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Ⅰ　みらい創生事業

１　地域創生戦略事業
新規 地方創生推進交付金事業（総合政策課） 79,234千円

①産官民連携まちづくり会社の設立事業 28,468千円

②まちなかワイナリー事業 11,384千円

③森林資源を活かした生業づくり事業 12,202千円

④英語が溶け込むまちづくり事業 17,496千円

⑤子育てファミリーウェルカム事業 3,875千円

⑥伊達市子育てアプリ事業 5,809千円

新規 伊達な地域創生戦略進行管理事業（総合政策課） 724千円

継続 ふるさとティーチャリングプロジェクト事業（総合政策課） 8,834千円

継続 産前産後子育て支援ヘルパー派遣事業（こども支援課） 3,352千円

継続 猪革プロジェクト事業（農政課） 15,000千円

継続 伊達田園回帰支援事業（農政課） 2,300千円

　有害鳥獣であるイノシシの皮を地域資源として活用した商品開発を行うことに
より、地域の活性化や雇用の創出につなげる。

　伊達田園回帰塾として、農業体験・伝統文化及び地域住民との交流など伊達市
の田舎暮らし体験ツアーを実施し、新規就農者による中山間地域の活性化を図
る。

　家事育児に家族の援助が受けられず、日常生活に支障が生じている妊産婦及び
子育て中の母親等に対し、子育てヘルパーを派遣することで、安心して子育てが
出来る家庭環境を支援する。

－平成２８年度一般会計当初予算のポイント－
（□新市建設　新規＝新規事業、一新＝一部新規事業、継続＝継続事業　）

　伊達な地域創生戦略に位置づけられた事業を円滑に執行するため、地方創生推
進交付金を活用し創生戦略の推進を図る。

　中心市街地の魅力向上を図り、まちなかの賑わい創出のため、伊達地域を中心
に産官民連携組織の組織化、まちづくり会社の設立、人材育成を図る。

　ワイン用ぶどう畑の整備や空き店舗等を活用した「まちなかワイナリー」の創
設により、市民及び観光客の交流の場の創出とワイン用ぶどうの産地化を図る。

　林業再生に向け、林業就業者の育成を図り、「しごと」として継続できる関連
事業への支援を行う。

　就学前児童の健全育成と子育て世帯の移住促進を図るため、認定こども園等に
外国人スタッフを配置し、自然と身につく英語体験ができる環境整備を図る。

　人口減対策と保健分野の人材確保のため、県外のシングルペアレントの移住促
進と介護サービス事業等における就労支援を行う。平成28年度は、準備期間とし
て事業者の意向調査や第1期生の募集を行う。

　スマートフォンアプリを活用し、子育てに関する情報や育児に関する相談受付
などを行う。

　伊達な地域創生戦略に定める施策や事業の進捗状況や効果を検証し、目標の達
成に向けて事業の改善を図るため、学識経験者等で構成する外部評価推進組織に
よる検証を行う。

　中山間地域小学校区において、首都圏在住の学生等を寺子屋教室の講師として
招き、こどもたちの勉強のお手伝いや地域の方とのふれあいを通じて、伊達市の
魅力の再発見と「ふるさと」の価値を高める「第２のふるさとづくり」を推進す
る。

資料１ 別添
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２　主要事業

□新規 月舘地域交流施設整備事業（月舘総合支所） 120,577千円

□新規 保原認定こども園整備事業（こども支援課） 9,000千円

新規 適正規模・適正配置推進事業（学校教育課） 1,217千円

新規 小中一貫校建設事業（教育総務課） 4,100千円

□新規 伊達小学校改築事業（教育総務課） 11,794千円

新規 （伊達）こども遊び場整備事業（こども支援課） 27,590千円

一新 空き家対策事業（市民協働課） 3,096千円

一新 健康運動習慣化支援事業（健幸都市づくり課） 85,352千円

一新 企業誘致推進事業（商工観光課） 63,571千円

一新 遊具の設置や子育てのイベント開催事業（こども育成課） 13,500千円

□継続 霊山高原構想整備事業（霊山総合支所） 191,000千円
　東北中央道の開通に伴い霊山地域の地域資源を最大限活用した新たなまちづく
り「霊山高原構想」に基づき、霊山こどもの村に整備されている「遊びと学びの
ミュージアム」に加え、「こどもの本」をテーマとした参加・体験型こども
ミュージアムの設計、用地造成に着手し、霊山地域の新たな地域振興事業を進め
る。

