
日時 令和元年９月２日（月）１１：００～

場所 白石市防災センター２階　会議室

１．

２． ９月市議会定例会への提出議案について

定　例　記　者　会　見　資　料

白　石　市

第１２回鬼小十郎まつりの開催について
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令和元年９月定例記者会見資料 

 

「第１２回鬼小十郎まつり」について 

 

担当：総務部企画情報課 

 

■事業の概要 

 総勢およそ１２０名の武者達が戦いを繰り広げる、鬼小十郎まつりのメーンイベントで

ある「大坂夏の陣～道明寺の戦い～」は、二代片倉小十郎重長と真田幸村の激突を再現する。 

白石城本丸広場を舞台に、片倉鉄砲隊の火縄銃、真田忍者隊の演舞、片倉弓隊の射的、そ

して甲冑武者の合戦シーンなど、見どころ満載の一大歴史絵巻が繰り広げられる。 

 

■あらすじ 

 慶長２０年（１６１５年）５月６日、大坂城の南方、道明寺口にて徳川方と豊臣方

が激突。このとき、伊達の先陣片倉重長勢は、後藤又兵衛（ごとう またべえ）、薄

田隼人正（すすきだ はやとのしょう）など、豊臣方の猛将達を次々と破り、重長自

身も「鬼小十郎」と言われるほどの大活躍を見せた。 

 そして、その片倉軍の前に現れたのが、「日本一の兵（ひのもといちのつわもの）」

と言われた真田幸村の軍勢。両軍は大激戦を繰り広げた。 

 片倉・真田の戦をはじめ、各地で激戦が展開されたが、豊臣方は幸村の奮戦もむな

しく破れ、幸村ほか多くの武将達が命を落とし、大坂城も落城する。 

 

■開催日 令和元年１０月５日（土） 

 

■スケジュール 

 １０：００ 火入れ式・開会式 

１０：１５ 榊流大町神楽 

１０：３０ 白石市消防団伝統階子乗り 

１１：００ 居合披露 

１１：１５ 大鷹沢子ども太鼓の会 

１１：３０ ペイントアーティストさとうたけし氏パフォーマンス 

１１：４５ 伊達武将隊 片倉重綱公 参陣  

１３：００ 片倉軍ＶＳ真田軍決戦 大坂夏の陣～道明寺の戦い～ 

 

来場者  ７，０００人（予定） 

  平成２９年度  第１０回  約４，０００人 

  平成３０年度  第１１回  約６，０００人 
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■鬼小十郎まつり関連グッズ 

 ・鬼小十郎まつり扇子 

   限定２００個 １個１，０００円 

 ・オリジナルシリコンバンド ２種（２色） 

   各色限定３００本 １本５００円 

 ・鬼小十郎まつりオリジナルタオル 

   限定３００本 １本１，０００円 

 

■出店コーナー 

 ・地元白石市のおいしいもの、お土産のほか、ゆかりのあるまちによる出店ブース。 

  北海道木古内町やみちのく真田ゆかりの地である、蔵王町・秋田県由利本荘市が出店

します。 

 

■さとうたけし氏パフォーマンス 

  ・白石市に縁のあるペイントアーティストである「さとうたけし」氏によるパフォー

マンスが行われます。ペイントローラーを使い、驚異的な早さで絵を描き上げる様子

は必見です。 

 

■すまｉる広場における関連イベント情報 

 ・ＪＲ東日本様との合同イベントを開催（10:00～12:30） 

  ＪＲ東日本による「わいわい感謝祭」を市内中心部すまｉる広場で開催します。 

   新幹線変形ロボ「シンカリオン」ステージ 

   ミニＳＬ乗車体験 

   その他出演団体によるステージイベント 

 

 ・陸上自衛隊ブース（10:00～16:00） 

  自衛官制服の試着コーナーや自衛隊ゆるきゃらによるＰＲブースの設置 

 

