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平成 29 年度当初予算のポイント 

 

  

 

 

 

       

318 億 1,200 万円 （対前年度 △15 億 2,600 万円 △4.6％ ） 

① みらい創生事業 39億 5,453 万円 （ △12億 4,542 万円 ） 

② 放射能対策事業 18億 8,252 万円 （ △6億 200 万円 ） 

③ 第 2次総合計画事業 259億 7,495 万円 （ ＋3億 2,142 万円 ） 

 

第２次総合計画３年目となる平成 29年度は、計画が掲げる「健幸と個性が

創る 活力と希望あふれる故郷 伊達市」の将来都市像に向け、高齢社会へ

の対応としての「共助社会の構築」を始め、本市のみらいを創生し、将来の

発展に資する事業へ重点的に予算を配分しました。  

 

  

     

① 市税 55億 1,964万円    

② 地方交付税         100億 237万円    

③ 国庫支出金 29億 9,493万円    

④ 県支出金 34億 337万円    

⑤ 市債 42億 8,350万円    

  

市の主要な財源である地方交付税は、交付税一本算定に向けて段階的に縮減される

額を考慮して減額を見込みました。 

 

歳入合計 

318億 
1200万円 

地方交付税 

  31.4% 

 100億237万円 

その他の交付金         

 3.6% 

 11億6,588万円 

地方譲与税 

 1.1% 

 3億4,006万円 

市税 

 17.4% 

 55億1,964万円 

税外収入 

12.9%  

41億225万円 

市債 13.5% 

42億8,350万円 
  

県支出金 10.7% 

34億337万円 

国庫支出金 9.4% 

 29億9,493万円 

自主財源  30.3%  
 96億2,189万円 

依存財源 69.7% 

 221億9,011万円  

２ 歳  入 

１ 予算規模 

資料１ 
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① 義務的経費 128億 52万円    

② 投資的経費 46億 674万円    

③ その他 144億 474万円    

 

 同報系防災行政無線の整備が完了したことなどから、投資的経費が減少しました。 

 

 
 

 

  

補助費等 

13.0%  

41億4,062万円 

貸付金 0.5%  

1億6,560万円 

維持補修費 0.6% 

 1億9,127万円 

積立金 0.4% 

 1億4,250万円 人件費 

13.8% 

43億9,233万円 

扶助費 14.2% 

45億3,206万円 

普通建設事業 

 14.5%  

46億674万円 

公債費12.2%  

38億7,613万円 

予備費 0.3% 

 1億円 

繰出金6.9%  

21億8,267万円 
投資及び出資金 0.2%  

 5,010万円  

歳出合計 

318億 
1,200万円 

物件費 

 23.4% 

74億3,198万円 

義務的経費 

128億52万円 40.2%  

投資的経費 

46億674万円 14.5% 

その他 

144億474万円 45.3% 

３ 歳  出 
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新規：新規事業、一新：一部新規事業、継続：継続事業 

Ⅰ 一般会計  

○みらい創生事業 

 

【新規】 地域通貨モデル事業（共助社会構築推進事業）  20,401千円 

   地域通貨導入により、支援の必要な高齢者（運転免許返納者を含む）を有償ボラ

ンティアが支援する仕組み構築のためのモデル事業。 

 

【新規】 伊達市版ネウボラ事業（切れ目のない子育て支援）31,240千円 

    妊娠期から就学前までの子育てに関する相談等をネウボラ保健師（専任）が継続 

的に支援する。 

 

【新規】 ＳＷＣモデル事業（白根地区健幸拠点整備事業） 14,352千円 

    健幸都市モデル白根地区における健幸都市拠点整備に向け、基本計画等を策定す

る。 

 

【一新】 地方創生事業                  

      地方創生に資する事業を行う。 

        ・英語が溶け込むまちづくり事業           11,139千円 

・チルドレンズ・インダストリー事業          7,870千円 

・伊達の生涯活躍のまち加速化事業          20,842千円 

 

【一新】 伊達地域まちづくり活性化事業         24,000千円 

（一社）まちづくり伊達との連携した取組により、伊達中央通り商店街周辺一

帯の活性化事業を行う。 

 

