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（以下「番号利用法」という。）の一部改

正に伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

（１）デジタル庁の設置に伴い、特定個人情報の提供を管理する情報

提供ネットワークシステムの所管が総務省からデジタル庁に変

更されるため、特定個人情報の提供先である「総務大臣」を「内

閣総理大臣」に改めるもの 

（２） 番号利用法において特定個人情報の提供の制限に係る規定が改

正され、引用条項番号を一部改めるもの 

議案第100号 

伊達市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例について 

■改正趣旨 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（以下「番号利用法」という。）の一部改正に伴い、条例の一部を改正

するもの 

■主な内容 

番号利用法において特定個人情報の提供の制限に係る規定が改正され、

引用条項番号を一部改めるもの 

議案第101号 

伊達市の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の

一部を改正する条例について 

■改正趣旨 

公職選挙法が改正されたことに伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

選挙公報の掲載文を電子データで提出できるようにするもの 
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議案第102号 

伊達市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について 

■改正趣旨 

地方税法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、条例の一部を

改正するもの 

■主な内容 

固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出について、審査

申出書の審査申出人の押印の廃止及び口頭審理における口述書への提出

者の署名、押印を廃止するもの 

 

４．補正予算（７件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第103号 

令和３年度伊達市一般会計補正予算（第６号）  

■主な内容   資料１-３ に概要を掲載 

■補正総額  2,265,955千円 

 

議案第104号 

令和３年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

■補正総額   7,754千円 

 

議案第105号 

令和３年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

■補正総額   1,108千円 

 

議案第106号 
令和３年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

■補正総額  156,521千円 

議案第107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補正予算（第１号） 

■補正総額    2,989千円 
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議案第108号 

令和３年度伊達市水道事業会計補正予算（第１号） 

○収益的収支 

 

 

 

 

 

 

○資本的収支 

収入 営業外収益  △230千円 

補正総額         △230千円 

支出 営業費用   △2,842千円 

営業外費用   100千円 

補正総額        △2,742千円 

支出 建設改良費 △2,062千円 

補正総額       △2,062千円 

議案第109号 

令和３年度伊達市下水道事業会計補正予算（第１号） 

○収益的収支 

収入 営業外収益     96千円 

補正総額          96千円 

支出 営業費用    33,635千円 

補正総額        33,635千円 

 

○資本的収支 

収入 企業債   △19,800千円 

補助金     36,268千円 

負担金   △36,268千円 

補正総額       △19,800千円 

支出 建設改良費  △1,462千円 

補正総額       △1,462千円 
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５．決算（21件） 

令和２年度一般会計、特別会計の決算について、監査委員の意見を添えて議会

の認定に付するもの 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第110号 

～ 

議案第116号 

令和２年度 伊達市各会計歳入歳出決算認定   資料１-２ に概要を記載 

・一般会計 

・国民健康保険特別会計 

・後期高齢者医療特別会計 

・介護保険特別会計 

・粟野地区農業集落排水処理事業特別会計 

・工業団地特別会計 

・月舘宅地造成事業特別会計 

議案第117号 

～ 

議案第128号 

令和２年度 伊達市財産区特別会計歳入歳出決算認定（12財産区） 

・梁川財産区特別会計 

・山舟生財産区特別会計 

・五十沢財産区特別会計 

・柱沢財産区特別会計 

・金原田財産区特別会計 

・大字掛田財産区特別会計 

・白根財産区特別会計 

・富野財産区特別会計 

・富成財産区特別会計 

・上保原財産区特別会計 

・掛田財産区特別会計 

・大石財産区特別会計 
 

議案第129号 令和２年度伊達市水道事業会計決算認定及び剰余金処分 

議案第 130号 令和２年度伊達市下水道事業会計決算認定 

 

６．その他（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第131号 

字の区域の画定について 

■提案理由 

字の区域を画定するため、議会の議決を求めるもの 

■主な内容 

伊達市高子駅北地区土地区画整理事業区域内の字を「保原町高子岡」(ほばらま

ちたかこがおか）とするもの 
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議案第132号 

訴えの提起について 

■提案理由 

市営住宅の家賃等の請求に関する訴えの提起することについて、議会の議決を

求めるもの 

■主な内容 

相手方は、市営住宅の家賃等を長期にわたり滞納しており、再三にわたる催告

にもかかわらず支払わないため、この支払いと訴訟費用の負担を求めるもの 

議案第133号 

工事請負契約の締結について 

■提案理由   資料１-４ に概要を掲載 

保原総合公園拡張整備グラウンド整備工事（２期）請負契約の締結について、議

会の議決を求めるもの 

■主な内容 

（１） 契約の名称  保原総合公園拡張整備グラウンド整備工事（２期） 

（２） 契約の金額  296,230,000円 

（３） 契約の方法  条件付一般競争入札 

（４） 契約の相手方 森藤建設工業株式会社 

 