 ・人力車体験（10:30～15:30予定） 

  人力車で市内中心部を周遊できます。 

  料金１台 １，０００円（大人２人まで可） 

 

 ・きもの体験（9:30～16:30） 

すまｉる広場横の特設会場できものの着付けを行い、町中をめぐることができます。 

  料金（簡単なヘアメイク込み） 

  大人 ３，０００円  小人 １，０００円 
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・忍者体験（10:00～16:30） 

すま iるひろばで本物の手裏剣と吹き矢の体験。（お子様用にプラスチック製も用意） 

  料金 ３投２００円 

 

 ・アイドルグループによるライブイベント 

  仙台を中心に活動中のアイドルグループが出演。 

  ステージで歌あり、ダンスありのライブイベントを行います。 

 

・飲食物販コーナー 

  各種店舗による販売が行われます。 

 

 ・鬼小十郎まつり写真展 

  壽丸屋敷にて過去の鬼小十郎まつりの写真を展示します。 

 

■スタンプラリーの実施  （10/3～10/6） 

  市内１１の店舗・施設にて実施。 

  スタンプの数によりオリジナル缶バッチを進呈。 

 

■エキストラ練習会 

 第２回 ９月１４日（土曜日）１０時～１６時 

     １０時～１１時３０分  市役所大会議室にて甲冑着付け練習 

     １２時５０分頃～    白石城にて全体練習 

     １６時頃        終了予定 

 

 第３回 １０月４日（金曜日）１５時～１７時 

     １５時～        白石城にて全体練習 

     １７時頃        終了予定 

  

 ※第１回練習会  ８月３１日（土曜日） 実施済 

 ※第２回・３回練習会における道明寺合戦全体練習での甲冑の着用はありません。 

 ※雨天時の全体練習は白石中学校体育館で実施する予定です。 



第４３７回白石市議会定例会予定表
令和元年９月５日～９月２４日（２０日間）

月 日（時） 曜区 分 摘            要 付 記

９／５

(10:00) 

木本会議
ﾈｯﾄ中継

開   会

諸般の報告（議長）

市行政報告（市長）

会期の決定

第５３号議案・第５４号議案（人事）   説明、質疑、表決

第５５号議案（専決）       説明、質疑、討論、表決

第５６号議案・第５７号議案（決算）  説明、監査意見開陳

第５８号議案～第７４号議案（１７件）        説明

特別委員会の設置について

【質疑通告締め切り（午後５時）】

(付託協議)

各常任委員会

議会運営委員会

９／６ 金休 会

９／７ 土休 会

９／８ 日休 会

９／９

(10:00) 
月
本会議
ﾈｯﾄ中継

第５６号議案・第５７号議案（決算）

     質疑、決算審査特別委員会設置・付託

９／１０

(10:00) 
火
本会議
ﾈｯﾄ中継

第５８号議案～第６８号議案（１１件）

質疑、委員会付託省略、討論、表決

又は質疑、委員会付託

第６９号議案～第７４号議案（６件）

質疑、予算審査特別委員会設置・付託

議会広報委員会委員の選任

【一般質問通告締め切り（午後３時）】

９／１１ 水
休 会
ﾈｯﾄ中継

決算審査特別委員会審査
議会運営委員会
(12:30)

