
記 者 会 見 

 

日時：平成26年２月28日（金）14時 

場所：伊達市役所２階 委員会室１ 

 

１ 平成26年第２回伊達市議会定例会について 

（１）招 集 日  平成26年３月５日（水） 

（２）提出案件   39件（専決処分の承認１件、条例制定２件、条例改正３件、条

例廃止１件、補正予算７件、当初予算22件、その他３件） 

①提出議案の概要について 資料１（総務部総務課） 

②平成25年度３月補正予算の概要について 資料２（財務部財政課） 

 

２ 平成26年度当初予算のポイントについて 資料３（財務部財政課） 

 

 

 

３ 生活圏除染業務の進捗について 資料４（市民生活部放射能対策課） 

 

 

 

４ 上保原屋内運動場の建設について 資料５（こども部こども支援課） 

 



平成26年第２回伊達市議会定例会提出議案概要 

 

提出案件39件【専決処分の承認１件 条例制定２件 条例改正３件 条例廃止１件  

補正予算７件 当初予算22件 その他３件】 

 

１．専決処分の承認（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第１号 

専決処分の承認を求めることについて  

（主な内容） 

平成 25 年度伊達市一般会計補正予算（第５号）について、地方自治法

第 179 条第１項の規定により専決処分したので、これを報告し、承認を求

めるもの 

(1)専決処分日 平成 26 年 2 月 12 日 

(2)歳出 放課後児童クラブ建設事業 17,919 千円 

財政調整基金積立金△919 千円 

(3)歳入 市債 17,000 千円 

(4)補正総額 17,000 千円 

（根拠法令） 

地方自治法第 179 条第３項 

財務部 

財政課 

 

２．条例制定（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第２号 

伊達市まちなかサロン条例の制定について 

（制定趣旨） 

市民相互の交流と憩いの場、かつ、歩いて暮らせるまちづくりの場を

提供し、まちなかの賑わい創出等に寄与するため、伊達市まちなかサロ

ンの設置に関し、必要な事項を定めるため新たに条例を制定するもの 

（主な内容） 

(1)名称 掛田まちなかサロン 

(2)位置 伊達市霊山町掛田字中町 10 番地１ 

（根拠法令） 

地方自治法 244 条の２第１項 

市長直轄 

健幸都市推

進室 

議案第３号 

伊達市生活用水供給条例の制定について 

（制定趣旨） 

水道未普及地域における住民福祉の増進を図るため、生活用水の供給に

関し、必要な事項を定めるため新たに条例を制定するもの 

（主な内容） 

(1)給水対象者  水道未普及地域における市民 

(2)料      金  １㎥あたり 500 円 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

上下水道部

水道総務課

資料１ 
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３．条例改正（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第４号 

伊達市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

社会教育指導員条例の廃止及び子ども・子育て会議委員の追加に伴い、

条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

(1)社会教育指導員を削除するもの 

(2)子ども・子育て会議委員に、大学教授たる委員と医師たる委員を加える 

もの 

 （根拠法令） 

 地方自治法第 96 条第１項 

総務部 

総務課 

議案第５号 

伊達市伊達福祉センター条例の全部改正について 

（改正趣旨） 

伊達市伊達福祉センター及び伊達市伊達老人福祉センターの改修に伴

い、伊達市伊達福祉センター条例の全部を改正し、伊達市老人福祉センタ

ー条例を廃止するもの 

（改正の主な内容） 

(1)利用者の範囲、使用料等の規定の改正 

(2)指定管理者制度導入にかかる所要の改正 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

伊達総合支

所 

議案第６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） 

児童扶養手当施行令の改正に伴い,ひとり親等家庭医療費の受給資格者

の範囲を拡大するため、条例の一部を改正するもの 

（改正の主な内容） 

父又は母が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」

の規定による保護命令を受けた児童を監護する家庭を医療費の助成対象に

追加する改正 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

こども部 

こども支援

課 
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４．条例廃止（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第７号 

伊達市社会教育指導員条例を廃止する条例について 

（廃止趣旨） 

生涯学習の推進を図るため、平成 26 年４月から新たに生涯学習指導員を

配置することに伴い、社会教育指導員を廃止するもの 

（根拠法令） 

地方自治法第 96 条第１項 

教育部 

教育総務課

 

５．補正予算（7件） 

番 号 件 名 及 び 内 容    担 当 課

議案第８号 

平成25年度伊達市一般会計補正予算（第６号） 

 歳出 放射能対策事業△5,457,314千円、その他市債繰上償還・整理予算

等△860,064千円 

 歳入 市税3,000千円、地方交付税10,225千円、分担金及び負担金456千

円、使用料及び手数料△4,612千円、国庫支出金△110,628千円、県

支出金△5,541,940千円、財産収入9,548千円、寄付金2,519千円、繰

入金△416,767千円、諸収入27,221千円、市債△296,400千円 

 補正総額 △6,317,378千円 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第９号 

平成25年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 歳入は、保険給付費の増額補正及び災害臨時特例補助金等の確定による

国庫支出金の増額、国庫補助金の交付額確定による一般会計繰入金の減額、

共同事業交付金の交付額確定による減額補正 

歳出は、保険給付費の支出見込額の精査による増額、共同事業交付金の

確定による拠出金の減額、疾病予防費の支払見込額精査による増額、返還

金は高齢者医療制度円滑事業・療養給付等負担金の追加返還分による増額

補正 

歳出 保険給付費1,744千円、共同事業拠出金△8,626千円、保健事業費 

1,338千円、国保財政調整基金積立金118千円、返還金2,297千円 

歳入  国庫支出金8,766千円、県支出金△653千円、共同事業交付金 

△9,688千円、基金利子119千円、繰入金△1,673千円 

補正総額 △3,129千円  

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

健康福祉部

国保年金課

議案第10号 

平成25年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 後期高齢医療保険料の調定額や収納額の精査により「保険料納付金」や