７．専決処分の報告（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

報告第15号 

専決処分の報告について 

■提案理由 

 市有施設の環境整備に起因する事故による損害賠償の額の決定及び和解するこ

とについて、地方自治法第180条第１項の規定により専決処分したので、これを報

告するもの 

 ・専決処分日 令和３年８月11日 

（令和３年５月20日発生、損害賠償額  141,790円） 

報告第16号 

専決処分の報告について 

■提案理由 

 市有施設の維持管理に起因する事故による損害賠償の額の決定及び和解するこ

とについて、地方自治法第180条第１項の規定により専決処分したので、これを報

告するもの 

 ・専決処分日 令和３年８月11日 

（令和３年７月12日発生、損害賠償額  25,905円） 
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８．報告（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

報告第17号 

令和２年度伊達市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

■主な内容    資料１-２ に掲載 

○健全化判断比率 

 伊達市の比率（早期健全化基準比率） 

 実質赤字比率   赤字なし  （12.65％） 

 連結実質赤字比率 赤字なし  （17.65％） 

 実質公債費比率    7.2％  （ 25.0％） 

 将来負担比率    56.6％  （350.0％） 

○資金不足比率 

 伊達市においては資金不足を生じている会計なし 

報告第18号 

令和２年度伊達市一般会計継続費精算報告書について 

■主な内容 

令和２年度に終了した継続費の精算について、議会に報告するもの 

（１）保原総合公園拡張整備事業（パークゴルフ場整備） 

 ・設定年度 令和元年度から令和２年度 

  ・事 業 費 計画   129,214,000円 

       実績   129,213,700円 

       差額       300円           

（２）小学校施設整備事業（掛田小学校耐震化・大規模改修） 

 ・設定年度 平成29年度から令和２年度 

 ・事 業 費 計画 1,232,667,000円 

       実績  889,380,000円 

      差額  343,287,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

総務部総務課 

電話 575-1111 



令和２年度伊達市決算の概要

未来創生

～未来輝くまちづくり～

1

問い合わせ先

財務部 財政課 電話024-575-1189

【令和３年８月27日記者会見】

資料１‐２



１ 一般会計決算額の概要

2

◆歳入決算額 44,788,513千円 － 歳出決算額 42,444,908千円

＝ 形式収支 2,343,605千円

◆実質収支 2,151,434千円

（形式収支2,343,605千円－翌年度へ繰り越すべき財源192,171千円）

◆財政調整基金残高 2,580,139千円

◆一般会計全体年度末基金残高（貸付基金を除く）

11,559,313千円



3

○令和２年度の主な取り組み

◆災害復旧事業（道路橋梁・農林業施設） 1,514,691千円

令和元年東日本台風により被災した道路橋梁及び農林業施設の災害復旧工事の実施

◆災害（防災）対策事業 1,232,359千円

令和元年東日本台風による災害廃棄物の収集（解体）・運搬・処理業務及び災害対策

のための費用全般、情報通信網の維持・管理及び災害備蓄品の整備等

◆保原認定こども園整備事業 74,657千円

事業者が行う造成工事関連経費に対する補助金の交付

◆伊達小学校改築事業 679,726千円

伊達小学校の敷地造成工事やアリーナ棟建築工事等の実施



4

○令和２年度の主な取り組み

◆企業誘致推進事業 14,493千円
伊達市の企業誘致・新工業団地のPR及び企業に対する雇用促進奨励金の交付

◆新工業団地造成事業（工業団地特別会計） 73,620千円
新工業団地開発に係る委託料、用地建物補償費等

◆健康運動習慣化支援事業 25,759千円

元気づくり会の普及推進、個人別プログラムによる有酸素運動や筋力トレーニングメニ

ュー等の健幸クラブFineの開催、身近で手軽にできる健康づくりのためのいきいきウォー

キングの実施



5

○令和２年度の主な取り組み

◆新型コロナウイルス感染症対策にかかる事業 7,168,079千円

・特別定額給付金給付事業 5,977,092千円

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、市民1人につき10万円を各世帯

主へ給付

・緊急経済対策事業（新型コロナウイルス対策） 150,347千円
中小企業への信用保証料補助と利子補給、売上が減少した飲食業事業者への家賃(又は

固定費)補助、テイクアウト・デリバリーを始める事業者の支援、売上が減少した事業者

への事業継続奨励金の支給等

・感染症予防事業（新型コロナウイルス感染症予防） 138,852千円

伊達地方発熱外来の設置・運営、感染症予防として市民への布マスク配布及び衛生器材

の購入配布事業、非接触型の体表面温度計測機等の備品購入及び県外からの若者帰省者へ

のPCR等検査費用の補助