９／１２ 木
休 会
ﾈｯﾄ中継

決算審査特別委員会審査

９／１３ 金
休 会
ﾈｯﾄ中継

予算審査特別委員会審査

９／１４ 土休 会

９／１５ 日休 会

９／１６ 月休 会

９／１７ 火

休 会
ﾈｯﾄ中継

予算審査特別委員会審査 

常任委員会審査

９／１８ 水休 会常任委員会審査

９／１９

(10:00) 
木
本会議
ﾈｯﾄ中継

市政に対する一般質問

９／２０

(10:00) 
金
本会議
ﾈｯﾄ中継

市政に対する一般質問

【討論通告締め切り（正午）】

９／２１ 土休 会

９／２２ 日休 会

９／２３ 月休 会

９／２４

(10:00) 
火
本会議
ﾈｯﾄ中継

第５６号議案・第５７号議案（決算）

委員長報告、質疑、討論、表決

常任委員会付託議案（ 件） 委員長報告、質疑、討論、表決

第６９号議案～第７４号議案（６件）

委員長報告、質疑、討論、表決

議提第 号       説明、質疑、討論、表決

政策企画調整会議委員の選任

議会改革推進会議委員の選任

議員派遣の件

閉   会

※市政に対する一般質問の日程は、質問者数の関係で１日となる場合があります。
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第４３７回白石市議会定例会提出議案件名一覧

番 号 件 名

第５３号議案 教育委員会委員の任命について

第５４号議案 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

第５５号議案 専決処分の承認を求めることについて（専決第８号）
（令和元年度白石市一般会計補正予算）

第５６号議案 平成３０年度白石市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について

第５７号議案 平成３０年度白石市水道事業会計及び下水道事業会計決算の認定につ
いて

第５８号議案 損害賠償に関する和解について

第５９号議案 白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

第６０号議案 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例

第６１号議案 白石市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

第６２号議案 白石市企業立地促進条例の一部を改正する条例

第６３号議案 白石市材木岩公園等設置条例の一部を改正する条例

第６４号議案 白石市水道給水条例の一部を改正する条例

第６５号議案 白石市幼稚園設置条例の一部を改正する条例

第６６号議案 白石市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める
条例の一部を改正する条例

第６７号議案 白石市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の
一部を改正する条例

第６８号議案 白石市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する条例

第６９号議案 令和元年度白石市一般会計補正予算（第４号）

第７０号議案 令和元年度白石市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

第７１号議案 令和元年度白石市介護保険特別会計補正予算（第２号）
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第７２号議案 令和元年度白石市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

