
●保原まちなかタクシー「乗ってみっカー」の土日運行を行ってほしい。 

「のってみっカー」の土日運行につきましては、運行主体である保原町商工会と協議い

たしました。「のってみっカー」は、高齢者等の交通手段を持たない方々の移動手段の確保

と、まちなか（商店街）の活性化を目的として、平成15年度からサービスを提供している

ものです。休日は主な利用先である病院が休みであること、家族送迎により利用が減少す

ること、試験的に実施したお盆時の運行において利用が低調であったこと、さらに、休日

に運行した場合には300万円程度の費用増となることなどの理由から、現在の月曜日から金

曜日までの運行形態にしているとのことでした。 

以上のことから、休日の運行は今すぐには難しいとのことでしたが、利用者の方々の声

を踏まえながら、引き続き運行主体と協議を行ってまいりたいと考えておりますので、ご

了承いただきますようお願いいたします。（平成22年4月23日回答：総務企画部企画調整課） 

 

●まちなかタクシーが土曜日に利用できないので不便である。 

「まちなかタクシー」の土日運行についてですが、まちなかタクシーは、高齢者等の交

通手段を持たない方々の移動手段の確保と、まちなか（商店街）の活性化を目的として、

平成15年度からサービスを提供しているものです。 

日曜日は主な利用先である病院が休みであること、また、土日は家族送迎が増加し、利

用者が減少すること、試験的に実施したお盆時の運行において利用が低調であったこと、

さらには、土日に運行した場合、年間300万円程度の費用増となること等の理由から、現在

の月曜日から金曜日の運行形態になっているものです。 

以上のことから、土日の運行は、今すぐには難しいことをご了承いただきますようお願

いいたします。 

また、保原から霊山までの運行のような運行エリアの拡大については、今後の課題とし

て検討を重ね改善していきますので、ご了承いただきますようお願いいたします。 

（平成22年6月2日回答：総務企画部 企画調整課） 

 

●国際交流協会の海外派遣事業を廃止または個人負担を増やすべき。【理由】①費用対効果

が少ない。②今後小学校の増改築や合併特例債の返済など支出が増える。 

伊達市国際交流協会主催の海外派遣事業は、ホームステイと体験学習を主とした語学学

習・異文化交流を行い、これからの国際化時代に対応できる人材育成の機会に資すること

を目的としております。対象者は、市内在住の中学生、高校生および一般社会人としてお

ります。 

今年度は、市民をアメリカ合衆国リヴィア市へ派遣し、来年度は、同市からの派遣団の

受け入れを計画しております。 

平成元年度の協会発足（当時は保原町国際交流協会）以降、１４４名の市民を海外に派

遣しており、帰国後は、それぞれの経験から得た自信や誇りを基に、多方面で活躍してお



ります。中学生、高校生については、多感な時期に得た経験が、後の人間形成に大きく寄

与しているところでもあります。将来の伊達市を担っていく人材の育成事業としては、と

ても大切で大きな事業であると認識しております。 

 この海外派遣事業の効果、特に人材育成の面を費用対効果で表すことは非常に難しく、

市民の皆さまが疑問を抱かれることは当然のことと思います。しかし、派遣された子供た

ちが成長し、海外で活躍する人や、国際結婚をした人など、目的を全うした事例がいくつ

かあることも事実であります。 

また、今回ご指摘にもありますように市の財政は非常に厳しい状況にあるため、多種多

様な補助金について見直しなどを行っているところであり、市民の皆さまには大変なご心

配やご苦労をお掛けしているところでもあります。 

そのような状況の中、伊達市国際交流協会が主催する海外派遣事業につきましても、今

後、団体との協議を行いながら、補助金のあり方や参加者の負担額について、検討を行っ

ていかなければならないと認識しております 

「国際交流」は、市の最上位計画である「伊達市第一次総合計画」において、主要な政

策にも捉えておりますので、事業の評価を行い慎重に検討して参りたいと考えております

ので、何卒ご理解をお願いいたします。（平成22年6月2日回答：市民生活部 市民協働課） 

 

