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令和2年度当初予算のポイント 
2 

安全・安心 
～次世代につなぐ安心の輪～ 

災害復旧 
防災・減災 

農林業 
商工業 

観光のまち 

健幸・福祉 
のまち 

子育て 
教育のまち 

・運動習慣化支援 
・元気づくり会 

・災害復旧事業 
・内水排除対策 
・避難情報収集 
 伝達事業 

・伊達市版ネウボラ 
・認定こども園整備 
・小中学校改築 
 施設整備 

・企業誘致 
・新規就農者支援 
・交流人口拡大 
 対策 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　



令和2年度予算規模 
 
 

327億2,204万円 
 

 
  

  96億5,214万円 
 
 令和2年度の予算規模は、繰越予算を合わせると423億7,418万円となり、
本市の魅力を更に磨き上げるとともに、市民一人ひとりが安全・安心に生活す
ることができるように、防災・減災について見直す年度と位置づけた予算とし
ました。 
  
（注）数値について表示単位未満の端数を調整している場合があります。 

令和2年度当初予算 
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令和元年度から繰越 



■災害復旧・防災・減災事業 

 内水対策事業           11,845千円 

 消防団活動事業      132,503千円 

 災害（防災）対策事業   41,890千円 

 避難情報収集伝達事業     29,700千円 

 田んぼダム減災事業        5,000千円 

 工業団地浸水対策事業         2,000千円 

 古川水害対策事業         6,000千円 

取組内容 
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一新 

新規 

新規 

新規 

新規 

継続 

浸水被害地域での救助活動 

防災行政無線の個別受信機 

一新 



■災害復旧・防災・減災事業 〈繰越事業〉 

 災害（防災）対策事業    2,103,011千円 

 工業団地浸水対策事業       16,000千円 

 総合治水対策検討事業     11,000千円 

 集会所建設等事業費補助金交付事業  16,000千円 

 農林業施設災害復旧事業       1,687,467千円 

 道路橋梁災害復旧事業          2,005,736千円 

 商工業者浸水対策事業             55,000千円 

 

取組内容 
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台風による豪雨で被災した道路 



■子育て・教育のまち ① 

 伊達市版ネウボラ事業     28,922千円 

 不妊治療費助成事業                6,616千円 

 保原認定こども園整備事業  165,011千円 

 養育支援訪問事業                 2,864千円 

 認定こども園運営費負担金  866,135千円 

 保育職就労支援推進事業       26,838千円 

 放課後児童クラブ建設事業  259,985千円 

 伊達小学校改築事業           565,003千円 

 小学校施設整備事業           390,651千円 

取組内容 
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継続 

一新 

新規 

新規 

新規 

継続 

継続 

継続 

継続 

育児パッケージ（ネウボラ事業） 

伊達小学校校舎 



■子育て・教育のまち ② 

  霊山中学校施設整備事業  87,000千円 

  月舘学園小中一貫教育推進支援事業 

               31,109千円 

  通学合宿体験活動事業       5,815千円 

  

 

 

 

 

取組内容 
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新規 

新規 

新規 
月舘学園（小中一貫校）の制服 

通学合宿の場となる簡易宿泊所 



■農林業・商工業・観光のまち 

 就農支援事業                  28,001千円 

 農業振興支援事業      100,000千円 

・林業諸費（林業専用道整備） 120,899千円 

 森林資源を生かした生業づくり事業   11,019千円 

 企業誘致推進事業                179,841千円 

 商店街活性化事業                  12,558千円 

 起業支援事業                        4,300千円 

 雇用促進事業                        2,800千円 

   霊山地区観光用施設管理事業   7,926千円 

取組内容 
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継続 

新規 

継続 

継続 

継続 

継続 

継続 

継続 

新規 

田植え作業 

都内で開催した企業立地セミナー 



■健幸・福祉のまち 

  健康運動習慣化支援事業           34,485千円 
  ○元気づくり会や健幸クラブによる運動習慣化支援 

  健幸都市推進事業              23,069千円 

    地域生活支援事業              84,952千円 

  避難行動要支援者対策事業            5,022千円 

 