第７３号議案 令和元年度白石市水道事業会計補正予算（第２号）

第７４号議案 令和元年度白石市下水道事業会計補正予算（第１号）



担当：総務部財政課

（単位：千円）

補正前の額 補　正　額 総　　　額

14,441,500 516,714 14,958,214

国 民 健 康 保 険 3,952,320 △ 6,773 3,945,547

介 護 保 険 3,692,473 234,890 3,927,363

後 期 高 齢 者 医 療 410,364 22,772 433,136

計 8,055,157 250,889 8,306,046

22,496,657 767,603 23,264,260

企業会計 （単位：千円）

補正前の額 補　正　額 総　　　額

1,370,720 63,435 1,434,155

1,992,646 2,140 1,994,786

※企業会計は、収益的支出＋資本的支出

９月補正の主な事業及び金額

一般会計・特別会計 （単位：千円）

金　　　額

178,900

2,586

38,127

19,575

1,400

1,000

9,586

572

幼児教育・保育の無償化

会　　計　　名

事 業 名 等

プレミアム付商品券事業

台南和風文化祭出展事業

保育所等整備事業

福岡小学校放課後児童クラブ クラブ室増設事業

子育て支援・多世代交流複合施設改修事業

地域福祉計画等の策定について

運転技能向上トレーニング・アプリの導入について

　令和元年度９月一般会計補正予算額は５億１，６７１万４千円で、累計では１４９億

５，８２１万４千円となります。

　今回の補正予算は、プレミアム付商品券事業をはじめ、幼児教育・無償化事業、保育

所等整備事業のほか、事業費の追加が必要なものなどを中心に予算を計上しておりま

す。

　なお、主な事業の詳細は、別紙１～８のとおりです。

合　　　　　　計

下 水 道 事 業 会 計

令和元年度　９月補正予算概要

会　　計　　名

　　　　　一　般　会　計

特

別

会

計

水 道 事 業 会 計

- 7 -



- 8 -

［別紙１］
令和元年９月議会 記者会見資料

令和元年度９月補正予算関係

プレミアム付商品券事業

担当：総務部地方創生対策室

本事業は、消費税・地方消費税率引き上げが低所得者・子育て世帯の消費に与

える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、国の

財政支援を受けながら低所得者･子育て世帯主向けのプレミアム付商品券の発行

・販売等の事業を行うものです

本市においては、当初予算の平成３１年２月補正として予算計上し、商品券の

発行から取扱事業者の募集、販売、換金までを、復興・地方創生事業として割増

商品券事業を実施した実績のある白石商工会議所を事業主体とする補助事業によ

り実施することを想定しておりましたが、同会議所での対応が難しいことから、

市を事業主体として業務委託を図りながら事業を実施することとなりました。

したがいまして、現時点の想定対象者数を勘案しながら、これまでプレミアム

付与分として計上していた「補助金」を、「換金業務手数料」及び「商品券元金

相当額」と合わせて、「換金業務委託料」として組み替え計上するものです。

[歳入] 国庫支出金

プレミアム付商品券事業費補助金 １，３８０千円

諸 収 入

プレミアム付商品券販売収入 １７７，５２０千円

合計 １７８，９００千円

[歳出] ２款総務費 １項総務管理費 ３１目プレミアム付商品券事業費

２事業 プレミアム付き商品券事業

３節 職員手当等 ８９５千円

１１節 需用費 ３０９千円

１２節 役務費 △６，８４１千円

１３節 委託料 ２２８，３２８千円

１４節 使用料及び賃借料 △７９１千円

１９節 負担金補助及び交付金 △４３，０００千円

合計 １７８，９００千円

【債務負担行為】

・事 項 プレミアム付商品券換金業務委託料

・期 間 令和２年度

・限度額 ６８，７６７千円
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［別紙２］
令和元年９月議会 記者会見資料

令和元年度９月補正予算関係

台南和風文化祭出展事業

担当：市民経済部商工観光課

本市は現在、国の観光政策と連動し２０２０年の東京オリンピック・パラリン

ピック開催に向けて、訪日外国人観光客の誘客に取り組んでいるところです。

また、白石和紙は、本市の伝統産業でありながら、唯一の和紙工房が生産を終

了したため、白石伝統の技法を受け継いだ市民団体の支援を行い、伝統工芸品「白

石和紙」の継承に力を注いでいるところでもあります。

本事業は、台湾台南市で開催される和風文化祭に出展し、観光プロモーション

と伝統工芸品の紹介を行い、観光と伝統工芸品の振興を図ることを目的とします。

○事業概要

台南和風文化祭への出展

・展覧会 令和元年１０月１２日（土曜日）から１２月２２日（日曜日）まで

・開幕イベント 令和元年１０月１２（土曜日）・１３日（日曜日）

白石和紙および紙子の展示による日本文化の発信

白石和紙を使用した団扇等製作によるワークショップ

白石和紙を使用した行灯等の展示による実用品としての紹介

戦国武将の演舞による日本文化の紹介

甲冑試着体験による日本文化の体験

弥治郎系こけしの展示

・派遣期間 令和元年１０月９日（水曜日）から１５日（火曜日）まで７日間

・派遣人員 ４名

[歳入] 県支出金

宮城県市町村振興総合補助金 １，２９２千円

[歳出] ７款 商工費 １項 商工費 ４目 観光費

４事業 観光振興事業

１３節 委託料 ２，５８６千円

合計 ２，５８６千円
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［別紙３］
令和元年９月議会 記者会見資料