●梁川プールの監視員を変えてほしい。監視員は、泳いでいる人全員に目配りする必要が

あるが、監視台を降りて特定の人に水泳指導をしている。何度も改善するよう職員に指導

を求めたが一向に改善されない。 

梁川市民プールをご利用いただきましてありがとうございます。 

  ご指摘いただきました監視員は、平成19年9月より勤務しておりました。監視中に業務の

指示が無いにもかかわらず利用者に泳ぎ方を指導していたので、注意指導を行ってまいり

ました。注意した後は監視業務に専念していましたが、しばらくするとまた指導している

状況が見受けられましたので、その都度厳重に注意指導してまいりました。 

また、遊泳中の禁止行為などの注意喚起の仕方にも問題があったため、利用者の立場に

立った注意をするよう指導も行っておりました。 この監視員は再三にわたる注意を行って

も改善が見られないため、理由を説明し辞めてもらうことにしました。 

  現在、後任の監視員を早急に配置できるように手配を行っておりますので、ご理解を賜

りたいと思います。（平成22年6月23日回答：梁川プール） 

 

●①タバコを吸う人のマナーが悪い。子どもへの被害を減らすため、タバコに対する改善

案を出してほしい。②交通事故の予防として、チャイルドシートやシートベルトを装着せ

ずに子どもを乗せた場合の罰則規定を強化してほしい。 

一点目のタバコを吸う人のマナー及び煙の被害についてお答えします。 

タバコを吸わない人が、知らないうちにタバコの煙を吸わされていることを「受動喫煙」



といいます。タバコの煙には有害な成分が多く含まれているため、空気中にただよってい

る煙を吸うことによって、健康を害してしまいます。伊達市保原保健センターでは、受動

喫煙の害・喫煙のマナーについてのパンフレットを作成し広報しております。また禁煙に

チャレンジするパンフレットも同時に作成し、保健師が随時、説明を行っています。しか

しながら、あくまでもたばこを吸う人のマナーに頼る部分が大きいことから、今後ともPR

に努めていきたいと考えております。 

二点目の交通事故の予防についてお答えします。 

６歳未満の幼児を車に同乗させる場合には、道路交通法の規定によりチャイルドシート

を車に装着し、それに幼児を載せることが義務づけられています。装着しないと行政処分

として1点の減点となります。搭乗者の安全のため、伊達警察署、伊達市交通対策協議会（会

長 伊達市長）、伊達地区交通安全協会と連携して、チャイルドシートの装着についての啓

発を行い、装着率の向上を図ってまいりたいと考えております。 

なお、ペナルティの強化につきましては、交通安全を取り巻く社会情勢に応じて国が道

路交通法を改正していくものと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

（平成22年6月23日回答：市民生活部 環境防災課） 

 