「保険基盤安定負担金」など広域連合への納付に必要な額の補正 

 歳出 広域連合納付金1,626千円 

歳入 保険料3,732千円 一般会計繰入金△2,185千円 

 補正総額 1,626千円 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

健康福祉部

国保年金課
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議案第11号 

平成25年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 歳入は、国庫支出金、県負担金、支払基金交付金の内示額による減額補

正。特別徴収対象者増加による保険料の増額補正。介護給付費支出減額等

による財政安定化基金、一般会計繰入金及び介護給付費準備基金繰入金の

減額補正 

 歳出は、介護給付費の実績見込による保険給付費及び介護給付費準備積

立金の減額補正。支出見込額の精査による認定調査委託料、介護予防事業

費及び任意事業費の減額補正 

 歳出 介護サービス等諸費△278,352千円、特定入所者介護サービス等費 

△17,319千円、介護給付費準備基金積立金△96,497千円 

 歳入  国庫支出金△56,638千円、県負担金△36,504千円、支払基金交付 

金△96,502千円、財政安定化基金△172,292千円、一般会計繰入金 

△38,145千円 

 補正総額 △396,860千円 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

健康福祉部

高齢福祉課

議案第12号 

平成25年度伊達市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

歳入は、平成24年度分流域下水道維持管理負担金精算等による雑入の追

加、公共下水道整備事業の減による県補助金及び公共下水道事業債の減額、

特定財源の追加による一般会計繰入金の減額、流域下水道事業の事業費確

定による下水道事業債の減額等の補正 

 歳出は、公共下水道管理費の電気料及び料金徴収委託件数の増による追

加、流域下水道管理費の有収水量の増による維持管理負担金の追加、公共

下水道建設費の事業費確定による建設費の減額等の補正 

歳出 下水道管理費281千円、流域下水道管理費2,710千円、 

下水道建設費△14,000千円 

歳入 県補助金△5千円、繰入金△32,713千円、諸収入29,609千円、市債 

△7,900千円 

補正総額 △11,009千円 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

上下水道部

下水道課 

議案第13号 

平成25年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計補正予算（第２号） 

歳入は、土地売払収入の減額補正、一般会計繰入金の増額補正 

歳出は、事業費を整理し減額、地方債償還元金の繰上償還分の減額補正 

歳出 事業費      4,281千円の減額 

   地方債償還元金 10,044千円の減額 

歳入 土地売払収入   25,825千円の減額 

   繰入金      11,500千円の増額   

補正の総額      14,325千円の減額 

根拠法令：地方自治法第218条第１項 

市長直轄 

総合政策課

議案第14号 

平成25年度伊達市水道事業会計補正予算（第３号） 

 ○収益的収支 

 収入は、実績に伴う水道使用料、手数料、旧簡易水道企業債償還利子分

の他会計補助金、加入金、旧簡易水道分の消費税及び地方消費税還付金等

上下水道部

水道総務課

4



の増額の補正 

 支出は、福島地方水道用水供給企業団受水費の増額、有形固定資産減価

償却費の増額、借換に伴う企業債利息の減額の補正 

収入 営業収益10,079千円、営業外収益11,489千円 

補正総額21,568千円 

支出 営業費用18,721千円、営業外費用△6,465千円 

補正総額12,256千円 

○資本的収支 

 収入は、消火栓工事負担金の減額、旧簡易水道企業債償還元金分の他会

計補助金の増額の補正 

支出は、梁川第５次拡張事業再評価業務等の委託料の減額、下水道・道

路改良関連事業等の委託料、工事請負費の減額、車輛運搬具購入費の減額、

借換に伴う企業債償還金の減額の補正 

収入 負担金△993千円、補助金902千円 補正総額△91千円 

支出 建設改良費△21,457千円、企業債償還金△320千円 

補正総額△21,777千円 

根拠法令：地方公営企業法第24条 

 

６．当初予算（22件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担 当 課

議案第15号 

平成26年度伊達市一般会計予算 

 予算総額 33,783,000千円 前年度比 △9,708,000千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

財務部 

財政課 

議案第16号 

平成26年度伊達市国民健康保険特別会計予算 

 予算総額 7,527,355千円 前年度比 △487,400千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

健康福祉部

国保年金課

議案第17号 

平成26年度伊達市後期高齢者医療特別会計予算 

 予算総額 668,773千円 前年度比 24,356千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

健康福祉部

国保年金課

議案第18号 

平成26年度伊達市介護保険特別会計予算 

 予算総額 6,309,477千円 前年度比 24,820千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

健康福祉部

高齢福祉課

議案第19号 

平成26年度伊達市公共下水道事業特別会計予算 

 予算総額 1,025,656千円 前年度比 △5,877千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

上下水道部

下水道課 

議案第20号 

平成26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 

 予算総額 14,846千円 前年度比 930千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

上下水道部

下水道課 

議案第21号 

平成26年度伊達市工業団地特別会計予算 

 予算総額 5,098千円 前年度比 △3千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

産業部 

商工観光課
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議案第22号 

平成26年度伊達市月舘宅地造成事業特別会計予算 

 予算総額 25,828千円 前年度比 △506千円減額 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

市長直轄 

総合政策課

議案第23号 

～ 

議案第35号 

平成26年度伊達市各財産区特別会計予算 

 予算総額(13財産区) 13,682千円 前年度比 3,536千円 

 根拠法令：地方自治法第211条第１項 

産業部 

農林整備課

 