令和元年度９月補正予算関係

幼児教育・保育の無償化

担当：保健福祉部子ども家庭課

教育委員会学校管理課

幼児教育・保育の無償化（以下「無償化」）は、子育ての経済負担を軽減する

ために、消費税引き上げ時期の令和元年10月１日から国の施策として実施される

ものです。

無償化に係る費用には市の負担も生じ、これは令和元年度に限り原則国の臨時

交付金で措置されます。令和２年度からは、市負担相当額について、地方消費税

交付金や地方交付税で措置されることとなっているものの、補助金などの明確に

見える形のものではなく、実質的には市の負担が発生することが見込まれます。

しかし、無償化による子育て世帯の経済的負担軽減の一部を担うことで、少子化

のなかでも子どもが健やかにたくましく育っていくための環境づくりを後押し

し、子育て支援を推進していきます。

１ 対象者

(1) ３～５歳児の子ども

(2) 市民税非課税世帯の０～２歳児で、保育の必要性がある子ども

２ 対象施設・事業等の種類

幼稚園、保育園、認可外保育施設、幼稚園の預かり保育、一時預かり事業、

ファミリー・サポート・センター、障害児発達支援など

３ 無償化の内容

給食、行事、送迎などの費用を除いた基本的な保育料・利用料が無料。

ただし、一部幼稚園の保育料、幼稚園の預かり保育、認可外保育施設、一時

預かり事業、ファミリー・サポート・センターは上限あり。
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[歳入] 地方特例交付金

子ども・子育て支援臨時交付金 ３５，９８６千円

分担金及び負担金

保育園保育料 △３８，０５３千円

使用料及び手数料

幼稚園保育料 △４，３２０千円

国庫支出金

子どものための教育・保育給付費負担金 ５，６６０千円

子育てのための施設等利用給付交付金 １８，４２８千円

県支出金

子どものための教育・保育給付費負担金 ２，８３０千円

子育てのための施設等利用給付交付金 ９，２１３千円

諸収入

幼児教育・保育無償化給食費収入 ３，２１３千円

[歳出] ３款 民生費 ２項 児童福祉費 １目 児童福祉総務費

７事業 幼児教育・保育無償化事業

１９節 負担金補助及び交付金

認可外保育施設利用給付金 ３，３７０千円

一時預かり施設利用給付金 ９０８千円

ファミリーサポートセンター利用給付金 ２０９千円

合計 ４，４８７千円

３款 民生費 ２項 児童福祉費 ２目 児童措置費

１８事業 私立認可保育園等運営費

１９節 負担金補助及び交付金

施設型給付費 １，３７７千円

１０款 教育費 ４項 幼稚園費 １目 幼稚園費

６事業 幼児教育・保育無償化事業

１９節 負担金補助及び交付金

私立幼稚園施設利用給付金 ２５，４１５千円

幼稚園預かり保育利用給付金 ６，８４８千円

合計 ３２，２６３千円
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［別紙４］
令和元年９月議会 記者会見資料

令和元年度９月補正予算関係

保育所等整備事業

担当：保健福祉部子ども家庭課

深谷保育園については、安全で快適な保育環境を確保し、待機児童の解消や多

様化する保育ニーズに対応するため「白石市立保育園の民営化方針」に基づき、

民設民営による整備を行おうとするものです。

保育園の設置・運営事業者については公募とし、学識経験者、保護者等を委員

とする「白石市民間保育園設置運営事業者選考委員会」において、事業者の選定

を行った結果、学校法人 曽根学園が選定されました。

本市では、深谷保育園にかわる民間保育園の整備を支援し、令和３年４月の開

園に向け、定員を５０名から９０名に拡大し、待機児童の解消と市民が安心して

子どもを生み育て、心やすらかに暮らせるまちづくりを推進するものです。

○新保育園の概要

１ 名 称 （仮称）深谷保育園

２ 事 業 者 学校法人 曽根学園 理事長 滝上 島雄

仙台市青葉区木町通二丁目３番３９号

３ 設 置 場 所 白石市福岡深谷字青木２９他

４ 用 地 面 積 ４，０６７㎡

５ 定 員 計 画 ９０人（０歳児保育実施）

６ 開園予定日 令和３年４月１日

[歳入] 国庫支出金

保育所等整備交付金 １７，４００千円

[歳出] ３款 民生費 ２項 児童福祉費 ４目 保育園費

２事業 保育園運営事業

１９節 負担金補助及び交付金 １９，５７５千円
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［別紙５］
令和元年９月議会 記者会見資料

