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平成 23 年度当初予算のポイント 
 

 
 
◎平成 23 年度当初予算規模：268 億 9,250 万円（17 億 3,114 万円 6.9％増） 

 
 
① （重点・新規）認定子ども園設置検討事業             5,970 万円 

就学前の子どもに教育・保育・子育て支援を一体的に提供する施設として上
保原地区に認定こども園を設置するため、用地の取得と造成工事を行います。 
② （新規）放課後児童クラブ建設事業          1 億 9,600 万円 

児童が心豊かで健やかに育まれる環境を整備するため、新保原小学校敷地内
に放課後児童クラブ棟を建設します。 
③ （新規）梁川小学校改築事業                950 万円 

梁川小学校の施設等を検討する委員会を設置し、改築事業の基本計画を策定
します。 
 
 

①「果物大国・野菜王国」宣言伊達ブランド化事業         2,024 万円 
市の農産物のブランド化を推進するため、「果物王国・野菜王国」宣言や野菜

パティシエによる商品開発に取り組み、首都圏の消費者への販路拡大や農産物
の消費拡大を目指します。 

②（新規）鳥獣害対策事業                     3,816 万円 
有害鳥獣被害防止対策を強化するため、イノシシ公社（仮称）を設立し、電

気柵設置等に対する支援を行うとともに、食肉の有効利用を図るための調査研
究を進めます。 

 
 
①（新規）健幸都市整備事業                    1,502 万円 

健幸都市宣言等によって「健幸都市」の実現に向けた市民啓発を実施します。
また、「健幸都市」基本構想の策定と歩きたくなるまちモデル地区形成計画策定
のための基礎調査を行います。 

②（重点・新規）ワクチン接種事業               1 億 1,690 万円 
疾病予防対策を充実するため、子宮頸がん、ヒブ及び小児肺炎球菌ワクチン

接種事業を行います。 
 

 
 

①（新規）太陽光発電システム設置助成事業            600 万円 
地球温暖化防止対策の一環として、住宅用太陽光発電システムを設置する者

に対してその経費の一部（１kw 当り３万円・最大 12 万円）を助成して環境にや
さしいエネルギーの利用を支援します。 

② 道路新設改良合併特例債事業               7 億 945 万円 
新市建設計画に基づく市道と都市計画道路の道路新設改良事業、排水路新設

事業を実施します。 
 
 

①生き活き集落づくり事業                    6,305万円 
少子高齢化や過疎化の進行により地域力が低下している過疎・中山間地域の

集落の活性化を図るため、地域おこし支援員 14 名を増員・配置します。 
②（新規）ケーブルテレビネット配信事業              426 万円 

ケーブルテレビの自主放送番組「週間こんにちはだて」と市議会中継映像を
インターネットにより配信します。 

伊達市経営に関する説明会資料 

Ⅰ 未来を担う子どもたちが健やかに成長するまちを目指す「人づくり」 

Ⅱ 喜びをもって働くまちを目指す「活力づくり」

Ⅲ 健康で心豊かに暮らせるまちを目指す「安心安全づくり」 

Ⅳ 田園や里山に抱かれたのどかさと都市的な利便性を兼ね備えた 

環境のまちを目指す「生活基盤づくり」

Ⅴ 人とひとのつながりを育むあたかかいまちを目指す「地域自治づくり」 



平成 23 年度補正予算の概要 
 
 

東日本大震災に係る災害復旧経費、避難者対応経費、福島第一原子力発電所事

故に伴う放射能対策経費について補正を行いました。 

 

 

1 一般会計歳入歳出予算の補正 

補正額 73,200 万円 

 

2 主な事業内容 

① 災害救助関係                     5,449 万円 

・避難所経費（燃料費・食料費等）、がれき収集運搬委託等 

② 災害国庫補助・起債事業関係                      34,809 万円 

・市道の路面・法面崩落、亀裂などの修復       139 件 

・林道やため池遊歩道の亀裂、ヘリポートの法面修復 

農業施設の修復                  54 件 

・校舎、屋内体育館などの修繕  18 件 

③ 公共施設修繕費                           7,817 万円 

・保原本庁舎（建物損傷・駐車場街灯などの修繕）、月舘総合支所（建物

修繕）、梁川福祉会館（空調設備改修など）、保原保健センター（建物修

繕）、シルバーワークプラザ（建物修繕）、指定管理者施設（こどもの村・

紅彩館・つきだて花工房修繕・調査設計委託料） 

④ 学校教育・こども関係経費 

・児童送迎、就学援助経費（スクールバス委託料、 

学用品・給食経費） 

7,242 万円 

・幼稚園、保育所（建物修繕等）、放課後児童クラブ、 

児童館（建物修繕、施設賃借料等） 

1,023 万円 

 

 

 

１ 一般会計歳入歳出予算の補正 

補正額   100,355 万円 

 

２ 主な事業内容 

① 学校施設等表土除去 39,676 万円 

・放射線量低減措置として、校地内の表土、側溝、砂場の砂を除去します。 

例：小学校、中学校、幼稚園、保育園、放課後児童クラブなど 

② 学校施設等除染 257 万円 

・保護者の協力を得て、施設の除染をするための用具を整備します。 

例：高圧洗浄機、デッキブラシ、ワイパーなど 

③ 空調設備設置 59,540 万円 

・子供が受ける放射線量を可能な限り低減させるため、教室等にエアコン 

を設置します。 

例：小学校、中学校、幼稚園、保育園など 

④ 線量計の購入 882 万円 

・原発事故が収束するまで、定期的なモニタリングを行うための線量計を購入

します。 

例：小学校、中学校、幼稚園、保育園など 

■一般会計補正予算（第１号） 

■一般会計補正予算（第２号）



 