　被災の影響を受けている子ども達が抱える課題を解決し、元気で健やかな子ど
もの成長のため、子育てイベントの開催、専門家等による子どもの遊びの支援、
保育所等への児童劇等の巡回公演、県外へのバスハイク等を行う。

　月舘地域の地域振興を図るため、月舘運動場照明施設及び管理棟の改修、クラ
インガルデン整備基本計画策定及び基本・実施設計、月舘まちづくり環境整備工
事を行う。

　保原保育園と保原幼稚園を統合し、認定こども園として就学前保育教育を行う
環境整備を図るため、建設予定地の調査、造成工事設計等を行う。

　小中学校適正規模・適正配置基本計画に基づき、小学校統合や小中一貫教育推
進委員会を立ち上げ検討を行う。

　老朽化した校舎や小中学校の適正規模を考慮し、月舘地域に小中一貫校の建設
を検討し、敷地測量と周辺のインフラ調査を実施する。

　老朽化した伊達小学校の改築について、建設検討委員会を設置し基本計画を策
定し、敷地測量等を実施する。

　元気で健やかな子どもたちの成長のため、伊達地域にこども遊び場の整備を進
める。平成28年度は敷地測量、基本設計、実施設計を行う。

　協議会を設置し、平成27年度実施の空き家実態調査結果を基に、空家等対策計
画を策定する。また、空き家バンクによる全国への情報発信のため、空き家バン
クに登録された物件に対して改修のための補助制度を創設する。

　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、
生活習慣病の予防、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。

　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、企業訪問や企業セミナーを開催し
企業誘致を推進する。
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継続 健幸都市推進事業（健幸都市づくり課） 21,309千円

継続 合併１０周年記念事業（総務課） 31,202千円

□継続 伊達認定こども園整備事業（こども支援課） 388,802千円

継続 霊山上小国地区給水拡張事業（水道総務課） 102,333千円

□継続 道路新設改良事業（新市）（土木課） 677,063千円

継続 道路新設改良事業（単独事業）（土木課） 81,300千円

□継続 道の駅建設事業（管理課） 717,836千円

□継続 伊達駅前整備事業（都市整備課） 21,000千円

継続 ＳＷＣ歩きたくなる公園整備事業（都市整備課） 11,081千円

□継続 保原総合公園拡張整備事業（都市整備課・総合政策課） 135,585千円

継続 同報系防災行政無線整備事業（消防防災課） 701,851千円
　避難などの防災情報を迅速かつ正確に伝達する同報系防災行政無線を整備し市
民の安全確保を図る
　平成27年度実施設計、平成28年度整備工事（市内全域）

　健幸都市の理念を広く市民へ普及するため積極的に啓発を行いながら、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、健幸クラウド事業等を推進するとともにマルシェ事
業として伊達地域に加えて月舘地域においても事業補助を実施する。

　合併10周年という記念すべき年にあわせ、これまでの歩みを振り返るととも
に、これからの伊達市の発展を市民と作りあげていく契機とするため、様々な記
念事業を展開する。
・10周年記念式典・10周年記念フェスティバル・伊達市ゆかりの美術展・行政記
録（10年史）発行

　周辺道路の改良舗装整備のほか、認定こども園の建築主体工事に係る費用を設
置事業者に補助する。29年度開園予定

　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）

　新市建設計画に基づく道路新設改良事業を実施する。
道路　６路線　　水路　1箇所

　道路新設改良事業（単独事業）に係る
　道路　５路線　　水路　１箇所

　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、相馬福島道路霊山
ＩＣ（仮）と国道１１５号線のアクセス道路に隣接して「霊山道の駅」を整備す
るため、造成工事及び建築工事を行う。建築工事平成28年～平成29年予定として
継続費設定

　伊達駅前整備に伴う、基本計画、実施設計及び用地測量業務を実施する。

　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、歩きたくなる公園
整備として、保原地域の５公園に健康器具の設置を行う。