●伊達家ゆかりの地（高子岡城跡、梁川八幡神社、梁川城跡、掛田城跡、保原城跡）をめ

ぐってみたが、いずれも看板・トイレ・駐車場が満足できるものではなかった。市外から

の来訪者が不便を感じないようにしてほしい。 

現在、伊達市内の指定文化財件数は120件（国指定１件・県指定８件・市指定111件）あ

り、この他にも先人から引き継いだたくさんの貴重な文化財が遺されています。 

昨年、ＮＨＫの大河ドラマで「伊達政宗」が取り上げられ、伊達氏の歴史が残る当市に

県内外から歴史愛好者の皆さんが多数訪れるようになりました。 

ご指摘のとおり、合併以前の旧町から引き継いだ指定文化財の「案内板」や「標柱」「説

明板」の設置や改修について、史跡を訪れた方からご意見ご要望を頂戴しておるところで

あり、今後、検討したいと考えておりますのでご理解をお願い申しあげます。 

長年に渡って特に要望が多かった「駒止めの松」（保原町）と「八幡神社」（梁川町）に

ついて、昨年度、駐車場の整備が完了いたしました。「八幡神社」及び「梁川城」は福島県

指定の史跡名勝であるため、史跡の範囲内にトイレなどを設置する場合は景観を損なうこ

とのないように、県の認可を受ける必要があります。今後、県や市観光担当部署と協議を

重ね、トイレなどの設置について方策を検討したいと考えております。 

梁川城は、室町時代の城として県内で唯一「本丸の敷地内に池が配置」された貴重な城

跡で、今年度から国指定（現在は県指定）を視野に入れた発掘調査を実施する予定です。 

今後、梁川城が国指定となった後には「史跡公園」の整備について検討を重ねてまいりた

いと考えております。 

ご意見を参考に、今後も文化財の保護・保存・周知に努めてまいりたいと思います。今



後とも文化財行政について特段のご理解とご協力をよろしくお願い申しあげます。（平成22

年7月5日回答：教育委員会 教育総務課、産業部 商工観光課） 

 

●伊達市の借金総額はどうなっているのか。 

当市では、平成18年1月の合併によって、市長・副市長・教育長が各1名となり、議員の

数も先の選挙から26名となりました。また、職員数も平成18年4月1日の638人から567人（22

年4月1日）となり、71人の減少となったところです。この合併のスケールメリットにより、

その他の各種委員の方々の報酬を含めた人件費は52億9,000円から46億9,800万円となって、

5億9,200万円の減額となりました。 

また、借金の残高ですが、平成17年度末には全体で338億9,600万円だったものが、平成

21年度末には356億9,800万円となり、むしろ増えています。これは、旧町単位にある地域

審議会での答申を受けて策定した新市建設計画に基づいて実施した道路の新設改良、学校

など公共施設の耐震化や改築事業を、合併した市町村が特別に借りられる合併特例債とい

う借金で実施しているためです。 

しかし、昨年度策定した財政シミュレーションでは、平成29年度には317億8,000万円と

なり、合併時に比べて、21億1,600万円の減となります。これは、合併した市町村に地方交

付税が多く交付されたり、合併特例債の活用ができる10年間の特例期間が終了する平成28

年度からは、できる限り借金を少なくして、収入に見合った事業を実施する方針であり、

借入より返済が多くなるため、残高は減少する見込みです。 

ところで、市の借金には、国が後で市の借金の返済額に見合う額を面倒みてくれるもの

があります。この分を差し引いた伊達市の実支払額で比較すると、合併時には213億4百万

円であったものが、平成21年度末には175億6,900万円となり、37億3,500万円の減となり、

その後さらに減少していく見込みです。 

合併特例期間がきれる平成28年度以降は、地方交付税が減額となる見込みであり、この

状況に耐えられるよう、市民の皆様のご協力を得ながら、ご指摘のように借金を減らし、

できる限り借金をしないよう財政の健全化に努め、体質を強化させて財政運営をしていか

なければならないと考えています。（平成22年6月30日回答：財務部 財政課） 

 

●固定資産税納税通知書に、自分の土地にいくら税金がかかっているか記載すべき。「自分

で計算しなさい」では行政サービスが足りない。 

「税納税通知書の課税明細書に資産毎に税額を表記してほしい。」というご要望について

お答えします。 

 現在は、納税義務者ごとに全資産の課税標準額（税額の基礎となる額）を合算して税率

1.4％を掛けて税額を計算し、端数処理をして全資産に対する税額を納税通知書に表記して

います。 

ご指摘にありますように、資産ごとに税額を知りたい場合には、納税義務者の方が課税



明細書を見ながら自分で計算する必要がありました。 

市では、来年度から新しい税システムの導入を行うこととしており、新たなシステムで

は、課税明細書において、ご要望のあった資産毎の税額を表記することとしておりますの

で、よろしくお願いします。 

また、「再送付された課税明細書が色の関係で見づらい。」ということにつきましては、

はじめに送付したものと区別するために文字の色を変えましたが、ご迷惑をおかけしまし

た。（平成22年7月9日回答：財務部 税務課） 

 