議案第36号 

 

平成26年度伊達市水道事業会計予算 

 ○収益的収支 

 収入 1,805,491千円 前年度比 177,854千円 

 支出 2,043,140千円 前年度比 437,435千円 

○資本的収支 

 収入  388,781千円 前年度比  59,185千円 

 支出 1,015,126千円 前年度比 131,275千円 

 根拠法令：地方公営企業法第24条 

上下水道部

水道総務課

 

７．その他（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第37号 

財産の無償貸付けについて 

（主な内容） 

月舘地域の歯科医療体制を確保するため、月舘町歯科診療所を無償で貸

付するもの 

貸付する財産の所在地 月舘町布川字西原３１番地８ 

 （法令根拠） 

地方自治法第 96 条第１項第６号 

財務部 

財政課 

議案第38号 

伊達市道路線の廃止について 

（主な内容） 

県道福島保原線の先、市道神明町４号線（34313）までの道路新設改良事

業（上保原屋内運動場開発許可関連）に伴い、終点が変更となるため廃止

するもの 

路線番号 34021 路線名 正地内２号線（しょうちうちにごう） 

（法令根拠） 

道路法第 10 条第３項 

建設部 

管理課 

議案第39号 

伊達市道路線の認定について 

（主な内容） 

県道福島保原線の先、市道神明町４号線（34313）までの道路新設改良事

業（上保原屋内運動場開発許可関連）に伴い、終点が変更となるため廃止

した路線を別路線として認定するもの 

路線番号 34340 路線名 正地内３号線（しょうちうちさんごう） 

（法令根拠） 

道路法第８条第２項 

建設部 

管理課 
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平成25年度３月補正予算の概要について 

 
 一般会計補正予算（第６号）については、国の補正予算への対応、地方債の

繰上償還及び事業費の確定等により予算補正を行います。 

 

１ 歳入歳出予算の補正 

   補正前の額                  46,911,839千円 

   補正額                  △6,317,378千円 

   補正後の額                  40,594,461千円 

    補正額財源 市 税          3,000千円 

          地方交付税       10,225千円 

分担金及び負担金     456千円 

使用料及び手数料   △4,612千円 

国庫支出金        △110,628千円 

          県支出金        △5,541,940千円 

          財産収入        9,548千円 

          寄附金            2,519千円 

          繰入金         △416,767千円 

          諸収入         27,221千円 

市 債            △296,400千円 

     （財政調整基金残高見込     4,234,708千円） 

 

２ 補正の主な事業内容 

（１）放射能対策事業           △5,457,314千円 

    年間所要額の見込み確定による減額 

 

（２）その他              △860,064千円 

  ①道路維持管理事業           23,000千円（繰越明許） 

    １・２級市道200㎞の道路ストック総点検（舗装路面性状調査）を行う 

  ②公債費（地方債償還金）        54,905千円 

    福島県市町村振興基金を繰上償還する 

  ③その他年間所要見込額確定による減額△937,969千円 

     

 

 

資料２ 

２月28日 記者会見資料 

財務部財政課 

電話 575-1189 
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平成 26 年度当初予算のポイント 

 

  

 

 

― 復興、そして成長の加速…To the next ― 

合併 10 年 新たな伊達市へ向けたカウントダウン 
 

 国が示した中期財政フレームでは、平成 27 年度までは地方への一般財源総額

について、実質的に平成 24 年度水準を下回らないようにするとされています。

また、合併算定替えについては、合併自治体の財政状況から見直しが進められ

ているなど、地方財政においても明るい材料も示されているところではありま

すが、国・地方双方に累増する借入金残高や少子高齢化の進行など、中長期的

に見た地方財政全般の状況は、いまだ予断を許すものではありません。 

伊達市においては、東日本大震災からの復興を 優先に、これまでも積極的

な予算編成を行ってきましたが、引き続き、本市の復興・再生のため、放射能

対策事業を着実に実施するとともに、成長をさらに加速させるべく、総合計画、

新市建設計画及び健幸都市推進に係る事業など、本市の将来の発展に繋げる取

り組みを進めてまいります。 

 平成 26年度当初予算は本市を取り巻く状況を踏まえ、進行する少子高齢化等、

本市の置かれている現状を分析し、根本的な課題解決を目指し、限られた財源

を必要な事業に効果的、かつ集中的、継続的に投入して、施策の成果向上のた

め事務事業に取り組むものです。 

以上を踏まえ、平成 26 年度予算について、下記のとおり編成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ こころの復興…安心を実現できる施策の展開 

■ 合併 10 年に向けて…成長する伊達市の実現 

■ 災害に強いまちを目指して…3.11 を踏まえた取り組み 

■ 市民協働の実践…コミュニティの強化と地域力の向上 

■ 健幸都市の推進…健やかに歩いて暮らせるまち 

■ 伊達な未来びと育成…次の世代のひとづくり 

■ 自立と自律のまちづくり…伊達の未来形成事業 

資料３ 
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①  市 税      52 億 1,816 万円 対前年度 ＋1億 392 万円  ＋2.0％