取組内容 
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継続 

継続 

一新 

継続 

身近な集会所等で、参加者が主体と
なって行われている元気づくり会 
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■2020東京オリンピック・パラリンピック関連 

  Tokyo2020”伊達なKIZUNA”事業         10,068千円 

【予定している主な事業】 

○復興ありがとうホストタウン 
 ガイアナのオリンピック選手等との文化、芸術、食を通した交流 
○オリンピック観戦イベント 
○パブリックビューイング 
○日本人オリンピアンの招致 
○公共施設等へのオリンピックに関する装飾 
○観光（多言語）パンフレットの作成 

取組内容 

新規 

ガイアナ共和国選手団長とオリン
ピック委員の２人による表敬訪問 



■その他の主要事業 

  地域公共交通網形成計画策定・推進事業        13,671千円 

  高校生伊達な”ミライ”創出プロジェクト事業    1,000千円 

・ シティプロモーション推進事業                      11,913千円 

  地域自治組織推進事業                                  67,680千円 

  移住・定住促進事業                                     23,897千円 

  英語が溶け込むまちづくり事業                        11,070千円 

  除染対策事業                                         1,688,488千円 

  ため池等放射性物質対策事業                      2,020,000千円    

取組内容 
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新規 

継続 

継続 

継続 

継続 

継続 

新規 

継続 



令和2年度当初予算 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

歳入 327億2,204万円 歳出 327億2,204万円 
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商工費 2.0%  
6億4,627万円 

消防費 4.6%  
15億2,108万円 

教育費 10.7% 
 35億375万円 

公債費 12.0% 
 39億3,663万円 

総務費11.8% 
38億5,568万円 

民生費 28.4% 
92億9,360万円 

農林水産業費 3.3%  
10億7,915万円 

衛生費 5.9%  
19億2,767万円 

議会費 0.7% 
2億4,070万円 

予備費 0.3%  1億円 

歳出合計 

327億 
2,204万円 

土木費 6.8%  
22億2,367万円 

災害復旧費 13.4%  
43億7,737万円 

労働費 0.1%  
1,647万円 

歳入合計 

327億 
2,204万円 

地方交付税 
  30.1% 
 98億5,240万円 

その他の交付金         
 4.4% 
 14億4,745万円 

地方譲与税 
 1.1% 
 3億5,274万円 

市税 
 16.7% 
 54億8,261万円 

税外収入 
10.1%  
32億9,498万円 

市債 10.4% 
33億9,190万円
 
  

県支出金 13.4% 
43億9,483万円 

国庫支出金 13.8% 
 45億513万円 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　



令和2年度総予算（当初予算＋繰越分） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

歳入 423億7,418万円 歳出 423億7,418万円 
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歳入合計 

423億 
7,418万円 

地方交付税 
  23.3% 
 98億5,240万円 

その他の交付金         
 3.4% 
 14億4,745万円 

地方譲与税 
 0.8% 
 3億5,274万円 

市税 
 12.9% 
 54億8,261万円 

税外収入7.8%  
32億9,498万円 

市債 8.0% 
33億9,190万円
 
  

県支出金 10.4% 
43億9,483万円 国庫支出金10.6% 

 45億513万円 

繰越財源22.8%  
96億5,214万円 

商工費 1.5%  
6億4,627万円 

消防費 3.6%  
15億2,108万円 

教育費 8.3% 
 35億375万円 

公債費 9.3% 
 39億3,663万円 

総務費9.1% 
38億5,568万円 

民生費 21.9% 
92億9,360万円 

農林水産業費 2.6%  
10億7,915万円 

衛生費 4.6%  
19億2,767万円 

議会費 0.6% 
2億4,070万円 

予備費 0.2%  
 1億円 

歳出合計 

423億 
7,418万円 

土木費 5.3%  
22億2,367万円 

災害復旧費 10.3%  
43億7,737万円 

繰越事業5.9% 
（一般事業） 
25億1,288万円 

労働費 0.0%  
1,647万円 

繰越事業16.8% 
（防災・減災・復旧分） 
71億3,926万円 

115億1,663万円 27.1％ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
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安全・安心 
～次世代につなぐ安心の輪～ 
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