【一新】 空き家バンク運営事業（空き家対策事業）     2,964千円 

移住推進を図るため空き家バンクを運営し、移住希望者のマッチング及び空き家

改修費用の補助を行う。 

 

【一新】 伊達小学校改築事業              256,000千円 

    老朽化した伊達小学校の教育環境改善のため、基本設計、敷地及び周辺整備に必 

要な調査を実施する。 

 

 

 

４ 主要事業 
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新規：新規事業、一新：一部新規事業、継続：継続事業 

 

【一新】 屋内運動場整備事業（こども遊び場整備事業）  341,243 千円 

 子どもたちの心身ともに健やかな成長を図るため、伊達地域に屋内運動場を整備 

する。 

 

【継続】 道の駅整備事業                758,780千円 

   相馬福島道路（復興支援道路）の（仮称）霊山インターチェンジと国道115号線 

のアクセス道路沿いに観光や地場産業振興推進を図るため、「霊山道の駅」を整備す 

る。 

 

【継続】 伊達駅前整備事業               200,000千円 

    交通結節点強化のため公共交通の乗り入れ推進を図るとともに、JR伊達駅前広場の

ロータリー化を行う。 

 

 

   【継続】 保原総合公園拡張整備事業・通学合宿所整備事業 

 532,887千円 

     ・公園整備事業…市民の健康増進や青少年健全育成、福祉向上に資するため、保 

原総合公園をスポーツレクリエーションの拠点として拡張整備

する。（268,589千円） 

     ・合宿所整備事業…市内の小学5年生を対象とした通学合宿所体験事業を行うた 

め、保原総合公園内に合宿所を整備する。継続費を設定し、平

成30年度完成をめざす。（264,298千円） 

 

【継続】 学校給食センター建設事業           311,669千円 

    老朽化した保原及び梁川学校給食センターを統合し改築する。平成28年度からの

継続事業で、平成29年度内完成をめざす。 
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新規：新規事業、一新：一部新規事業、継続：継続事業 

○放射能対策事業 

 

 

【新規】 ため池等放射性物質対策事業          3,500千円 

     農作物、営農への影響及びため池の適正な管理の観点から放射性物質対策事業 

（福島再生加速化交付金）によりため池1か所をモデル的に実施し、詳細調査を行う。 

【継続】 除染対策事業（4件）            1,458,602千円 

生活圏除染等に伴い発生した除染廃棄物及び農業系汚染廃棄物を適正に管理し、 

市民の放射線に対する不安を解消する。 

【継続】 避難者帰還推進事業                775千円 

    県外自主避難者の帰還を促進するため、情報提供を行う。また市内の帰還者支 

援のため自主運営型サロンに対する支援を行う。 

【継続】 健康管理事業（3件）            210,176千円 

   放射能外部被ばくによる市民の健康不安解消及び安心確保のため、健康管理事業 

を継続する 

・外部被ばく検査事業…積算線量計による日常生活の放射線量を測定し、市民に

お知らせする。（144,865千円） 

・内部被ばく検査事業…ホールボディカウンターによる内部被ばくを測定し、市

民にお知らせする。小・中学生は、学校ごとに送迎バスに

よる集団受検を行う。（48,816千円） 

・心と体の健康管理事業…元気アップ復興隊（専門家のチーム）によるお茶のみ

会等の地区支援・母子支援や健やか運動教室での心と体

のケアを行う。（16,495千円） 

 

 

 

 

○第2次総合計画主要事業 

 

【継続】 本庁舎増築事業               1,200,584 千円 

     保原本庁舎と梁川分庁舎に分かれている本庁機能を一元化し、市民サービスの向

上と事務の効率化を図るため、本庁舎増築工事を行う。平成30年度完成をめざし継

続費を設定して行う。 

 

【新規】 放課後児童クラブ建設事業            7,983千円 

     放課後に児童が安全・安心に過ごすことができるとともに、集団生活や遊びを通

し健やかな育成に資するため、だて児童クラブ施設建設の基本設計を行う。 
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新規：新規事業、一新：一部新規事業、継続：継続事業 