●【暮らしの便利帳について】①文字が小さい。②短い期間に何回も作る必要はない。③

古くなったものを回収するなどエコな対策をするべき。 

「伊達市暮らしの便利帳」は、これまで企業が作成していた電話帳に市民が知りたい情

報を掲載し、電話帳と行政情報が１冊にまとまったもので、名前のとおり暮らしに便利な

冊子といたしました。 

作成にあたって、市は企業に対して行政情報を提供し、企業は広告の募集、編集、印刷、

製本を行い、官民共同で発行することといたしました。作成に係る経費につきましては、

広告収入を充てることとし、市からの経費負担はありません。 

初版は平成20年12月で、本年６月に改訂版を発行いたしました。 

一点目の電話帳の掲載文字が小さいというご指摘についてお答えいたします。 

作成に必要な経費の財源である広告収入が、景気の低迷により当初予定していた額より

も少なかったことから、ページ数の削減を行うことになりました。このようなことから電

話帳の部分につきましても、文字を小さくしページ数の削減を行ったと聞いております。 

電話帳の部分につきましては、企業の責任において作成することになっておりますが、今

回の文字は小さくすぎて大変読みにくいことから、次回作成の際には文字の大きさについ

て要望してまいります。 

二点目の改訂版発行までの期間についてお答えいたします。 

当初の計画では、２～３年後に改訂版を発行する予定でおりました。しかし、今年度、

市の組織が大きく変わり、掲載されている業務を担当する部署の変更が大きかったこと、

国や市の制度が変わったこと、企業では電話帳を毎年発行しており、それに合わせた改訂

版発行の提案があり、発行することになりました。 

三点目のリサイクルのための回収についてお答えいたします。 

市では、ＮＴＴの電話帳のように不要になった発行物を、直接ご家庭を訪問して回収す

るようなことは行っておりません。 

しかし、地区毎に定められている古紙回収日に、指定された場所に出していただければ、

リサイクル資源として市が回収いたします。 

今後、「伊達市暮らしの便利帳」作成にあたりましては、市民の知りたい情報を、より見

やすく、よりわかりやすくすることを心がけたいと考えておりますので、ご理解を賜りま



すようお願いいたします。（平成22年8月12日回答：総務企画部 総務課） 

 

●伊達市都市計画審議会委員として頑張りたい。 

この度は、伊達市都市計画審議会委員にご就任いただき、誠にありがとうございます。 

伊達市都市計画審議会は、今後の伊達市の都市計画に関する基本的な内容や、まちづくり

について、広い角度から審議していただき、市民のための都市計画づくりとなるよう、皆

様のご意見を反映させるものであります。 

また、伊達市のまちづくりの将来像として、都市計画マスタープランの理念に基づき、「ほ

のぼの いっぱい 伊達市」とし、ゆとりや美しさ、あたたかみ、といった、こころを重

視する快適で魅力あるほのぼのとした、快適で安心して住めるまちづくりを目指すもので

あります。 

今後とも、貴重なご意見を賜りたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。（平

成22年8月16日回答：建設部 都市計画課） 

 