　保原総合公園拡張整備に向けて、駐車場等の盛土工事を行う。
　また、公園利用者の増加に対応し利便性の確保を図る必要があるため、阿武隈
急行大泉駅から保原総合公園へのアクセス整備に向けた検討をすすめる。
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□継続 通学合宿所整備事業（教育総務課） 31,000千円

継続 小学校施設整備事業（教育総務課） 11,830千円

継続 中学校施設維持管理事業（教育総務課） 104,806千円

□継続 保原体育館改修整備事業（教育総務課） 20,086千円

□継続 学校給食センター建設事業（学校給食センター） 1,086,178千円

　子どもたちの自主性、協調性を伸ばし、「生きる力」を育むための施設として
通学合宿所を整備するため、基本設計及び実施設計を行う。

　小学校校舎や屋内運動場の耐震化や長寿命化のための改修を行う。
　掛田小学校（耐震基本計画）

　中学校施設の営繕及び施設管理業務を行う中で、老朽化した松陽中屋内運動場
屋根の改修、伊達中トイレ改修工事を行う。

　老朽化した保原体育館の耐震補強、大規模改修を実施し、リニューアルさせる
ための実施設計を行う。

　老朽化した保原・梁川学校給食センターを統合し、改築する。
　建築工事期間を平成28年～平成29年の予定として継続費設定。
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Ⅱ　放射能対策事業

一新 除染対策事業（放射能対策課） 1,077,203千円

一新 除染対策事業（土木課） 669,810千円

一新 避難者帰還推進事業（放射能対策課） 13,710千円

継続 農地等除染対策事業（農政課） 146,862千円

継続 農地等除染対策事業（農林整備課） 90,800千円

継続 環境放射線モニタリング事業（放射能対策課） 28,818千円

継続 外部被ばく検査事業（健康推進課） 150,917千円

継続 内部被ばく検査事業（健康推進課） 54,726千円

継続 心と体の健康管理事業（健康推進課） 16,536千円

　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、ホール
ボディカウンタによる検査を実施する。小中学生については、学校毎に送迎バス
による集団受検を実施する。

　元気アップ復興隊（専門家のチーム）により、お茶のみ会等（ストレス解消の
講話等）を実施し、心と体のケアを行う。また、小学生の運動不足解消教室を実
施し、運動による健やかな育成を図る。

　放射能外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、積算線
量計を配布し、日常の放射線量の測定に取り組む。

　市民の放射線に対する不安解消を図るため、仮置場の維持管理、仮設焼却炉へ
の可燃物搬出、本格輸送に伴う搬出業務等のほか、Ｂエリアの事後モニタリン
グ、Ｃエリアのフォローアップ事業等を実施する。

　市道除染152ｋｍを平成27年度補正予算に引き続き実施する

　自主避難者を支援し、伊達市への帰還を促進するため、県外避難者相談窓口の
設置、県外避難者情報交換・交流会への職員参加、避難者への情報提供等を実施
する。
　また、伊達市への帰還者等を支援するため、自主運営型サロン事業への補助金
交付、県外避難者と帰還者の交流と問題解決支援事業（平成28年度新規事業）を
実施する。

　放射線暫定基準値を超える農業系汚染廃棄物（堆肥、稲わら等）の一時保管及
び一時保管場所の維持管理を行うとともに、水稲、大豆、牧草、果樹を対象とし
た放射性物質吸収抑制対策及び作付再開水田の除草剤等の補助により営農再開を
支援する。

　キノコの圃場のホダ場除染を行う。また、山菜や樹木への放射能セシウム移行
を検証する実証実験を継続実施する。（里山・山林除染の取り組み）

　市民の放射線に対する不安を解消するため、伊達市内の環境放射線量モニタリ
ングを実施し、広報紙、ホームページ等で公表する。
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Ⅲ　第２次総合計画主要事業