 

【一新】 埋蔵文化財保護事業               21,849千円 

   梁川城跡の出土品・記録図面の整理を行うとともに、梁川城跡の総合調査報告書（国

庫補助事業）を作成し、国史跡化をめざす。 

 

【継続】 歴史観光推進事業（2件）             63,551千円 

     ・伊達氏ゆかりの史跡整備事業 

梁川八幡神社周辺の散策路を整備し、歴史観光誘客を図る。（36,000千円） 

 

・政宗ダテニクル制作（観光誘客促進事業） 

政宗ダテニクルの第5話、第6話の制作及び上映会、プロモーション事業による歴

史観光に重点を置いた本市のPRを行う。（27,551千円） 

 

 

【新規】 地球温暖化対策実行計画策定事業        12,512千円 

    公共施設の温室効果ガスの排出抑制を行うため、実行計画を策定し、2030年までに

2013年比40％の温室効果ガス排出削減をめざす。 

 

【新規】 高子駅北地区住宅団地整備事業          9,000千円 

   「安心して子育てができ、安心して歳がとれるまち」をめざし、公共性の高い土地

区画整理事業として住宅団地を整備する高子駅北地区の事業組合等に対し、支援を

行う。 

 

Ⅱ 特別会計関連事業  

○工業団地特別会計 

  

【継続】 新工業団地開発整備事業            99,474千円 

    伊達市内における産業振興や雇用拡大による定住人口の増加など、地域経済の活

性化を図るため、新工業団地開発に係る実施設計を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 
問い合わせ 