 

１ 一般会計歳入歳出予算の補正 

補正額   53,084 万円 

２ 主な事業内容 

(1) 震災に係る災害復旧事業 46,747 万円 

① 阿武隈急行支援事業 2,715 万円 

・東日本大震災により被害を受けた阿武隈急行㈱に対し、補助金を交付しま

す。 

② 公共施設、文化財等復旧事業 29,174 万円 

・東日本大震災により被害を受けた集会所、公共施設や福島県指定文化財「旧

亀岡邸」などの緊急修繕経費に対して、補助金を交付します。 

 

(2) 原子力災害対策事業 7,810 万円 

① 伊達市農産物応援プロジェクト事業 1,759 万円 

・農業振興諸費 1,439 万円）、（観光物産振興事業費 320 万円） 

・原発事故による原子力災害対策として、観光・農産物 PR キャンペーン事業

（がんばっぺ伊達市物産展、伊達市応援隊［サポーター］事業、果物・野

菜のスイーツ商品開発事業）、放射性物質分析機器購入事業（農産物診断事

業）を実施します。 

② 健康対策経費  3,071 万円 

1）積算放射線量測定委託費 2,400 万円 

・市内の児童・生徒などに線量計を配布し、積算放射線量の測定により安全

であることを確認します。 

2）市内放射線測定経費 571 万円 

・市民に対してより詳細な放射線量情報を提供するため、モニタリング体制

を強化します。 

3）放射線アドバイザー（健康対策）委嘱経費 100 万円 

・原子力災害に係る市民の健康管理のため、専門知識を有するアドバイザー

を委嘱します。 

③ 除染・土壌対策経費  300 万円 

1）放射線アドバイザー委嘱経費 200 万円 

・原子力災害に係る除染・土壌対策を進めるため、専門知識を有するアドバ

イザーを委嘱します。 

2）除染・土壌対策に係る消耗品費 100 万円 

・ゼオライト・ポリイオン溶液等除染・土壌対策に必要な消耗品など 

 

 

１ 歳入歳出予算の補正 

(1) 補正額                       106,815 万円 

 

２ 主な事業内容 

(1)  災害復旧事業                      59,631 万円 

①� 梁川小学校仮設校舎整備                     29,928 万円 

   震災による梁川小学校の改修工事にあたり、児童が安全に、安心して学校

生活を送ることができる環境を整えるため、仮設校舎を整備します。 

②  被災家屋解体処理支援事業                    28,158 万円 

   半壊以上の判定を受けた家屋・事務所等の解体及びそれに伴う運搬・処分を

支援するものです。（見込件数 200 棟） 

■一般会計補正予算（第３号） 

■一般会計補正予算（第４号）



③  被災住宅応急修理支援事業（災害救助法）             520 万円 

   半壊以上の罹災住宅の修繕に関して、災害救助法による住宅応急修理を 

52 万円を限度として支援します。 

④  太陽光発電システム補助金                     576 万円 

   住宅用太陽光発電システム設置に係る追加助成。（現予算額 600 万円） 

 

(2)  特定避難勧奨地点支援事業                    2,067 万円 

①�  避難者用住宅整備事業                      2,067 万円 

   避難される住民の方々に提供する住宅にエアコン等を整備します。 

 

(3)  放射能健康管理対策事業                    6,341 万円 

①  児童等積算線量測定                       3,900 万円 

放射腺に係る不安を解消するため、乳幼児・児童・生徒・妊産婦及び特定避

難勧奨地点の住民を対象に、日常生活の積算放射線量を測定し、安全を確認す

る。 

②  心の健康対策講座                         245 万円 

   子どもたちへの心のケア対策のため、学校教職員の研修や臨床心理士の健康

対策講座などを開催します。 

③  伊達の子ども夏の自然体験                         2,196 万円 

    震災において、子どもたちが活動できる環境が少なくなっている中で、 

夏休みを利用して自然体験学習や交流体験活動を実施します。 

     

(4)  放射能除染対策事業                         39,450 万円 

①  除染プロジェクト実証実験                    11,000 万円 

   学校・通学路・住宅・農地を除染することにより、除染の効果を把握し伊達

市除染計画を策定するための実証実験を行います。 

②  町内会除染活動支援補助金               4,500 万円 

   町内会で実施する除染活動に対して、県補助金を財源として 1 団体あたり

50 万円を交付します。また、住宅の除染対策として資材等の提供を行います。 

(5)  学校等表土除去                          23,600 万円 

 放射線量を低減させるための措置として、校地内の表土、側溝、砂場の砂等

を除去する費用を追加しました。（現予算額 39,675 万円）       

 

  

１ 公共下水道特別会計予算の補正 

  補正額                                 38,270 万円 

 

２ 災害国庫補助・起債                            38,270 万円 

・公共土木施設 

下水道管、マンホール修復、調査設計委託など 

 

■公共下水道特別会計補正予算（第１号）
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