●書家の故斎藤芳龍の作品を、来年廃校になる泉原小学校の空きスペースを借りて展示で

きないか。 

伊達市唯一の美術館である「伊達市梁川美術館」は、年間を通してたくさんの企画展示

会を開催しております。そのなかで、２階ギャラリーを会場に作品の展示会を開催される

多くの皆様方から同様のお話を伺っております。 

昨年度末、梁川美術館で伊達市出身の画家（故人）の遺作展を開催いたしました。この

遺作展の中で実施した「ギャラリートーク」で、遺族の皆様から「故人の作品を収蔵して

いる美術館を閉館したが、今後この収蔵作品をどのようにすれば良いのか」「このままでは、

これらの美術作品を廃棄せざるを得なくなる」という悩みを伺いました。その話が反響を

呼び、現在も遺族や後援会の皆さんの間で作品の保管方法について検討されているようで

す。さらに、今年の秋に開催した日展の審査員を務める彫刻家の作品展の際にも、今後の

作品の収蔵・保管について悩みを抱えている話を伺いました。 

美術作品の保存は、関係される皆さんが抱える共通の悩みであることは認識しておりま

す。しかし、梁川美術館で収蔵することは部屋の規模が小さいため、皆様の要望にお応え

することはできない状況になっております。 

泉原小学校廃校後の施設の活用については、現段階ではその方針が決定しておりません

ので、残念ながら現状でお役に立てるような提案をすることが出来ません。 

作品活用の方法として、梁川美術館が企画実施している「伊達の芸術家たち」への作品

展示が考えられます。この企画は、伊達市に関係する芸術家の作品や伊達市関連の作品を

展示し、来場者に鑑賞していただくものです。伊達市出身の著名な書家である斎藤芳龍氏

の作品の展示会が実現できれば、美術館としても意義深いものと考えております。 

伊達市内には、公共施設や郵便局・金融機関などで展示スペースを持つ施設があります。



美術館の作品展示をきっかけに、これらの施設を活用した展示会を実施し、多くの皆様が

芳龍先生の作品を鑑賞できる機会をぜひ設けていただきたいと思います。（平成22年12月28

日回答：教育委員会 教育総務課） 

 

●婚活は、障がい者を対象にも行うべき。 

伊達市では、平成22年10月５日に「だてのＤ
で

愛
あい

推進センター」を設置し、伊達市内の独

身男女の結婚活動を支援しています。 

結婚活動は出会いの場を提供しても、参加するか否かは最終的には個人の決断によるも

ので、個人のデリケートな心情部分があり、出会いの場に参加できずなかなか前進しない

という状況があります。 

センターでは、結婚活動の対象となる独身男女がいらっしゃる企業や事業所を会員団体、

また、対象者のためのイベントを実施してくださる団体を協賛団体として募集しており、

現在、会員団体が24団体、協賛団体が５団体登録されています。 

センターでは、協賛団体から提供されたイベントを承認し、会員団体へイベント情報を

提供します。 

 伊達市の婚活支援は、まだ始まったばかりでより良い事業展開を模索しており、今後は

もっと広報活動に力を入れ、健常者も障がいのある方もだれもが参加しやすい事業の実施

を考えてまいります。 

今後ともみなさまのご意見をお聞きしながら事業を進めてまいりますので、よろしくお

願いいたします。（平成23年2月14日回答：総務企画部 企画調整課） 

 

