
 

 

296億 5,800万円 対前年度 △41億 2,500万円 △12.2％減 

復興事業     14億 4,262万円（＋10億 1,718万円） 

放射能対策事業  21億 3,346万円（△17億 5,130万円） 

上記以外の事業 260億 8,192万円（△33億 9,088万円） 

平成 27年度当初予算のポイント 

１ 予算規模 

 

  

 

 

 

■合併 10年目の大きな節目を契機として、伊達市の更なる飛躍に向

けたスタートの年度と位置づける予算編成としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①  震災からの復興にむけて力強く取り組みを進めます。 

 

②  放射能対策事業も引き続き取り組んでまいります。 

 

③  策定中の第２次総合計画が目指す将来都市像を実現させるため

の事業に取り組んでまいります。 

  ・健幸都市推進事業 

  ・少子高齢化問題への対応 

  ・人口減少への対応 

 

④  財政運営 

・財源を効果的効率的に投入できる財政運営に努めます。 

・目的を踏まえた戦略、戦術を構築し、前例に倣うことなく 

抜本的な事務事業の見直しに努めます。 

・施策の成果向上に有効な事務事業に取り組みます。 
 

 

 



 

 

①  市 税      52億 9,982万円 対前年度 ＋8,166万円  ＋1.6％ 

個人市民税        22 億 7,781万円（＋3,344 万円） 

固定資産税        21 億 6,022万円（＋3,408 万円）    

②  地方交付税 105億 1,935万円 対前年度 ＋8,682万円 ＋0.8％ 

普通交付税     98億 5,220 万円（△1億 8,488 万円） 

震災復興特別交付税  1億 6,543 万円（皆増） 

特別交付税          5億 0,172 万円（＋1億 0,627 万円） 

③  国庫支出金  24億 7,447万円 対前年度△7億 3,545 万円 △22.9％ 

公立文教施設災害復旧費国庫補助金 △2億 4,957万円（皆減） 

公立学校施設整備費国庫負担金   △2億 0,700万円（皆減） 

 ④ 県支出金     43億 4,065万円 対前年度△10億 8,521 万円 △20.0％ 

    除染対策事業交付金    14億 5,729万円（△17 億 2,231万円）      

⑤ 市 債    26億 3,520万円 対前年度△30億 9,000 万円 △54.0％ 

    合併特例債       13 億 2,670万円（△29億 8,770万円） 

臨時財政対策債     10 億 1,040万円（ △1億 0,820万円） 

２ 歳  入  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市税は H26 実績（見込）等から増額

を見込みました。 

・交付税は、地域医療確保事業による

特別交付税の増、震災復興特別交付

税の増により増額を見込みました。 

・国庫、県支出金は、除染対策事業の

減、梁川小学校改築事業の減により

大幅な減額となりました。 

・市債は、小学校屋内運動場改修事業

の終了、梁川小学校改築事業の減に

より大幅な減額となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

地方交付税

35.5%

105億1,935万円

その他の交付金

3.6%

10億6,062万円

地方譲与税

1.1%

3億1,954万円

市税

17.9%

52億9,982万円

税外収入

10.1% 

30億835万円

市債 8.9%

26億3,520万円

県支出金

14.6%

43億4,065万円

国庫支出金

8.3%

24億7,447万円

歳入合計

296億
5,800万円



 

 

① 義務的経費 124億 4,731万円 対前年度 ＋2億 6,054万円   ＋2.1％ 

○ 人件費   46億 1,362万円 対前年度   ＋3,502万円   ＋0.8％ 

・給与制度改正に伴う増 

○ 扶助費   42億 7,526万円 対前年度 ＋2億 2,044万円   ＋5.4％ 

・認定こども園運営費負担金、私立幼稚園運営費負担金の増 

○ 公債費   35億 5,843万円 対前年度     ＋507万円   ＋0.1％ 

・地方債の償還元金、利子  

② 投資的経費 27億 4,090万円 対前年度 △39億 3,573万円 △58.9％ 

○ 普通建設事業27億4,090万円 対前年度 △38億9,791万円 △142.2％ 

・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

整備事業費等の減 

 ③ その他   144億 6,979万円 対前年度  △4億 4,981 万円  △3.0％ 

○ 物件費   69億 4,955万円 対前年度 △15億 3,383万円  △18.1％ 

・除染対策事業の減、こどもの遊び場整備事業の減、梁川小学校改築事

業の減 

  ○ 補助費   46億 2,716万円 対前年度  ＋9億 9,257万円   ＋27.3％ 

    ・強い農業づくり交付金事業、伊達認定こども園整備事業の増 

○ 繰出金  20億 3,779万円 対前年度  ＋1億 8,467万円   ＋10.0％ 

・特別会計に対する繰出金 

  ○ 積立金    2億 6,666万円 対前年度    △9,971万円   △27.2％ 

  ・産業活性化基金積立の減 

 

