
○一般会計補正予算（第７号）の主な事業内容

１ 震災に係る災害復旧事業等　710,858千円

(1)

(2)

(3)

(4)

２ 放射能対策事業　1,519,542千円

(1)

　都市公園、農村広場、運動公園等の除染

(2)鳥獣害対策事業　3,360千円

(3)ゲルマニウム半導体検査機器導入事業　29,029千円

(4)子ども自然体験事業　6,189千円

(5)その他放射能対策事業　△39,036千円

３ その他国・県補助事業等　△8,299千円

平成23年度12月補正予算の概要

除染対策経費　1,520,000千円

　除染基本計画に基づき除染対策経費を補正する。

消防団員等公務災害補償等及び消防賞じゅつ金負担金　74,994千円

震災に係る災害廃棄物等処理事業　443,616千円　

一部損壊住宅修繕費助成事業　200,000千円

その他災害復旧事業　△7,752千円

　夏に引き続き、冬休み及び春休み期間中に会津高原、信州等において実施する自然体
験事業費を追加する。

①宅地・生活圏の除染　420,000千円

・汚染土壌等仮置き施設整備事業

　特定避難勧奨地点を含む比較的線量の高い地域の除染を新たに150世帯分を追加
（合計300世帯）

　仮置き施設の整備５施設

・学校施設等除染事業

・都市公園等除染事業

・果樹（1,265ha)を中心に農地を除染

　震災により死亡・行方不明となった消防団員に対する補償のための公務災害掛金の増
額及び消防賞じゅつ金を支給するための負担金を補正する。

　震災により損壊した家屋等の解体・撤去について、生活環境の保全と市民生活の安全
を確保するため、市が事業主体となって実施する。また、市内仮置場のがれきの処分・
運搬を行う。

　原発事故発生後、放射能の影響によりイノシシが食用に適さなくなり捕獲数の減尐が
懸念されるため、捕獲の推進を図ることを目的として捕獲者に対して補助する。

　放射線の影響により不安を抱える市民への対応として、ゲルマニウム半導体検査機器
を導入し、土壌及び食品の検査を行い、健康不安を解消する。

　小・中学校、幼稚園、保育園等の施設の除染

　罹災証明により一部損壊の判定を受けた住宅の修繕を行った場合、30万円以上の工事
について10万円を限度として助成を行う。

・住宅等除染事業

②公共施設の除染　315,000千円

③農地等の除染　785,000千円
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　１　目的

　２　補助対象
(1)　伊達市内で捕獲したイノシシ
(2)　狩猟者登録を受けた者が猟期中（11月15日から翌年3月15日）に行う捕獲
(3)　有害鳥獣捕獲許可を受けた者が非猟期中（3月16日から11月14日)に行う捕獲
(4)　伊達地方衛生処理組合で処分したイノシシであること
(5)　伊達市民が捕獲

　３　補助金額

　４　予算額

　3,360千円（420頭）

　５　補助の流れ
捕獲報告
処分報告

捕獲場所の確認
計量表・身分証確認 捕獲頭数取りまとめ

申請書提出
処分 計量表

助成金交付 補助金交付
補助金申請
実績報告

イノシシを捕獲し処分する費用を補助します

　有害鳥獣捕獲隊および狩猟登録をしている者がイノシシを捕獲した場合、１頭につ
き8,000円を助成する。

  イノシシによる農作物の被害を防ぐため、有害鳥獣捕獲隊等によりイノシシの捕獲
が行われてきました。
　捕獲したイノシシについては、今まで埋設か焼却処分をしてきましたが、原発事故
による放射能の影響により、イノシシを今までどおり処分することはできなくなった
ため、伊達地方衛生処理組合での焼却処分をすることになりました。
　そのため、衛生処理組合で処分するための作業（解体・運搬等）に対して助成を行
い、イノシシによる農作物への影響を減少させる。

狩猟者

猟友会

協議会

市

衛生処理組合
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伊達市子ども自然体験活動事業を行います 

 子どもたちが自然の中での活動をとおした健全育成のため、夏休み期間中に「子ども

夏の自然体験事業」を開催したところですが、子どもの自立と思いやりの心など大きな

成長がうかがえました。 

冬休み期間も、会津地方でキャンプやスキーなどの自然体験事業を開催し、子どもの

健全育成を行います。 

また、移動授業として県内の施設において施設見学や体験学習を行います。 

 

１ 事業内容 

（１）会津高原スノーキャンプ 

対象 期間 参加人数 体験内容 開催場所 

小学４、５、６

年生 

12月 24日 

～12月 26日 

47人 
（11/18現在） 

 