　１　ともに紡ぐ協働のまちづくり

一新 保原交流館維持管理事業（保原総合支所） 158,699千円

一新 消防団活動事業（消防防災課） 139,549千円

一新 ファシリティマネジメント推進事業（財政課） 16,787千円

一新 保原ふれあいセンター維持管理事業（高齢福祉課） 31,946千円

継続 地域自治組織推進事業（市民協働課） 69,908千円

□継続 本庁舎増築事業（総務課） 1,080,366千円

　２　豊かな心を育むまちづくり

一新 ひとり親家庭自立支援給付金事業（こども支援課） 1,800千円

一新 放課後児童健全育成事業（こども育成課） 148,434千円

一新 幼稚園管理運営事務（こども育成課） 206,199千円

一新 学校図書館機能活性化事業（学校教育課） 14,483千円

一新 体育施設維持管理事業（教育総務課） 35,608千円
　体育施設の営繕及び施設管理業務を行う中で、市内唯一の公認50ｍプールであ
る梁川プールの大規模改修を行う。

　学校図書館への司書配置を2名増員（霊山中（霊山地域の小中学校5校を担
当）、月舘中（月舘地域の小中学校3校を担当））し、学校図書館を充実させ、
学びの環境の充実により児童生徒の学力向上に結び付ける。

　交流館の維持管理のほか、保原中央交流館及び大田地区交流館の老朽化した空
調設備の改修工事を行う。

　消防団の適正かつ円滑なる運営とその活動促進を図るための経費のほか、団員
の安全確保から作業靴（全団員分）を配備する。

　（仮称）公共施設配置適正化計画の策定を進めるとともに、新地方公会計制度
（複式簿記）に対応するための準備作業を進める

　平成２８年度から高齢者筋力トレーニング事業の会場として利用予定である
が、冷暖房が老朽化のために不具合を生じている状態であるため、冷暖房設備の
更新を実施する。

　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

　保原本庁舎、梁川分庁舎と分散による非効率面を解消するため、本庁舎増築に
取り組むため、実施設計及び建築工事を行う。
　建築工事平成28年～平成29年予定として継続費設定

　高校を卒業していないひとり親家庭の親又は子が、高卒程度認定試験の合格を
目指す講座を受講する場合に、受講料、入学料の一部を予算の範囲内で支給す
る。（高等学校卒業程度認定試験合格支援事業）

　市内放課後児童クラブ１１箇所の運営のほか、平成28年度より、障害のある子
どもの児童クラブを利用する機会の確保と環境整備を図るため、支援の必要な児
童に対する巡回指導に要する経費を委託する。

　公立幼稚園の管理運営のほか、梁川幼稚園及び月舘幼稚園の園舎解体工事を行
う。



【平成28年2月19日定例会見資料】

継続 埋蔵文化財保護事業（文化課） 23,762千円

　３　地域の魅力が輝くまちづくり

新規 観光物産交流協会設立事業（商工観光課） 20,000千円

一新 農業振興事業（農政課） 61,210千円

　　　農業振興対策補助事業 11,210千円
　　　農業振興支援事業 50,000千円

一新 プレミアム共通商品券発行支援事業（商工観光課） 23,000千円

一新 伊達支所観光施設維持管理事業（伊達総合支所） 10,744千円

継続 ふくしま森林再生事業（農林整備課） 34,500千円

□継続 梁川歴史と文化のまちづくり整備事業（梁川総合支所） 85,882千円

継続 観光事業（商工観光課） 63,009千円

　　　観光諸費 3,726千円
　　　観光誘客促進事業 24,910千円
　　　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 33,218千円

　４　こころ寄り添う健やかなまちづくり

一新 健康だて２１計画策定事業（健康推進課） 4,152千円

　国の史跡指定を目指し、梁川城跡の発掘調査を継続する。

　伊達市の観光発信拠点を担う一般社団法人伊達市観光物産交流協会の設立を支
援する。

　拡大する「モモせん孔細菌病」対策として薬剤補助を拡充するとともに、国県
補助事業を活用し、防風ネット設置費用について助成し、生産者の支援をする。
　薬剤（補助率３／10）、防風ネット設置（補助率５／６）

　プレミアム商品券の発行事業を行い、地域経済の活性化と小規模商店の活性化
を図る。

　愛宕山周辺の観光推進構想策定に伴い、主要施設となる愛宕山展望台の塗装修
繕工事を行う。

　原発事故により森林整備や林業生産活動が停滞し、森林の有する水源かん養や
山地災害防止等などの公益的機能が低下しているため、間伐等の森林施業と路網
整備を一体的に実施し、森林の公益的機能を維持し伊達市の森林再生を図る。泉
原鹿頭山地区、石田熊屋敷地区