３ 歳  出  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・放射能対策事業の減や、梁川小

学校改築事業の減により、予算

総額は減となりましたが、復興

にかかる予算を大幅に増額し、

積極的な予算を編成しました。 

・義務的経費は、人件費、扶助費

が増となりました。 

・普通建設事業は、梁川小学校改

築事業の減、小学校屋内運動場

改築事業の減により減額とな

りました。 

・物件費は、除染対策事業の減に

より減額となりました。 

 

補助費等

15.6% 

46億2,716万円
貸付金 0.6% 

1億7,560万円

維持補修費 0.6%

1億8,736万円

積立金 0.9%

2億6,666万円 人件費

15.6%

46億1,362万円

扶助費 14.4%

42億7,526万円

普通建設事業

9.3% 

27億4,090万円

公債費12.0% 

35億5,843万円

予備費 0.3%

1億円

繰出金 6.9% 

20億3,779万円

投資及び出資金 0.4% 

1億2,567万円

歳出合計

296億
5,800万円

物件費

23.4%

69億4,955万円



平成 27 年度一般会計当初予算の主な事業概要 

（新規＝新規事業、一新＝一部新規事業、継続＝継続事業） 

１ 震災からの復興事業 

 

（新規）霊山高原構想整備事業（霊山総合支所）     33,000千円 

      霊山高原の資源を活用した拠点整備と地域活性化策などについての調査・検

討を踏まえ、「生きる力」を学ぶ拠点整備のための基本設計を行う。 

 

（新規）農業振興支援事業（農政課）               591,500千円 

放射能の影響により低下しているあんぽ柿の生産を復活させ、ブランド力の 

回復を図るため、あんぽ柿の加工包装施設の整備を支援する。 

補助 ＪＡ伊達みらい （１/２） 

 

（新規）保原総合公園拡張整備事業（都市計画課）       266,000千円 

市民の更なる健康増進・青尐年の健全育成や福祉の向上に資するため、スポ 

ーツレクリエーションの拠点として、保原総合公園を拡張整備する。 

 

（新規）こども体力低下対策事業（総合政策課）       71,508千円 

子どもの運動機会を確保するため、保原市民プールを取壊し、屋内プールを整 

備するため、解体及び本体工事の設計委託を行う。 

 

（新規）合併 10周年記念事業（総務課）         28,700千円 

         伊達市の歌制定事業 

         合併 10 周年記念誌発行事業 

         市民憲章制定事業 

         10周年のキャッチフレーズ及びシンボルマーク公募 ほか 

 

（一新）霊山上小国地区給水拡張事業（水道総務課）    125,666千円 

上小国地区の給水区域において、地区住民の飲料水に対する放射能不安を解

消するため、安心安全な水道水を供給することで、避難者の早期帰還と地域の

復興を図る。（一般会計から水道企業会計への出資金） 

 

（一新）道路新設改良事業（高速道路関連、繕木・杉ノ内線、上ノ原２号線）（土木課）   

78,764 千円 

東北中央自動車道ＩＣ（霊山下小国、上保原）へのアクセス道路の整備 

 

（継続）企業誘致推進事業 （商工観光課）           75,182千円 

地元からの雇用を 1年以上継続した企業に対する助成(500千円×100人〉を 



継続実施する。また、雇用の創出と確保のため、企業の動向調査行い、企業誘

致と新たな工業団地の造成を検討する。（基本計画策定 17,000 千円、企業リサ

ーチ 7,000千円） 

 

（継続）道の駅建設事業（管理課）                   69,480 千円 

地域の特色を活かした観光や地場産業の振興を目的として、東北中央自動車

道霊山ＩＣと国道 115号線の中間に位置するパーキングエリア内に隣接して「霊

山道の駅」を整備するため、建築詳細設計と、造成工事に一部着手する。 

 

２ 放射能対策事業 

 

（一新）除染対策事業（放射能対策課）                1,026,956 千円 

引き続き仮置場の維持管理、放射能相談センターの運営、及びフォローアッ

プ対策を行う。 

新規事業としては、仮設焼却炉への可燃物搬出業務、避難勧奨地点のあった

地域（Aエリア）について除染後の線量低減率を確認する詳細事後モニタリング、

除染廃棄物の中間貯蔵施設への試験的運搬（パイロット輸送）を実施する。 

 