税制改正に伴う市民税均等割及び市たばこ税の伸びによる税収の増 

個人市民税        22 億 4,437 万円   （＋9,171 万円） 

市たばこ税         3 億 5,451 万円   （＋2,802 万円）  

②  地方交付税 104億3,253万円 対前年度 △1億1,610万円 △1.1％

     臨時財政対策債を含めた実質的な交付税ベース 

115 億 5,113 万円（△2億 3,630 万円） 

③  国庫支出金  32億 992万円 対前年度 ＋6億6,648万円 ＋26.2％

梁川小学校改築に係る負担金及び補助金 5 億円（＋2億 4,360 万円）

臨時福祉給付金事業補助金      ＋2 億 3,984 万円（皆増） 

子育て世帯臨時特例給付金              ＋6,703 万円（皆増） 

 ④ 県支出金     54億2,586万円 対前年度△120億8,003万円 △69.0％

    除染対策事業交付金   31 億 7,960 万円（△125 億 249 万円）   

⑤ 市 債    57 億 2,520 万円 対前年度＋14 億 7,090 万円 ＋34.6％

    合併特例債       43 億 1,440 万円 （＋14 億 1,540 万円） 

臨時財政対策債     11 億 1,860 万円 （ △1億 2,020 万円） 

 

337 億 8,300 万円 対前年度 △97 億  800 万円 △22.3％減

放射能対策事業  41 億 1,873 万円（△123 億 3,234 万円）

上記以外の事業 296 億 6,427 万円（ ＋26 億 2,434 万円）

１ 予算規模 

２ 歳  入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 放射能対策事業費の減に伴う県支出

金の大幅な減により、予算総額が大幅

減となる中で、自主財源の要である市

税については、税制改正に伴う市民税

均等割及びたばこ税の伸びにより増と

なりました。地方交付税は減となって

いますが、投資的経費の増加を支える

ため、国県支出金、市債を増加させま

した。 

予算総額に占める自主財源の比率は

前年度より大きく増加しています。 

地方交付税 30.9%

104億3,253万円

その他の交付金

2.4%

8億1,916万円

地方譲与税 1.0%

3億3,334万円
市税 15.4%

52億1,816万円

税外収入 7.8% 

26億1,883万円

市債 16.9%

57億2,520万円

県支出金 16.1%

54億2,586万円

国庫支出金

9.5%

32億992万円

歳入合計

337億
8,300万円
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① 義務的経費 120億8,459万円 対前年度 △1億6,478万円   △1.3％

○ 人件費   44億8,068万円 対前年度 △1億1,236万円   △2.4％

・総人件費抑制による減 

○ 扶助費   40 億 5,055 万円 対前年度    ＋2,373 万円   ＋0.6％

・保育所運営費負担金及び障がい福祉サービスの増 

○ 公債費   35 億 5,336 万円 対前年度    △7,615 万円   △2.1％

・繰上償還の継続的実施による減  

② 投資的経費 66億2,018万円 対前年度 ＋19億8,711万円 ＋42.9％

○ 普通建設事業65億 8,237万円 対前年度 ＋19億 8,259万円 ＋43.1％

・梁川小学校改築事業、小学校屋内運動場改築、 

やながわ認定こども園新築事業等による事業費の増 

 ③ その他   109億 5,950万円 対前年度 ＋8億  200万円    ＋7.9％

○ 物件費   46億4,542万円 対前年度  ＋5億6,540万円   ＋13.9％

・ふくしま森林再生事業業務委託料、梁川小学校等の改築にかかる物品

購入及び各種計画策定等による増 

  ○ 補助費   35 億 1,352 万円 対前年度  ＋3億 1,923 万円   ＋10.0％

    ・臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の増 

○ 繰出金  18 億 5,312 万円 対前年度     △2,061 万円    △1.1％

・特別会計に対する繰出金 

  ○ 積立金    3 億 6,637 万円 対前年度       ＋55 万円    ＋0.2％

  ・各基金への利子分の積立、減債基金 2億円、産業活性化基金 1億円 

 ④ 放射能対策事業41億 1,873万円 対前年度△123億 3,234万円 △75.0％

   ・除染対策事業、健康管理事業等に関する経費 

３ 歳  出  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射能対策事業費の減で予算

総額は大幅な減となりました

が、通常事業分は 25 年度に引き

続き大幅な増となり、前年度比

9.7％の増となりました。扶助費

は増となったものの、人件費及

び公債費を減じ、義務的経費を

減らす一方、普通建設事業費を

大幅に増加させ、復興と成長の

加速に向けた積極的な予算編成

を行いました。 災害復旧事業費 0.1% 

3,781万円

補助費等 10.4% 

35億1,352万円貸付金 0.7% 

2億2,700万円

維持補修費 0.5%

1億7,928万円

積立金 1.1%

3億6,637万円

人件費 13.3%

44億8,068万円

扶助費 12.0%

40億5,055万円

普通建設事業

19.5% 

65億8,237万円

公債費10.5% 

35億5,336万円

予備費 0.3% 1億円

繰出金 5.5% 

18億5,312万円

投資及び出資金

0.2% 7,480万円

歳出合計

337億
8,300万円

物件費 13.8%

46億4,541万円

放射能対策費

12.2%

41億1,873万円
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■ こころの復興…安心を実現できる施策の展開 39 億 3,892 万円 

１ 除染対策事業 

市民の安心を確保するため、フォローアップ除染の考え方に基づき、３

月補正予算において除染対策事業費５億円の繰越明許費を設定し、切れ

目のない除染対策事業に取組むとともに、生活圏、農地、市道、公共施

設及び教育施設について、必要な除染を実施するとともに、放射能相談

センターにて市民からの相談対応を行う。また、除染に伴い発生した除

去土壌等を保管するために設置した仮置き場の維持管理を実施する。 

  ①（継続）除染対策事業（放射能対策課）          13 億 5,642 万円 

②（継続）市道除染対策事業（土木課）          1 億 7,300 万円 

③（継続）霊山こどもの村除染対策事業（霊山総合支所） 1 億 2,299 万円 

④（継続）学校施設等除染対策事業（教育施設課 ）       980 万円 

 ⑤（継続）農地等除染対策事業（農政課・農林整備課） 16 億 1,612 万円 

⑥（継続）稲の試験栽培対策事業（農政課）           264 万円 

 