令和元年度９月補正予算関係

福岡小学校放課後児童クラブ クラブ室増設事業

担当：保健福祉部子ども家庭課

福岡放課後児童クラブは、福岡地区民の会の運営により、平成２６年４月に福

岡小学校の余裕スペースを活用して開設しました。平成２９年４月に施設を増設

し２クラブ室で運営を行ってまいりましたが、就労率の向上や核家族の増加等に

より定員を超える児童が利用していることに加え、今後も利用児童の増加が見込

まれることから福岡小学校の余裕スペースを活用してクラブ室の増設を行い、令

和２年４月から３クラブ室、定員１１０名とし、児童の健全育成を図ります。

[歳入] 国庫支出金

子ども・子育て支援交付金 ４６６千円

県支出金

子ども・子育て支援交付金 ４６６千円

[歳出] ３款 民生費 ２項 児童福祉費 ５目 児童館費

３事業 放課後児童健全育成事業

１５節 工事請負費 １，４００千円
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［別紙６］
令和元年９月議会 記者会見資料

令和元年度９月補正予算関係

子育て支援・多世代交流複合施設改修事業

担当：保健福祉部子ども家庭課

子育て支援・多世代交流複合施設「こじゅうろうキッズランド」は、吹き抜け

空間にそびえ立つ大型遊具をはじめとする様々な遊具、子どもの本専門店店主の

監修による選りすぐりの絵本、施設内に著名な絵本作家の方々が「ライブペイン

ティング」により描いた壁画など多くの方々にご満足いただけるような創意工夫

により、オープンから１年間で９万７千人もの方々にご利用いただき、市内外か

ら多くの子ども連れの方が訪れて白石市に賑わいをもたらしています。

設置をいたしますウッドデッキの場所は、１階の玄関を入って右側にあります

交流スペース「わいわいサロン」に隣接する屋外の「こもれびテラス」を予定し

ております。

この場所は、現在白石市を盛り上げていく熱い想いをもった市民グループ

「 面白石 の会」の協力により、周囲を花いっぱいのプランターで囲っておりま
おもしろいし

す。また、今回のウッドデッキ設置は、白石市アンバサダー森川智之さんから
としゆき

いただいた寄付金を活用するもので、交流スペースと一体的な利用となることに

より、こじゅうろうキッズランドを利用する皆さんの笑顔があふれ、子どもを中

心に、パパ、ママ、おじいちゃん、おばあちゃんなど多世代の交流の輪が広がる

空間となり、更なる賑わいがもたらされる施設づくりに努めます。

[歳出] ３款 民生費 ２項 児童福祉費

８目 子育て支援・多世代交流複合施設費

３事業 子育て支援・多世代交流複合施設運営事業

１５節 工事請負費

子育て支援・多世代交流複合施設改修工事 １，０００千円
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［別紙７］
令和元年９月議会 記者会見資料
令和元年度９月補正予算関係