（継続）環境放射線モニタリング事業（放射能対策課）             19,096 千円 

市内の放射線量を把握するため、環境放射線量のモニタリングを実施し、カラ 

ーマップの作成ならびに、広報、ホームページ等で測定結果をお知らせする。 

 

（継続）除染対策事業（Ｃエリアの市道側溝除染）（土木課）  161,000 千円 

放射性物質による市民の不安解消を図るため、Ｃエリア内における市道側溝

の堆積土砂を除去する。 

 

（継続）農地等除染対策事業（農林整備課）                   243,500 千円 

里山の回復に向けた取り組みとして、山菜やしいたけのホダ場等の吸収抑制対

策実証実験を実施する。また、保管されている可燃物を伊達地方衛生処理組合の

仮設焼却炉へ搬出する。 

 

（継続）外部被ばく検査事業（健康推進課）                   170,853千円 

放射能の健康不安の解消及び安心を確保するため、積算線量計を配布し、日常 

の放射線量の測定に取り組む。 

 

（継続）内部被ばく検査事業（健康推進課）                    68,684千円 

放射能内部被ばくによる市民の健康不安の解消、及び安心確保のため検査を実 

施する。また、検査結果によっては事後フォローを実施する。 

 



（継続）心と体の健康管理事業（健康推進課）                  16,568千円  

心と体のケアチームを結成し、健康な生活に向けたリスクマネジメントの普及 

と必要に応じ個別支援を行う。また、児童の肥満対策・ストレス解消のため、運 

動不足解消教室を実施する。 

 

（継続）ふくしまの恵み安全安心推進事業（農政課）             1,037 千円 

出荷用農産物の放射性物質検査を実施する伊達市地域農業再生協議会へモニタ

リング機器校正点検経費を補助する。 

 

（継続）自家用農産物等安全推進事業（農政課）              58,522 千円 

導入した非破壊検査機を活用し、農産物の安全確認ができるモニタリング検査 

を継続して実施する。 

 

（継続）風評被害対策事業（農政課）                     13,493 千円 

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、伊達市応援隊等） 

 

３ 第２次総合計画（３月議会上程予定）主要事業 

■ともに紡ぐ協働のまちづくり 

 （新規）掛田まちなかサロン運営事業（霊山総合支所）     8,203千円 

ＳＷＣモデル事業として、市民交流と街中の賑わいを創出するために設置さ 

れた掛田まちなかサロンの管理及び運営を、指定管理により実施する。 

 

（新規）同報系防災行政無線整備事業（消防防災課）       7,074千円 

    避難などの防災情報を迅速かつ正確に広範囲へ伝達する同報系防災行政無線

を整備するための実施設計委託を行う。 

 

（新規）本庁舎増築事業（総務課）              28,890千円 

現在は、庁舎が保原本庁舎と梁川分庁舎に別れていて、市の業務が非効率にな

っているので、本庁舎近隣に庁舎を増築し、効率化と市民の利便性の向上を図

るため、基本設計委託を行う。 

 

（一新）地域自治組織推進事業（市民協働課）            56,670千円 

地域が相互の連携と協働によるまちづくりをするために設立する地域自治組

織に対して、組織の立ち上げや地域課題の解決に向けた活動を支援する交付金

を交付する。 

 

（一新）消防団活動事業（消防防災課）                158,367千円 

消防団の組織見直しを行い消防施設や備品の整備計画を作成するとともに、 



消防団員の新規入団者の確保や、新規格の消防団作業服へ更新し、消防力の強 

化、及び消防団員の士気高揚を図る。 

 

（一新）健幸都市推進事業（健幸都市推進室）         27,146千円 

健幸都市を市民へ広く波及するため、普及啓発を行いながら、モデル地区で 

の成果や地域特性を活かした歩くしかけ事業など、全市展開を目指した健幸都

市の推進を図る。また、ＳＷＣ総合特区における取り組みとして、10 市連携の

もと、まちづくりの再構築、健幸クラウド活用、健幸ポイント事業を推進する。 

 

（継続）霊山中央交流館改修事業（霊山総合支所）         66,656千円 

ＳＷＣ事業の一環として、歩いて健康になるまち、自然に歩きたくなるまち 

を目指し、健康管理と地域コミュニティの拠点として整備する。 

 