●【光ブロードバンド（インターネット）について】伊達地域でも、満足に回線速度が出

ないところがある。今回の事業の光回線対応地域を増やしてほしい。 

 伊達市地域情報通信基盤整備推進事業についてのご質問についてお答えいたします。 

既にご存知のとおり、今年度、伊達市において地域情報通信基盤整備事業に着手してお

ります。この事業は、市内のブロードバンドゼロ地域（通信速度がおよそ0.8MBPS以下の地

域）の解消を目的とし、その手段として、光ファイバ網による情報通信基盤を整備するも

のです。 

携帯電話やインターネット等の情報通信基盤の整備は、高度情報通信ネットワーク社会

形成基本法（ＩＴ法）により、民間通信事業者が主導的役割を担うことを原則とし、国及

び地方公共団体は公正な競争の促進、規制の見直し等高度情報通信ネットワーク社会の形

成を阻害する要因の解消、その他民間の活力が十分に発揮されるための環境整備等を中心

とした施策を行うものとされています。 

このことから、本事業の整備エリアは、民間通信事業者による整備役割を阻害しないよ

う、採算性や地理的要件等の問題から今後も民間通信事業者が光ファイバ網の整備を行わ

ないとしている地域とし、民間通信事業者の展開するエリアと重複しない範囲としている



ところです。 

当初の目的のとおり、市内のブロードバンドゼロ地域は解消されますが、民間通信事業

者が整備を行うとしている地域において、光インターネットが利用できない一部地域が残

ります。これら地域の早期解消の要望とその対応時期について明示するよう民間通信事業

者に対し申し入れを行い、一部地域のサービス開始時期等の回答を得ましたが、通信事業

者の社内調整にも時間がかかることから、伊達地域の光サービス未提供エリアについては、

「需要動向および投資効率性等を総合的に勘案しながら今後もエリア拡大に努める」とい

う内容であり明確な回答には至りませんでした。 

今後も、民間通信事業者に対して早期整備と具体的な整備計画等の情報提供について粘

り強く要望して参りますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。（平成23年3月7

日回答：総務企画部 企画調整課） 

 

●国勢調査のために、調査区の地図は提供されたが、世帯数の提供がなされないのはなぜ

か。調査員は、調査区内から選任した方が良い。 

国勢調査を実施するにあたり、その調査事務の円滑な進め方についてのご質問でありま

すが、ご存知のとおり、平成22年10月1日を基準とした5年に一度の国勢調査が実施されま

した。また、その調査の実施にあたり、調査員及び指導員の方々に昼夜にわたる多くのご

協力をいただいてきたところであり、深く感謝申し上げます。 

 国勢調査は統計法に基づいて実施されており、その中の国勢調査令により総務大臣が国

勢調査指導員及び調査員を任命することにより調査が実施されました。今回の国勢調査で

は、調査対象世帯を漏れなく正確に把握することが基本となっており、受け持ち地区の住

宅地図を調査員に配布しご利用いただいたところです。また、国勢調査は、現状を把握す

る調査で、市が把握している住民票データに基づいて実施するものではありません。(住民

票はあっても実際には別のところに住んでいるような方は、その地区の調査対象から外す

ことになっております) そのため、調査員の皆様には、各世帯を訪問して調査対象世帯の

ご確認をお願いいたしました。 

 国勢調査世帯名簿閲覧事務取扱要領及び国勢調査区要図閲覧事務取扱要領において、前

回の世帯名簿と調査区要図の閲覧は、「境界確認を行う場合」に限定されております。ご指

摘の件に関しましては、資料として提供することはできませんが、閲覧していただくこと

で対応することができたと思われます。事務局からの説明不足で調査員の方々には大変ご

迷惑をおかけいたしました。  

調査員の選任については、実施方法が変更され、郵送による作業の軽減を基に、国から

の調査員選任の人数が削減されたことにより、地元の事情に精通した方が調査を行うこと

が大変難しくなりました。調査員の皆様には、大変ご労苦をおかけいたしました。 

 現在、５年後の国勢調査に向けて問題点・反省点等を検証しておりますので、次回に向

けて改善していきたいと考えております。今後とも、ご理解とご協力をお願いいたします。



（平成23年3月7日回答：総務企画部 企画調整課） 

 