２ 健康管理事業 

放射能による健康不安の解消及び安全確保のため被ばく検査等の事業

を実施する。 

①（継続）外部被ばく検査事業（健康推進課）       1 億 8,999 万円 

積算線量計による外部被ばく線量の測定を実施し、さらに高性能積算線

量計（Ｄシャトル）による詳細測定にも取り組む。 

②（継続）内部被ばく検査事業（健康推進課）         8,240 万円 

全市民を対象としたＷＢＣによる内部被ばく検査(3 回目)を実施する。 

③（継続）心と体の健康管理事業（健康推進課）         1,822 万円 

放射線の身体への影響等の不安を感じている市民に対して、きめ細やか

な支援を行い、不安の解消を図る。（放射能講話、健康相談窓口、心と体

のケアチーム事業等） 

 

３ 児童生徒対象事業 

①（継続）こどもリフレッシュ事業（教育総務課）        2,010 万円 

子どもたちが夏休み等の長期休暇を利用し、自然体験や交流活動を行い

心身ともにリフレッシュできるよう、宿泊事業を行う。 

②（継続）スタディーキャンプサポート事業（学校教育課）    774 万円 

市内児童に精神面での安心感と開放感を与え、落ち着いて学習できる環

境を提供するとともに、訪問先児童との交流学習の機会を持たせる。 

③（継続）子ども遊び場整備事業（こども支援課）    1 億 9,913 万円 

上保原地区と梁川地区に建設する屋内遊び場への遊具を整備する。 

④（継続）ふくしま保育元気アップ緊急支援事業（こども育成課） 
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1,926 万円 

放射能に対する保護者の不安等への専門的な相談を行うための事業、児

童の運動量確保や外遊びのための事業及び地元の住民等との交流を図り、

コミュニティの再生・強化を図るための事業を実施する。 

 

４ 避難者支援事業 

○（継続）避難者帰還推進事業（市民生活課）         1,171 万円 

自主避難している家庭に対し、伊達市との絆を維持するとともに、本市

の除染の取組等を周知し、将来の帰還に結び付ける取り組みを行う。ま

た、他市町村から市内への避難者に対する相談体制を整える。 

 

５ 食品等モニタリング事業 

①（継続）環境放射線モニタリング事業（環境防災課）      1,054 万円 

環境放射線量について、モニタリング調査によるデータの公表及び線量

測定マップ作成に取り組む。 

②（継続）ふくしまの恵み安全安心推進事業（農政課）      221 万円 

出荷用農産物の放射能モニタリング検査を支援する。 

③（継続）自家用農産物等安全推進事業（農政課）      8,285 万円 

身近なところで農産物の安全確認ができるモニタリング調査を継続し

て実施するとともに、さらに非破壊検査機器（7台予定）を導入し、検査

体制を充実させる。 

④（継続）学校給食食材モニタリング事業（給食センター）    531 万円 

児童生徒の給食に対する不安解消のため、給食用食材のモニタリングを

実施する。 

⑤（継続）保育所給食食材モニタリング事業（こども育成課）   149 万円 

園児の給食に対する不安解消のため、給食用食材のモニタリングを実施

する。 

 

６ 情報発信事業 

○（継続）伊達市復興の誓い事業（市民協働課）          700 万円 

伊達市が本格的復興に向かう中、市民が一丸となったイベント「復魂祭」

を開催し、広く伊達市の復興をＰＲする。 

 

■ 合併 10 年に向けて…成長する伊達市の実現  7 億 4,417 万円 

１ 農林業の再生・振興 

①（継続）鳥獣害対策事業（農政課）             6,342 万円 

イノシシによる農産物被害を防ぐため、パトロール隊を発足させ、被害

の抑制を図る。 
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②（継続）伊達市農林業振興公社運営支援事業（農政課）      657 万円 

鳥獣害被害対策事業等により捕獲されたイノシシを地域の資源として

有効活用するため、革製品の加工に係る施設整備を支援する。 

③（継続）6次産業化推進事業（農政課）            77 万円 

市の農産物等の地域資源を活用し付加価値を生み出す 6 次産業化の推

進事業補助をする。 

④（継続）園芸産地等復興支援事業（農政課）         1,500 万円 

風評被害等により栽培面積が減少しているニラに対して、産地再生と生

産販売体制強化のため、栽培用施設整備の支援をする。 

⑤（継続）ふくしま森林再生事業（農林整備課）      1 億 1,834 万円 

森林の水源かん養や山地災害防止等の機能を維持・回復させるため、年

度別計画の策定と森林・路網整備を行い、森林再生を図る。 

 

２ 商工業の活性化 

①（新規）中心市街地活性化コミュニティ活動事業（商工観光 2,300 万円 

中心市街地に増えている空き店舗を利用して新たに出店・起業者に対し

て賃借費用や改装費の補助を行い、商店街の活性化を図る。 

②（継続）プレミアム共通商品券発行支援事業（商工観光課） 2,300 万円 

消費購買意欲を回復させ、地域内経済の循環を図るため、小規模店の活

性化策を強化した新たな共通商品券を発行する商工会に対し、引き続き

支援する。 

③（新規）企業誘致推進事業（商工観光課）          5,000 万円 

地元からの雇用を 1年以上継続した企業に対する助成により、企業誘致

の推進と雇用の創出の推進を図る。 

 