（継続）空き家対策事業（市民協働課）               8,950千円 

平成 26 年度委託事業で作成した空き家マップ等を活用し、現地外観調査を実 

施し、伊達市全域の家屋の危険度や利用度等に関して調査する。また、所有者 

意向調査を実施することにより、空き家の今後の利用予定等について確認する。 

 

■豊かな心を育むまちづくり 

（新規）月舘認定こども園整備事業（こども支援課）    23,000 千円 

月舘幼稚園と月舘保育園と統合し、幼保連携型の「月舘認定こども園」を設 

置するため、月舘保育園に保育室を増築する。 

 

（新規）出産祝金支給事業（こども支援課）        37,500 千円 

多子世帯への経済的支援として、第３子以降の子どもの出産に対し５０万円の

出産祝金を支給する。 

 

（新規）私立幼稚園運営費負担金事務（私立幼稚園利用者負担軽減）（こども支援課） 

                             35,044 千円 

「子ども・子育て関連 3法」が成立し、私立幼稚園と認定こども園の幼稚園部 

分（1号認定）の保育料を、27年度以降は市町村が決めることとなるため、公 

立幼稚園、私立幼稚園、認定こども園（1号認定部分）の保育料月額を一律 5,700 

円とする。 

 

（新規）スポーツ施設指定管理事業（教育総務課）        103,811千円 

体育館、屋外運動場、テニスコート等 17施設を民間活力の導入によって指定

管理することにより、公共サービスの質の向上と経費の低減に取り組む。 

 

 



（新規）保原体育館改修整備事業（教育施設課）          10,000 千円 

        耐震性能が不足し、老朽化が著しい保原体育館の耐震補強と全面改修の工事 

を実施するため、基本計画の策定と基本設計を行う。 

 

（一新）放課後児童健全育成事業（こども育成課）    125,429千円 

市内10箇所に放課後児童クラブを設置し、遊びや生活の場を提供し、子ども 

たちの健全な育成を図ると共に、平成26年度に開発した、教育的要素を取り入 

れたプログラムにより、効果的な実践と、指導員のスキルアップ研修を実施す 

る。 

やながわ児童クラブ館では、通常の放課後児童クラブ以外にも、幼児子育て 

広場や、遊びの広場等幼児対象の事業を実施し、児童クラブ登録者以外でも広 

く利用できる施設として運営する。 

 

（一新）伊達認定こども園整備事業（こども支援課）    141,600 千円 

伊達認定こども園整備に係る費用を設置事業者へ補助を行う。 

 

（一新）小学校施設整備事業（教育施設課）         26,435千円 

     耐震性能が不足し、老朽化が著しい上保原小学校校舎の耐震改修事業を行う。 

 

（継続）学校給食センター建設事業（学校給食センター）   286,400千円 

老朽化した保原・梁川学校給食センターを統合・改築する、新給食センター 

の実施設計と土地の造成を実施する。 

 

■地域の魅力が輝くまちづくり 

（新規）保原総合公園維持管理事業（指定管理）（都市計画課）   23,686千円 

保原総合公園の維持管理を民間活力の導入によって指定管理することにより、 

公共サービスの質の向上と経費の低減に取り組む。 

 

（一新）伊達支所観光施設維持管理事業（伊達総合支所）          570千円 

高子地区と愛宕山の展望台やサイクリングロード等を連携させた観光コース 

の基礎計画作成を行い、地域の垣根を越えた魅力ある地域観光を創設する。 

 

（継続）農業後継者育成支援事業（農政課）                9,030千円 

地域農業の高齢化や後継者不足・耕作放棄地の増加等を解消するため、認定 

新規就農者の経営を支援する。 

 

（継続）ふくしま森林再生事業（農林整備課）           118,335千円 

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、計画の 

策定と森林・路網整備を行い、森林再生を図る。 



（継続）中心市街地活性化コミュニティ活動事業（商工観光課）     20,894千円 

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。 

新規出店・起業者 家賃補助  2/3補助上限  200千円 5件 

改修費補助 1/3補助上限 1,600千円 5件 

 

（継続）観光事業（商工観光課）                  31,683千円 

市の魅力を情報発信し、ブランド力の向上を図り、市外より多くの人を引き 

込む魅力ある観光産業を創出する。また、地域経済の循環と地域の活性化の 

ため、特産品を活用した６次化商品を開発する。 

ふくしまＤＣでは、新たに整備された梁川八幡神社の広場を活用し、伊達氏 

発祥の地である伊達市の歴史とやながわ希望の森公園のＳＬや桜など、市の観 

光素材を活用するとともに、観光ツアーも実施しながら、誘客を図る。 

観光諸費                    1,746千円 

観光誘客促進事業               9,732千円 

福島市・相馬市・二本松市・伊達市観光圏整備事業  1,155 千円 

観光でにぎわう魅力づくり事業   19,050千円 

 