●これから合併特例債の返還額が多くなってくる。南相馬市にならって伊達市でも事業仕

分けを行ってはどうか。議員報酬、政務調査費を減額してはどうか。 

一点目の事業仕分けについてお答えいたします。 

 国や他の市町村で行われている事業仕分けにつきましては、会議の模様が一般に公開さ

れ、議論の過程が透明化されたことを評価する意見がある反面、仕分け本来の目的である、

当該事業が行政の事業として必要なのか、必要であるならばどこが行うべきものなのかを

議論して整理することが達成されておらず、仕分け作業が予算をカットする手段として使

われたとの指摘もなされているところです。 

 本市では、平成20年度の総合計画策定に併せて行政評価システムを構築し、総合計画に

定めた施策や事務事業について、「成果の向上度、公共関与の妥当性や当該事業の有効性、

公平性」等の視点から客観的に評価・検証し、次年度の事業の企画と実施に反映する「行

政評価」に取り組んでおります。これは事業仕分けの目的である、当該事業がビジョンや

基本方針に合致しているかを区分・整理することに沿うものであり、限られた財源を効果

的・効率的に活用するためには、事業仕分け以上に有効性が高いものと考えております。 

予算の編成におきましても、費用対効果の意識を徹底し、事業の評価結果や優先度を踏

まえ、市民生活の安定、地域の活力維持に配慮して参りたいと考えております。 

 二点目の議員報酬および政務調査費について、議会に現状を確認の上、回答させていた

だきます。 

まず、議員報酬額については、人口規模等類似団体である、南相馬市と白河市（※合併

時に市長以下四役の報酬を決める際の参考とした。）の報酬額を参考に、市長から伊達市特

別職報酬等審議会（平成18年２月開催）に諮問し、その答申を受け議会で決定されたもの

です。 

また、手紙の中では、｢田村市の議員報酬30万円｣とのことでありましたが、田村市の｢議

会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例｣によれば、議長 月額46万３千円、副議長 月

額40万６千円、議員38万５千円となっております。この額は、南相馬市、伊達市とも全く

の同額であります。 

ちなみに、福島県内における市議会議員の議員報酬は、平成21年12月末の統計によれば、

平均で議長51万９千円、副議長46万６千円、議員43万９千円となっております。 

次に、政務調査費に関してでありますが、お手紙の中では、｢南相馬市の議員政務調査費

は年間１人１８万円、伊達市は３６万円｣とありますが、ご指摘のとおりとなっております。 

政務調査費は、平成12年の地方分権一括法の中で、市町村等の地方公共団体の機能や役割

が大きくなる中、議会の活性化と審議能力の強化のために、法制化されたものです。各市

の政務調査費の額が違っておりますのは、政務調査費の詳細は各自治体の条例で定めるこ

とになっているからです。県内の市議会では、政務調査費は本宮市、相馬市では交付して



おりません。他の11市は導入しておりますが、交付額は市の規模により違っております。 

伊達市では、平成22年5月1日より、会派または議員に、議員一人当たり月3万円の政務調

査費を交付しています。昨年5月以降、政務調査費の交付を受けた会派および議員において、

会派報の発行、研修会等の参加、先進地視察等の調査研究に積極的に取り組んでおります。 

いずれの市におきましても、政務調査費は厳正な使途基準による収支報告書の提出が義

務付けられており、不用残の金額は、市に返還することとなりますので、交付された金額

は交付金額の上限となります。 

ご理解を賜りますようお願い申し上げます。（平成23年3月7日回答：総務企画部 企画調

整課、議会事務局） 

 

●市街化調整区域の規制を緩和し、分家住宅の建築を認めてほしい。 

 市街化調整区域（中道地内）の分家住宅についてのご要望ですが、都市計画法に基づく

開発許可制度により福島県から許可を受けなければならない規定となっております。福島

県における分家住宅の基準は、①申請者に関する要件、②土地に関する要件、③本家に関

する要件、④建築物に関する要件の全てを満たすことになっております。 

 お手紙の内容の場合、②の「土地に関する要件」中に、「本家世帯が当該市街化調整区域

決定日（昭和４５年１０月１５日）の前日までに取得し所有している土地」との基準が定

められているため、分家住宅としての許可は残念ながら当該地には該当しないことをご理

解願います。 

 また、都市計画法では「市街化区域」と「市街化調整区域」という都市計画区域を定め

ることとなっており、これらの区域の決定についても都道府県が決定を行うこととなって

いますのでご理解をお願いします。 

 土地建物に関するご要望については、様々な関係法令や基準が定められているのが現

状であり、一概にご希望に添えない場合があります。しかしながら、伊達市における今後

の少子高齢化問題や定住人口の増加策は喫緊の課題の一つと認識しておりますので、当該

地以外にて分家住宅の許可を受けることが可能かどうか、下記の担当までお気軽にご相談

いただきたいと思います。（平成23年3月7日回答：建設部都市計画課） 