３ 新たな観光の振興 

①（継続）伊達市フロンティア事業（商工観光課）       2,899 万円 

各産業における風評被害対策及び産業振興に一体的に取り組む。また、

27 年度開催のふくしまＤＣプレ及びメインイベントを有効活用し、交流

人口の拡大と誘客の促進を図るため、伊達市フロンティア事業として以

下の事業を実施する。 

・観光諸費             147 万円 

・観光誘客促進事業         942 万円 

・観光でにぎわう魅力づくり事業   590 万円 

・観光物産復興支援事業      1,220 万円 

②（継続）風評被害対策事業（農政課）            1,533 万円 

農産物の安全安心をＰＲし、風評被害払拭のための情報発信に取り組む。

（マルシェ、応援隊等） 

③（継続）伊達氏ゆかりの史跡整備事業（商工観光課）  2 億 7,999 万円 
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梁川八幡神社周辺の整備（政宗にぎわい広場造成・トイレ・あずまやの

建設）を実施する。 

④（継続）霊山道の駅建設事業（都市計画課）         6,173 万円 

東北中央自動車道と国道 115 号線の中間に位置するパーキングエリア

に隣接する「霊山道の駅」を整備する。 

⑤（継続）梁川歴史と文化のまちづくり整備事業（梁川総合支 2,600 万円 

梁川城址を中心とした歴史と文化のまちづくりのため、平成 25 年度に

策定した基本計画を基に実施設計及び測量を実施する。 

 

４ 新たなまちづくりの推進 

①（新規）空き家対策事業（市民協働課）              168 万円 

地域の環境衛生保全及び防災対策として、空き家の実態調査を実施する。 

②（新規）高子駅北地区住宅団地整備事業（都市計画課）     265 万円 

定住人口の増加を図るため、伊達市住宅政策の一環として高子駅北地区

住宅団地整備事業について調査を進める。 

③（新規）自立したまちづくりプラン策定事業（都市計画課）  2,770 万円 

都市計画分野においても伊達市独自のまちづくりのために、開発許可基

準の策定を進め、権限移譲による自立したまちづくりを進める。 

 

■ 災害に強いまちを目指して…3.11 を踏まえた取り組み 

5 億 4,478 万円 
  ①（継続)災害（防災）対策事業（環境防災課）         1,059 万円 

防災備蓄品を計画的に備蓄し緊急時に備える。また、緊急時の情報伝達

手段として衛星携帯電話を設置する。 

 ②（継続）自主防災組織支援事業（環境防災課）        430 万円 

地域での防災訓練の実施や防災資機材の購入等に係る経費の一部を助

成し、自主防災組織の組織化、育成を推進する。 

  ③（継続）防災無線デジタル化事業（環境防災課）     3 億 7,535 万円 

災害時の通信手段として、旧 5町毎の防災行政無線（周波数 5局）を統

一し、デジタル化を図る。 

④（継続）防災拠点施設整備事業（環境防災課）       1 億 5,454 万円 

防災拠点施設としての機能を強化するために、ふるさと会館、霊山中央

公民館、月舘総合支所、梁川小学校に太陽光発電システム及び蓄電池を

整備する。 
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■ 市民協働の実践…コミュニティの強化と地域力の向上 

1 億 5,830 万円 

①（新規）地域のきずな支援事業（総合政策課）          419 万円 

地域おこし活動の支援等の「復興に伴う地域協力活動」を通じ、コミュ

ニティの再構築を図る。 

②（継続）地域自治組織推進事業（市民協働課）         553 万円 

地域の特徴を生かした地域づくりを推進するため、行政と協働する地域

自治組織の立ち上げと基盤づくりを支援する。 

③（継続）だて婚活支援事業（市民協働課）           196 万円 

男女の出会いの場を提供し、若者が結婚を前向きに捉えられるようサポ

ート体制をつくり、官民一体となって「婚活」を支援する。 

④（新規）交流館維持管理事業（市民協働課・各総合支所）1億 2,755 万円 

市民の地域交流を促進し、生活文化の向上と福祉の増進及び地域の主体

的な地域づくり活動を支援するため、自由な活動拠点となるプラットホ

ームとして交流館を設置する。 

⑤（新規）スポーツ振興事業（教育総務課）           1,407 万円 

市民一人ひとりがスポーツに親しむことで、健康で豊かな暮らしができ

る社会を実現するため、市の出資により設立した一般財団法人スポーツ

振興公社の運営を支援するとともに、市事業の委託を行う。 

⑥（新規）地域公共交通活性化協議会参画事業（総合政策課）   500 万円 

市内の公共交通（バス、阿武隈急行、デマンド交通等）を全体的に調査

検討を行い、伊達市の総合的な公共交通体系を確立する。 

 

■ 健幸都市の推進…健やかに歩いて暮らせるまち 

4 億 1,198 万円 
１ 健康づくりの推進 

①（継続）健康運動習慣化支援事業（健康推進課）        7,483 万円 

40歳以上を対象とした個別運動プログラムを利用した健康運動教室や、

身近で手軽にできる健康づくりのための運動を幅広く提供し、生活習慣

病を予防し健康寿命の延伸を図る。さらに、地域集会所を活用し、地域

のリーダーを中心として、介護予防と健康増進を目的とした運動を、住

民自らが継続する元気づくりシステムについて、モデル地区を選定し、

実施する。 

②（継続）乳幼児健康診査事業（健康推進課）          1,304 万円 

乳幼児の発育発達を確認し、疾病等の早期発見・早期治療・早期療養と

併せ子育て相談支援を充実する。 

③（新規）幼児発達支援事業（こども支援課）          258 万円 

新たに発達支援アドバイザーと発達支援コーディネーターを配置し、発

達支援体制の充実強化を図る。 
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④（継続）健幸都市推進事業（健幸都市推進室）         2,939 万円 

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め

ざす健幸都市の実現に向け、総合政策として推進する。 

また、白根モデル地区の拠点事務機能の整備を図る。 

 