（継続）伊達氏ゆかりの史跡整備事業（商工観光課）      98,950千円 

梁川八幡神社周辺の整備（政宗にぎわい広場からの散策路、飛翔の広場の造 

成）を実施する。 

 

■こころ寄り添う健やかなまちづくり 

 （新規）生活困窮者自立支援事業（社会福祉課）            9,746 千円 

生活困窮者に対し、自立の促進を図ることを目的に相談員の配置、家賃費用 

給付等を実施する。 

  

（新規）障がい福祉施設環境整備事業（社会福祉課）        10,000千円 

障がい者等が、地域において自立した生活を送ることができるように、事業者

等が行う通所施設やグループホームなどの生活基盤の整備に係る費用の一部を

市が単独で補助する。 

補助 施設新築事業者 （３/４） 改修等事業者（１/２） 

 

（新規）地域介護・福祉空間整備事業（高齢福祉課）       20,580千円 

   介護施設等を整備する事業者に開設準備経費について補助する。 

       補助 介護事業者 （１０/１０） 

 

 

 



（新規）介護基盤等整備事業（高齢福祉課）                  126,786千円 

介護施設等を整備する事業者に施設整備及び開設準備経費について補助する。 

補助 介護事業者 （１０/１０） 

 

（新規）地域医療確保対策事業（健康推進課）              106,271千円 

救急医療や周産期医療などの不採算医療を担う公的病院等（特別交付税対象

医療機関）に対し、運営費の一部を助成する。 

補助 公的病院等 （特別交付税対象額以内） 

 

（一新）健康運動習慣化支援事業（元気づくり事業）（健康推進課）  74,906千円 

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、健康寿命の延伸を図る。 

元気づくりシステムを活用した各集会所での運動普及のための教室と、地区の 

リーダー育成を実施し、地域で住民自ら継続実施できる仕組みを構築し、全市展 

開を進める。 

 

（継続）地域生活支援事業（社会福祉課）              72,841千円 

地域の特性や利用者の状況に応じた事業を実施し、障がい者が住みなれた地 

域で自立した生活を営むことができるよう、各種福祉サービスを提供する。 

 

【介護保険特別会計事業】 

（一新）介護予防事業（高齢福祉課） 107,970千円 

継続：筋力トレーニング事業、脳の健康教室事業、介護予防訪問事業、介護予防普及啓 

発事業 

新規：要支援１・２該当者の訪問介護・通所介護を、介護予防・日常生活支援総合事業 

へ移行する。 

（一新）包括的支援事業・任意事業（高齢福祉課）   148,415千円 

継続：地域包括支援センター運営事業、配食サービス事業、介護相談員配置事業など 

 新規：認知症対策支援事業、認知症初期集中支援チーム設置事業、生活支援コーディネ 

ータ配置・協議体設置事業、介護給付費適正化事業 

 

 

 

 

 

 

 

 



■自然と調和し快適で住みよいまちづくり 

（新規）ＳＷＣ歩きたくなる公園整備事業（都市計画課）       11,664千円 

      健幸都市における歩くしかけ事業の全市展開を進めるため、既存公園内（梁

川地域、月舘地域）に健幸器具を設置する。 

 

（新規）ＳＷＣ掛田地区駐車場整備事業（都市計画課）               4,500千円 

     掛田地区の商店街を地域の核に位置付け、地域活力の向上を図るため、駐車

場を整備する。 

 

（継続）ＳＷＣ掛田地区市道整備事業（土木課）                   90,400千円 

 

（継続）ＳＷＣ掛田地区コミュニティ道路整備事業（土木課）          5,000千円 

 

（継続）ＳＷＣ掛田地区ポケットパーク整備事業（都市計画課）      18,665千円 

 

（継続）道路新設改良事業（継続 9路線）（土木課）          267,335千円 

 

（継続）道路新設改良事業（単独事業）（継続 3路線）（土木課）     68,900千円 

 

（継続）さわやか現道整備事業（生活道路の舗装等の整備）（土木課） 189,000千円 

 

（継続）やながわ希望の森公園維持管理事業（商工観光課）           29,326千円 

ふくしまＤＣにおいて、市民の憩いの場である希望の森公園を活用し、観光 

誘客に繋げる。 
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