地域福祉計画等の策定について

担当：保健福祉部福祉課（地域福祉、障害）
：保健福祉部長寿課（高齢・介護保険）

令和３年度を初年度とする第六次白石市総合計画の始期に合わせ、「地域福祉

計画」、「第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画」及び「高齢者福祉計画

・第８期介護保険事業計画」を策定します。

「地域福祉計画」は、福祉の各分野における共通事項を定める「上位計画」と

して位置づけられており、本市総合計画における基本理念や基本目標、施策の方

向性を踏まえ、令和３年度から令和７年度までの５年間の計画として、地域福祉

を構成する地域住民や社会福祉協議会など関係団体との連携体制の確保や協働の

仕組みづくりを推進して地域共生社会実現のために策定するものです。

また、「第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画」は、現在の「第５期障

害福祉計画・第１期障害児福祉計画」が令和２年度末で終了することから、国の

障がい者施策の動向を踏まえ、令和３年度を始期とする３カ年の計画を策定する

ものです。

さらに、「高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」は、現在の「高齢者福

祉計画・第７期介護保険事業計画」が令和２年度末で終了することから、国の高

齢者福祉施策及び介護保険施策の動向を踏まえて、令和３年度を始期とする３カ

年の計画を策定するものです。

○計画概要
第六次白石市総合計画

↓

地域福祉計画 ・地域防災計画

（共通理念・分野横断的施策を定める） ・健康プラン２１

（社会福祉法第 107 条） ・自死対策計画 など

＜障害者福祉＞ ＜高齢者福祉＞ ＜児童福祉＞

・障害者計画 ・高齢者福祉計画 ・子ども・子育て支援

・障害福祉計画 ・介護保険事業計画 事業計画

・障害児福祉計画 （老人福祉法第２０条の８）（子ども子育て支援法第６１条）

（障害者基本法第７条の２） （介護保険法第１１７条） （次世代育成支援対策推進法第８条）

（障害者総合支援法第８８条）

（児童福祉法第３３条の２０） ※網掛け部分が今回策定するもの
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「地域福祉計画策定業務」

[歳出] 一般会計

３款 民生費

１項 社会福祉費

１目 社会福祉総務費

２事業 一般管理的経費

１３節 委託料 ３，２３３千円

【債務負担行為】

・事 項 地域福祉計画策定業務委託料

・期 間 令和２年度まで

・限度額 ３，５１９千円

「第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画策定業務」

[歳出] 一般会計

３款 民生費

１項 社会福祉費

１６目 障害者総合支援費

２事業 一般管理的経費

１３節 委託料 ２，３０２千円

【債務負担行為】

・事 項 第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画策定業務委託料

・期 間 令和２年度まで

・限度額 ２，７４１千円

「高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画策定業務」

[歳出] 一般会計

３款 民生費

１項 社会福祉費

４目 長寿福祉費

４４事業 高齢者福祉計画策定事業

１３節 委託料 ４，０５１千円

【債務負担行為】

・事 項 高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画策定業務委託料

・期 間 令和２年度まで

・限度額 ４，７４６千円
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［別紙８］
令和元年９月議会 記者会見資料

令和元年度９月補正予算関係

運転技能向上トレーニング・アプリ導入について

担当：保健福祉部地域包括支援センター

高齢者のさまざまな集いの場に、運転技能向上・トレーニングアプリを導入し、利用

していただくものです。

本アプリは、東北大学加齢医学研究所（所長 川島隆太教授）と株式会社仙台放送と

が共同開発したものであり、株式会社仙台放送を通じてご紹介をいただきました。

本アプリの利用効果については、自動車運転技術、認知力（処理速度と抑制能力）、

そしてポジティブ気分（活力）が向上することが証明されております。

そのため本市では、集いの場の参加者である高齢者に、本アプリの利用をしていただ

くことで、交通事故防止の推進を図るものです。

○事業概要：高齢者ドライバーへの運転技能向上トレーニング・アプリ導入

毎週火曜日に開催しているオレンジカフェ（認知症カフェ）においては、認知症や

その予防について関心のある方々に集まっていただき、認知症の相談などを行ってい

ます。

その中には、運転に不安を覚える方もいらっしゃることから、運転技能向上トレー

ニング・アプリを導入し、自己の運転技術や認知力の把握や向上を図り、不安の解消

につなげていくものです。

[歳入] 介護保険特別会計

国庫支出金（地域支援事業交付金） １４３千円

支払基金交付金（地域支援事業交付金） １５４千円

県支出金（地域支援事業交付金） ７１千円

繰入金（地域支援事業交付金） ７１千円

合計 ４３９千円

[歳出] 介護保険特別会計

３款 地域支援事業費 ２項 一般介護予防事業費

１目 一般介護予防事業費

２事業 一般介護予防事業費

１４節 使用料及び賃借料 ５７２千円
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