２ 掛田モデル地区整備事業 

市民一人ひとりが健康で幸せな生活を送ることができる「健幸都市」の

実現のため、市街地モデル「霊山町掛田地区」において、地区住民と協

働してソフト・ハード両面での事業を実施し、歩いて暮らせるまちづく

りを進める。 

①（継続）都市再生整備計画提案事業（商工観光課・霊山総合支 600 万円 

②（新規）掛田まちなかサロン運営事業（霊山総合支所）      649 万円 

③（継続）掛田地区街路灯整備事業（土木課）              300 万円 

④（継続）掛田地区市道整備事業（土木課）              6,150 万円 

⑤（継続）掛田地区カラー舗装整備事業（土木課）           5,600 万円 

⑥（継続）掛田地区高齢者専用共同住宅整備事業（管理課  1 億 2,755 万円 

⑦（継続）掛田地区ポケットパーク整備事業（都市計画課）    2,030 万円 

⑧（新規）掛田地区ウエルネスサテライト改修事業（霊山総合  1,130 万円 

 

■ 伊達な未来びと育成…次の世代のひとづくり  42 億 9,856 万円 

①（継続）通学合宿所整備事業（教育総務課）         220 万円 

小学生の集団学習生活、大学・実業団等のスポーツ合宿誘致等のため、

合宿所整備について、調査研究、プラン作成を行う。 

②（継続）スクールコミュニティ推進事業（教育総務課）     482 万円 

地域住民による学校支援や学校施設の地域開放、学校施設を利用した住

民の学びや交流を進めるために、先行する保原小学校の「ホームベース

ルーム」に加え、建設中の梁川小学校においてもスクールコミュニティ

事業を推進する。                                

③（継続）芸術文化、生徒会活動事業（学校教育課）          554 万円 

伊達市の未来を担う子どもたちに感動、勇気、希望という復興のエネル

ギーを与えるとともに、表現力やリーダーシップを育むため、「ヤングア

メリカンズ」による発表、「OECD 東北スクール」「生徒会サミット」への

参加などの事業を行う。 

④（継続）吹奏楽きらめき事業（学校教育課）              1,624 万円 

音楽の力により児童生徒の情操教育を推進するため、楽器の充実を図る

とともに、東京芸術大学生の指導を継続的に受け演奏技術の向上を図る。 

⑤（新規）学校図書館機能活性化事業（学校教育課）      462 万円 

児童生徒への図書教育を推進するため、市内 2校に図書司書を配置する。 
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⑥（継続）小学校施設整備事業（教育施設課）        6 億 8,253 万円 

老朽化が著しい木造屋内運動場（堰本・粟野小学校）の改築を実施する。 

⑦（継続）梁川小学校改築事業（教育施設課）             23 億 733 万円 

震災により、使用できなくなった梁川小学校の改築を実施する。 

⑧（新規）学校給食センター建設事業（給食センター）      7,100 万円 

老朽化が激しい保原・梁川学校給食センターの改築のため、用地の取得

や基本計画等の策定を進める。 

⑨（継続）梁川認定こども園整備事業（こども支援課・こ 9 億 8,325 万円 

幼稚園保育園を一体化した梁川認定こども園の建築本体工事を実施す

る。 

⑩（継続）伊達認定こども園整備事業（こども支援課）        3,880 万円 

幼稚園保育園を一体化した伊達認定こども園の用地取得を実施する。 

⑪（継続）やながわ放課後児童クラブ建設事業（こども育 1 億 8,223 万円 

児童の生活の場の提供と保護者の就労支援のため、やながわ放課後児童

クラブの建築本体工事を実施する。 

 

■ 自立と自律のまちづくり…伊達の未来形成事業    6,410 万円 

１ 各種計画策定事業 

①（新規）第 2次総合計画策定事業（総合政策課）         2,978 万円 

東日本大震災及び原発事故の発生など伊達市を取り巻く環境の変化に

対応するため、第２次総合計画を策定する。 

②（継続）伊達市総合福祉計画策定事業（社会福祉課）      528 万円 

障害者総合支援法に基づく「障がい福祉計画（第 4期）」を策定する。 

③（新規）高齢者福祉計画策定事業（高齢福祉課）        500 万円 

平成 27 年度を初年度とする 3 ヵ年計画である高齢者保健福祉計画及び

介護保険事業計画を策定する。 

④（継続）子ども・子育て支援事業計画策定事業（こども）   411 万円 

子ども・子育て関連 3 法の施行に合わせて、子ども・子育て会議を運営

するとともに、市民の意見を反映した「子ども・子育て支援事業計画」

を策定する。 

 

２ 企画推進事業 

①（継続）総合支所企画推進事業            各 100 万円  合計 500 万円 

総合支所の企画機能の充実と地域主導の新たな地域づくり事業への機

動的な支援等により、地域課題の解決を図り地域の将来を創造する。 

②（新規）地域振興プラン策定事業（月舘総合支所）       50 万円 

国道 349 号線バイパスや霊山道の整備など新たな交通網の整備に伴う

地域課題を踏まえ、健幸都市推進に対応した月舘地域振興基本プラン（基
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本構想）づくりを進める。 

 

３ 市有財産の効率的活用事業（伊達ファシリティマネジメント） 

①（新規）ファシリティマネジメント推進事業（財政課）     1,443 万円 

効率的な財産運用と公共施設の再配置計画を確立する公共施設マネジ

メント支援システムを導入し、公共施設の有効利用計画を策定する。 

 

 

 

 

 

 

２月28日 記者会見資料 

財務部財政課 

電話 575-1189 
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平成26年度一般会計当初予算参考資料
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経　費　区　分　の　比　較
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生活圏除染業務の進捗について 