公立・私立保育園、認定こども園、幼稚園、児童クラブへの保健衛生用品・備品等の購

入及び補助



6

（１）財政調整基金、実質収支の状況



7

（2）地方債残高の交付税算入額と自己財源の推移



２ 健全化判断比率及び資金不足比率

8

区 分
実質赤字
比率

連結実質
赤字比率

実質公債費比率
将来負担
比率

資金不足
比率３箇年

平均
当該年度

令和２年度
― ― 7.2 7.86486 56.6 ―

（12.65） （17.65） （25.0） （25.0） （350.0） 〈20.0〉

令和元年度
― ― 6.9 7.14439 54.4 ―

（12.66） （17.66） （25.0） （25.0） （350.0） 〈20.0〉

比較 ― ― 0.3 0.72047 2.2 ―

（単位：％）

（ ）は、早期健全化基準の数値 〈 〉は、経営健全化基準の数値



３ 一般会計以外の決算状況

9

【特別会計】 （単位：千円）

会計名 歳入決算額 A 歳出決算額 B
収 支
(A-B)

国民健康保険 6,130,923 6,118,878 12,045

後期高齢者医療 820,408 819,427 981

介護保険 7,630,171 7,486,043 144,128

粟野地区農業集落
排水処理事業

17,103 14,113 2,990

工業団地 165,682 73,689 91,993

月舘宅地造成事業 7,720 495 7,225

財産区（12会計） 17,853 9,702 8,151



10

【企業会計】 （単位：千円）

会計名 歳入決算額 A 歳出決算額 B
収 支
(A-B)

水道事業会計
（収益的収支）

1,909,322 1,673,329 235,993

水道事業会計
（資本的収支）

236,904 734,736 △497,832

下水道事業会計
（収益的収支）

905,443 770,932 134,511

下水道事業会計
（資本的収支）

733,011 979,009 △245,998

※企業会計の決算額は消費税込の額です。また、資本的収支の不足額に
ついては、消費税、地方消費税資本的収支調整額及び留保資金等で調整
補填しました。



令和３年度９月補正予算の概要

【令和３年８月27日記者会見】

1

資料１‐３

未来創生

～未来輝くまちづくり～

問い合わせ先

財務部 財政課 電話024-575-1189



１ 一般会計歳入歳出予算の補正額

2

補正前の額 33,837,291千円

補正額 2,265,955千円

補正後の額 36,103,246千円



3

（１）令和3年2月13日発生の福島県沖地震に伴う
災害（防災）対策事業 236,431千円

被災家屋公費解体棟数の増加に伴う災害廃棄物処分委託料
等を増額します。

【内容】

り災証明書にて半壊以上の判定を受けた住家・非住家を対象
に、所有者等からの申請を受けて被災家屋等約170棟の解体・
撤去処理を行います。

２ 補正の主な事業内容



4

（２）令和3年2月13日発生の福島県沖地震に伴う
災害復旧事業 33,054千円

重要文化財旧亀岡家住宅の災害復旧事業に係る経費を増額
します。

【内容】

重要文化財旧亀岡家住宅の

内壁（漆喰・土壁）の亀裂・剥落、

小屋組の仕口緩みなどの被害

の修理を行います。



5

（３）収納管理事務 753千円

市税等のスマートフォン決済収納を導入するための委託料を
増額します。

【内容】

自宅でもスマートフォンのアプリ（PayPay、LINE Pay、PayB、
支払秘書）から市税等（市民税、固定資産税、軽自動車税、国
民健康保険税）の納付ができる

仕組みの構築を行います。



6

（４）鳥獣害対策事業 5,949千円

電気柵等の有害鳥獣被害防止補助金（県補助および市単独
補助）を増額します。

【内容】

農産物を有害鳥獣被害から守るため、

電気柵およびワイヤーメッシュ柵の

整備等に対し補助金の交付を

行います。

県 補 助 分 4,949千円

市単独補助分 1,000千円（上限額50千円×20件）



7

（５）観光でにぎわう魅力づくり事業
（サイクルツーリズム事業） 6,654千円

令和3年8月から梁川・霊山地域で実施しているサイクルツー
リズム事業を伊達・保原・月舘地域までエリア拡大するために
必要な備品購入費等を増額します。

【内容】

伊達市を訪れた方が、自転車による市内周遊を行い、観光地
や食・特産品販売スポットを巡ることで自然や歴史、風景など伊
達市の魅力を体験してもらい、交流人口

の拡大と地域経済の活性化に繋げます。



8

（６）道路維持管理事業及び基金積み立て 189,045千円

道路・水路等の維持管理に必要な修繕費を増額します。

また、生活道路の舗装等を行う経費を基金に積み立てします。

【内容】

住民生活に直結する道路・水路等の適正な維持管理を行い
ます。

また、生活道路の舗装等を行うため、さわやか現道維持整備
基金に1.5億円を積み立て、来年度以降の財源として活用しま
す。



9

（７）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 165,670千円

新型コロナウイルス感染症対策経費を増額します。

【主な内容】

①事業継続奨励金事業 73,261千円

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した事業者に対し
事業継続できるよう一律100千円の事業継続奨励金を支給します。