　梁川地域の地域振興を図るため、梁川の地域資源である「歴史」を活用した街
中回遊や交流の拠点施設「まちの駅」の整備を図るため、土地購入及び基本実施
設計を行う。

　県内外からの観光誘客促進と地域経済活性化を図るため、アフターふくしまＤ
Ｃを活用し、伊達氏発祥の地をＰＲするアニメ制作と試写会や歴史巡りツアーを
実施するとともに、広域観光協議会等に参画し、広域連携の観光事業等を展開す
る。

　誰もが生涯を通じ安心して心身ともに健やかに暮らすことができるように、健
康増進法に基づき平成２９年度から平成３８年度を第２次計画期間として「健康
だて２１（2次）」を策定する。



【平成28年2月19日定例会見資料】

一新 伊達市総合福祉計画策定事業（社会福祉課） 5,934千円

一新 臨時福祉給付金給付事業（社会福祉課、総務課）） 361,289千円

一新 高齢者福祉計画策定事業（高齢福祉課） 4,440千円

一新 予防接種事業（任意）（健康推進課） 10,208千円

継続 障がい福祉施設環境整備事業（社会福祉課） 18,900千円

継続 介護基盤等整備事業（高齢福祉課） 120,335千円

　５　自然と調和し快適で住みよいまちづくり

新規 地域公共交通活性化協議会参画事業（総合政策課） 9,321千円

一新 橋梁維持管理事業（土木課） 44,574千円

継続 新エネルギー推進事業（生活環境課） 7,200千円

継続 道路維持管理事業（土木課） 150,604千円

□継続 ＳＷＣ掛田モデル地区整備事業 112,337千円

　　　計画提案事業（霊山総合支所） 1,000千円
　　　計画提案事業（商工観光課） 5,000千円
　　　市道整備事業（土木課） L=140m 41,000千円
　　　コミュニティ道路整備事業（土木課）L=450m カラー舗装 22,000千円
　　　駐車場整備事業（都市整備課） 1箇所 25,704千円
　　　ポケットパーク整備事業（都市整備課1箇所 17,633千円

　地球温暖化防止対策として、再生可エネルギーの普及を推進するため、住宅へ
の太陽光発電設置費用に対して補助を実施する。８万円×９０件

　市道の維持管理を行うとともに、道路ストック総点検による社会資本整備総合
交付金を活用し、舗装修繕工事を実施する。

　ＳＷＣ総合特区モデル地区の掛田地区において、歩いて健康になるまちづくり
を目指し、将来的なまちづくりのソフト事業及びインフラ整備事業を実施する。

　平成２９年度に策定する高齢者福祉計画と介護保険事業計画のための基礎調査
として、日常生活圏域ニーズ調査を実施する。

　定期接種以外の予防接種の中で、重症化予防が図られるワクチンの接種費用の
助成を行う。インフルエンザ、風疹ワクチンに加え、２８年度からはロタワクチ
ンの助成をはじめる。

　障がい者等が、地域において自立した生活をおくることができるように、社会
福祉法人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
一部を補助する。
　施設新築事業者（補助率３/４）　改修等事業者（補助率１/２）

　介護サービスの充実を図るために、介護保険事業計画で予定している認知症高
齢者グループホーム等施設整備を行う事業者に対し補助金を交付する。
　介護事業者（補助率１０/１０）

　地域公共交通ネットワークの再構築を図るため、伊達市地域公共交通活性化協
議会において地域公共交通再編実施計画を策定するための費用を負担金として支
出する。

　橋梁の維持管理を行うとともに、市内橋梁の５年間における点検作業を28年度
から取り組む。

　低所得者に対し、消費税引上げによる影響を緩和するため、簡素な給付措置を
引き続き行う。また、賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者、障害・遺
族基礎年金受給者に新規に給付金を支給する。

　ともに支え合う福祉の充実、生活の安定と自立支援を目指して、社会福祉法の
規定に基づき平成２９年度から平成３３年度までを第３期として「地域福祉計
画」を策定する。
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