 

１ Ａエリア 

 ・８月28日に全ての除染作業が終了した。（住宅2,555戸、市道184.8km） 

 

２ Ｂエリア 

 ・宅地は除染作業が完了した。（住宅3,496戸） 

 ・道路は延長233.9km中、226.9kmが完了している。（進捗率97.07％） 

 

平成26年２月18日現在 

（●：完了 ▲：作業中） 

 ※下線部は前回記者会見（１月８日）から進捗のあったもの。 

 

地

域 
地区（工区） 

仮置き場 除染作業 

 確保面積：㎡ 
（箇所数） 

造成

工事
搬入 宅地

対象 

戸数 

除染済 

戸 数 

進捗率 

（％） 
道路

公共

施設

霊

山 

中川   3,017( 1 カ所) ● ● ● 157 157 100.00 ● ● 

山戸田(1)  11,517( 5 カ所) ● ● ● 82 82 100.00 ● ● 

山戸田(2) 3,794( 2 カ所) ● ● ● 42 42 100.00 ● ● 

山野川   4,736( 1 カ所) ● ● ● 124 124 100.00 ● ● 

石田（1） 

  8,270( 1 カ所) ● 

● ● 120 120 100.00 ● ● 

石田（2） ● ● 120 120 100.00 ● ● 

石田（3） ● ● 79 79 100.00 ● ● 

月

舘 

月舘（1）   7,214( 1 カ所) ● ● ● 102 102 100.00 ● ● 

月舘（2） 
  9,355( 1 カ所) 

● ● ● 111 111 100.00 ● ● 

月舘（3） ● ● ● 57 57 100.00 ● ● 

御代田(1)   8,974( 2 カ所) ● ● ● 105 105 100.00 ● ● 

御代田(2)   7,424( 2 カ所) ● ● ● 122 122 100.00 ● ● 

御代田(3)   1,912( 3 カ所) ● ● ● 70 70 100.00 ● ● 

御代田(4)  10,711( 1 カ所) ● ● ● 62 62 100.00 ● ● 

糠田（1） 
9,161( 1 カ所) ● 

● ● 84 84 100.00 ● ● 

糠田（2） ● ● 109 109 100.00 ● ● 

布川（1）   5,477( 3 カ所) ● ● ● 95 95 100.00 ● ● 

布川（2）   7,154( 1 カ所) ● ● ● 63 63 100.00 ● ● 

上手渡   2,517( 2 カ所) ● ● ● 55 55 100.00 ● ● 

下手渡   4,554( 1 カ所) ● ● ● 90 90 100.00 ● ● 

保

原 

上保原(1)  46,219( 1 カ所) ▲ ▲ ● 173 173 100.00 ▲ ● 

上保原(2) 

 20,426( 1 カ所) ▲ 

▲ ● 531 531 100.00 ▲ ● 

上保原(3) ▲ ● 420 420 100.00 ● ● 

上保原(4) ▲ ● 446 446 100.00 ● ● 

八幡台・村岡   3,334( 2 カ所) ● ● ● 77 77 100.00 ● ● 

計（25 工区） 175,766(32 カ所) 3,496 3,496 100.00   
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３ Ｃエリア 

                  （●：完了 ▲：作業中 △：準備中） 

地域 地 区 戸 数 
2 次モニタリング・除
染終了戸数(進捗率) 

道路除染 

伊達 

伊 達   2,641 2,235 ▲ 

箱 崎   421 411 ▲ 

伏 黒  599 586 ▲ 

梁川 

梁 川  2,794 2,284 ▲ 

粟 野   666 617 ● 

堰 本   906 876 ▲ 

白 根   242 221 △ 

山舟生    274 262 △ 

富 野    404 377 ▲ 

五十沢    295 273 △ 

東大枝  200 190 △ 

保原 
大 田  1,033 975 ▲ 

保 原  4,123 2,966 ▲ 

霊山 
大 石   376 369 ● 

泉 原  151 149 ● 

計 15,125 
12,791 

(84.57％) 
 

  ※２次モニタリング・除染（市による公式モニタリングおよびホットスポット除染） 

終了戸数には２次モニタリング等を希望せず、作業完了を確認した戸数も含む。 

  ※下線部は前回記者会見（１月８日）から進捗のあったもの。 

 

 

 

 

 

 

２月28日 記者会見資料

市民生活部放射能対策課

電話 575-1003 

建設部土木課 

電話 577-3135 
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上保原屋内運動場（仮称）の整備について 

 

 市では震災による子どものストレス解消と体力向上をを図るため屋内運動場

の整備を進めています。 

保原町上保原地内に整備する屋内運動場について、実施設計が完了したこと

から、今年度から建築工事に着手し、年内の開所を目指します。 

 

１ 施設の概要 

（１）建 設 地  伊達市保原町上保原字正地内11-2 

（２）構造･規模  木造２階建て 

（３）建築面積  651.88 ㎡ 

（４）延床面積  695.43 ㎡ 

（５）施設内容  ①屋内運動場（１階） 425.00 ㎡ 

           大型遊具を設置 

②多目的遊び場（２階）48.88 ㎡ 

③半屋外型砂場（シャッター開閉式） 

④男女トイレ、多目的トイレ、事務・医務室、 

食事・休憩室、倉庫 

 

２ 愛称の募集 

  市民の皆さんにとって親しみのある施設となるよう愛称を募集する予定で

す。 

   

３ その他 

   梁川地域に整備する屋内運動場については、現在設計作業中です。 

 

資料５ 

２月28日 記者会見資料 

こども部こども支援課 

電話 577-3128 
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