②公共交通運行維持支援事業 47,901千円

地域生活維持のための運行体制を確保した公共交通機関や市内のバ
ス・タクシー事業者に対し支援を行います。

阿武隈急行㈱ 37,961千円

バ ス 100千円/台×45台＝4,500千円

タクシー 80千円/台×68台＝5,440千円
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記者会見資料１-４ 

令和３年８月 27 日 

整備区域 

パークゴルフ場 

大泉駅 

伊達市役所 

保原総合公園拡張整備グラウンド整備工事（２期）概要 
 

１ 所在地  伊達市保原町大泉字宮脇 265（保原総合公園西側） 

 

２ 施設概要 

サッカー・ラグビー兼用 フルコート１面 

サッカー 68ｍ×105ｍ 1面 

８人制サッカー（少年用・少人数制） 68ｍ×50ｍ   2面 

ラグビー 70m×100ｍ 1面 

 

３ 工事概要 

・人工芝舗装工（ロングパイル人工芝、A＝10,095.7㎡）  

・防球ネット工（H＝5.0ｍ、L＝428ｍ） 

 

４ 工 期  伊達市議会の議決を得た日～令和４年８月３１日 

 

５ 供用開始予定 令和４年度秋 

 

担当｜建設部 都市整備課 

   電話 024-573-5620 



 

 

記 者 会 見 資 料 ２ 

令和３年８月 27 日 

今後の新型コロナワクチン接種状況について 
～感染症拡大に伴う接種の加速～ 

 

１ 新型コロナワクチン接種の状況（令和３年８月 26 日現在） 

【接種率】 

対象者数（人） １回目接種（接種率） ２回目接種（接種率） 

全体 54,368 33,095（60.9％） 29,149（53.6％） 

内訳 

65歳以上 21,677 19,760（91.2％） 19,438（89.7％） 

19～64歳 29,301 11,088（37.8％） 7,823（26.7％） 

12～18歳 3,390 2,247（66.3％） 1,888（55.7％） 

※出典 市新型コロナワクチン接種予約システムより 

 

２ 妊婦への先行接種 

妊娠後期の重症化と感染リスクの軽減を図るため、対象は母子健康手帳を

持っており、１回目も接種を受けていない妊婦のほか、市内在住の配偶者ま

たはパートナー。 

接種予約開始 ８月 27日（金）９時～ 

接種開始日  ８月 31日（火）～ 

妊婦対象者数 140人（８月 24日現在） 

 

３ 接種予約と接種スケジュール 

次回以降に予約受け付けする対象年齢は、今後のワクチン供給の見通しを

踏まえ公開。 

対象者 
人数 

（基礎疾患除く） 
予約開始日 接種開始日 

基礎疾患がある方 5,775 ７月２日 ７月５日 

基

礎

疾

患

無 

12-15歳 1,783 ７月 12日 ７月 17日 

16-18歳 1,453 ７月 12日 ７月 17日 

60-64歳 2,765 ７月 15日 ７月 17日 

57-59歳 1,665 ８月 11日 ８月 16日 

54-56歳 1,701 ８月 19日 ８月 23日 

40-53歳 8,410 ８月 24日 ８月 30日 

39歳以下 9,397 未定 未定 

※39歳以下はワクチンの供給量により予約枠数を設定  

４ 未予約者の接種予約について 

既に予約案内を受けた人で未予約の人は、受付期間外であっても随時予約

を受け付けています。 

担当｜健康福祉部 新型コロナウイルス対策課 

   電話 024-572-6456 



 

 

記 者 会 見 資 料 ３ 

令和３年８月 27 日 

市役所における感染症対策 
 

感染力の強いデルタ株が猛威を振るう中、県内においても事業所内のクラス

ターが多数発生しており、職場内での接触等により感染が広がる事例が多く見

受けられるため、福島県は県内全域の事業者に対し出勤者数の７割削減を求め

ています。 

市役所における職員の感染リスクを低減させるため、また、市役所機能を維

持するため、分散業務、在宅勤務、時差出勤及び休暇取得を組み合わせ、出勤

者の削減に取り組んでいきます。 

 

 

１ 実施期間 

  令和３年９月１日（水）～ 当面の間（感染状況による。） 

 

２ 対象職員 

  本庁舎の職員 

 

３ 出勤者削減等の方法 

① 梁川総合支所庁舎・本庁舎内の分散業務（80名程度） 

② 在宅勤務の実施（各課１名以上） 

③ 時差出勤の拡大 

④ 積極的な休暇取得の奨励 

 

担当｜総務部総務課 

電話 024-575-1111 
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