財務部財政課 

電話 575-1189 
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Ⅰ　みらい創生事業

新規 共助社会構築推進事業　（市長直轄総合政策課） 20,401千円

新規 保原まちなか回帰事業　（総務部保原総合支所） 3,500千円

新規 切れ目のない子育て支援事業（伊達市版ネウボラ）　（健康福祉部健康推進課） 31,240千円

□ 新規 ＳＷＣ整備事業（白根地区健幸拠点整備事業）　（健康福祉部健幸都市づくり課） 14,352千円

一新 英語が溶け込むまちづくり事業　（市長直轄総合政策課） 11,139千円

一新 チルドレンズ・インダストリー事業　（市長直轄総合政策課） 7,870千円

一新 伊達の生涯活躍のまち加速化事業（伊達市版CCRC）　（市長直轄総合政策課） 20,842千円

一新 学校施設利活用検討事業　（総務部地域振興対策室） 10,274千円

□ 一新 伊達地域まちづくり活性化事業　（総務部伊達総合支所） 24,000千円

一新 空き家対策事業　（市民生活部市民協働課） 2,964千円

一新 都市間交流事業　（市民生活部市民協働課） 5,744千円

一新 健幸都市推進事業　（健康福祉部健幸都市づくり課） 31,613千円

一新 森林資源を生かした生業づくり事業　（産業部農林整備課） 10,993千円

一新 まちなかワイナリー事業　（産業部商工観光課） 7,640千円

□ 一新 伊達小学校改築事業　（教育委員会教育部教育総務課） 256,000千円

□ 一新 保原認定こども園整備事業　（教育委員会こども部こども支援課） 8,568千円

一新 こども遊び場整備事業　（教育委員会こども部こども支援課） 341,243千円

□ 継続 霊山高原構想推進事業　（総務部霊山総合支所） 137,540千円

□ 継続 月舘地域交流推進事業　（総務部月舘総合支所） 13,777千円

継続 地域自治組織推進事業　（市民生活部市民協働課） 70,528千円

継続 健康運動習慣化支援事業　（健康福祉部健幸都市づくり課） 86,424千円

継続 企業誘致推進事業　（産業部商工観光課） 58,121千円

□ 継続 道路新設改良事業　（建設部土木課） 191,835千円

□ 継続 道路新設改良事業（単独事業）　（建設部土木課） 142,000千円

□ 継続 道の駅推進事業　（建設部管理課） 758,780千円

□ 継続 伊達駅前整備事業　（建設部都市整備課） 200,000千円

継続 ＳＷＣ歩きたくなる公園整備事業　（建設部都市整備課） 11,081千円

□ 継続 保原総合公園拡張整備事業　（建設部都市整備課） 268,589千円

□ 継続 通学合宿所整備事業　（教育委員会教育部教育総務課） 264,298千円

継続 小中一貫校推進事業　（教育委員会教育部教育総務課） 68,106千円

□ 継続 学校給食センター建設事業　（教育委員会教育部学校給食センター） 311,669千円

Ⅱ　放射能対策事業

新規 ため池等放射性物質対策事業　（産業部農林整備課） 3,500千円

継続 除染対策事業（市長直轄放射能対策課） 1,327,814千円

継続 避難者帰還推進事業（市長直轄放射能対策課） 775千円

継続 環境放射線モニタリング事業（市長直轄放射能対策課） 28,538千円

継続 外部被ばく検査事業（健康福祉部健康推進課） 144,865千円

継続 内部被ばく検査事業（健康福祉部健康推進課） 48,816千円

継続 心と体の健康管理事業　（健康福祉部健康推進課） 16,495千円

継続 農地等除染対策事業（産業部農政課） 92,250千円

継続 農地等除染対策事業（産業部農林整備課） 10,000千円

－平成29年度一般会計当初予算主要事業一覧－
（□新市建設　新規＝新規事業、一新＝一部新規事業、継続＝継続事業　）

資料１　別紙



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成29年2月16日定例会見】

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

新規 市民憲章推進事業　（総務部総務課） 197千円

一新 災害（防災）対策事業　（市民生活部消防防災課） 33,002千円

一新 ふるさと納税事務　（産業部商工観光課） 3,265千円

一新 自立したまちづくりプラン策定事業　（建設部都市整備課） 33,930千円

一新 保原駅コミュニティ施設維持管理事務　（総務部保原総合支所） 27,391千円

□ 継続 本庁舎増築事業　（総務部総務課） 1,200,584千円

　２　豊かな心を育むまちづくり

□ 新規 放課後児童クラブ建設事業　（教育委員会こども部こども育成課） 7,983千円

一新 埋蔵文化財保護事業　（教育委員会教育部文化課） 21,849千円

一新 遠距離通学支援事業（小学校）　（教育委員会教育部学校教育課） 35,918千円

一新 認定こども園運営費負担金事務　（教育委員会こども部こども育成課） 758,312千円

□ 継続 歴史を活用した地域創生事業　（教育委員会教育部文化課） 9,984千円

　３　地域の魅力が輝くまちづくり

継続 ふくしま森林再生事業　（産業部農林整備課） 62,000千円

□ 継続 伊達氏ゆかりの史跡整備事業　（産業部商工観光課） 36,000千円

継続 観光誘客促進事業　（産業部商工観光課） 27,551千円

　４　こころ寄り添う健やかなまちづくり

一新 歯っぴースマイル事業　（健康福祉部健康推進課） 5,356千円

継続 障がい者計画・障がい福祉計画策定事業　（健康福祉部社会福祉課） 5,451千円

継続 介護基盤等整備事業　（健康福祉部高齢福祉課） 107,037千円

継続 予防接種事業（法定）　（健康福祉部健康推進課） 166,814千円

継続 健康・食生活指導事業　（健康福祉部健康推進課） 2,004千円

　５　自然と調和し快適で住みよいまちづくり

新規 地球温暖化対策実行計画（事務事業編）作成業務　（市民生活部生活環境課） 12,512千円

新規 高子駅北地区住宅団地整備事業　（建設部都市整備課） 9,000千円

継続 ＳＷＣ掛田地区市道整備事業　（建設部土木課） 36,000千円

継続 橋梁維持管理事業　（建設部土木課） 65,569千円

継続 高速道路用地取得事業　（建設部高速道路推進室） 25,123千円

○継続費の設定

29年度 30年度

995,996千円 1,000,247千円 1,996,243千円

229,200千円 231,600千円 460,800千円

本庁舎増築事業

通学合宿所整備事業

事業名
年割額
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