雪灯篭作り、スキ
ー教室など 
（希望によりマイ
箸やそば打ちなど
を体験） 

南会津町アストリア 

ロッジ 12月 26日 

～12月 28日 

80 人 

 

計 127 人   

（２）会津高原で雪遊び 

対象 期間 参加人数 体験内容 開催場所 

小学３年生以下 

（保護者同伴） 

12月 26日 

～12月 27日 
20 組 

そり遊びなど 
（希望により雪灯
篭作りなどを体
験） 

南会津町アストリア 

ホテル 

（３）計画中の事業 

①信州の高原リフレッシュ 

対象 期間 参加人数 体験内容 開催場所 

５歳以上 検討中 45 人 検討中 長野県南牧村 

  ②移動教室体験活動（授業） 

対象 期間 参加人数 体験内容 開催場所 

小学校（４校） 

中学校（１校） 
１月～２月 590 人 

施設見学、そり遊

びなど 

福島、郡山、猪苗代、

会津方面 

③青少年育成事業 

対象 期間 参加人数 体験内容 開催場所 

青少年育成会議 

（４団体の小中

学生） 

12月 230 人 スキーツアー 猪苗代方面 

  ④福島っ子、長野っ子、愛知っ子ウィンターキャンプ 

対象 期間 参加人数 体験内容 開催場所 

小学生 

12月 23日 

～12月 30日 
20 人 

検討中 
尾張密蔵院宿泊施設 

（愛知県春日井市） １月４日 

～１月９日 
20 人 
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災害等廃棄物等の処理を行います 

 

生活環境の保全と市民生活の安全・安心を確保するため、東日本大震災により倒壊

のおそれがある家屋等（住家・非住家・事業所）の解体・撤去を、市が所有者に代わ

り行います。 

また、倒壊した石塀、屋根瓦、コンクリートブロック塀など（市内 14 カ所に仮置

き）の処分を行います。 

 

１ 家屋等の解体 

(1)  対象家屋等 

   市が発行するり災証明書により、次の判定を受けた家屋等。なお、倉庫、物

置、蔵等の非住家（市ではり災証明書を発行していない）については、現地調

査により「半壊」以上の判定を受けたもの。 

①「全壊」「大規模半壊」の判定の受けた家屋等 

②「半壊」の判定を受け、次のいずれかに該当する家屋等 

   ・修理を行うことが不可能又は困難な程度の損壊があるもの。 

   ・他の家屋等に物的被害を現に生じさせているもの。 

   ・倒壊により人的・物的被害を生じさせるおそれのあるもの。 

(2) 申し込み期間（追加受付） 

平成 23年 11月 24日から 12 月 28日まで 

(3)  解体予定棟数 

   363 棟 

 

２ 瓦礫の処理 

(1)  仮置き場瓦礫処理（14カ所） 

   13,415 トン 

 

３ 経費 

  家屋解体費 546,737 千円 

  瓦礫撤去費 193,843 千円 

  家屋調査費  10,835 千円 

      計    751,416 千円（うち今回増額分 443,616千円） 

 

４ 処理の実施   

  解体及び処理の実施については、福島県と「大規模災害時における災害廃棄物の

処理等の協力に関する協定」を締結している社団法人福島県産業廃棄物協会に業務

委託をする。今後、解体予定の解体工事は、伊達市建設業協会にも協力を得る予定

です。 
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一部損壊住宅の修繕費を補助します 

 

 東日本大震災により被災した一部損壊（一部破損）住宅に対して、修繕工事の一

部を助成します。 

 

１ 対象住宅及び工事 

(1) 東日本大震災において被災（り災証明による一部損壊）を受けた個人が所有

又は居住する住宅（賃貸住宅、物置、車庫等は対象） 

(2) 修繕工事費が 30万円以上の住宅 

(3) 平成 25年２月 28日までに修繕工事が完了する住宅 

(4) 屋根、柱、梁、内壁、外壁、基礎、床、畳、ドア等の建具 

(5) 上下水道、電気・ガス等の配管配線、風呂、トイレ、浄化槽等の衛生設備 

(6) 給湯設備、給排水設備  

 

２ 対象者 

(1) 平成 23年３月 11日現在で、伊達市に住民を有している人 

(2) 所有者（所有者に代わって修繕工事を行う場合は、所有者の二親等以内の親

族） 

(3) 前年度世帯収入が 500万円以下で、市税を滞納していない人 

 

３ 助成額 

修繕工事費の 10分の１以内（限度額 10万円） 

予算額 200,000 千円（3,500世帯） 

 

４ 申請期限 

平成 24年 1月中旬～平成 25年３月 16日 
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