
記 者 会 見 

 

日時：平成27年４月２日（木）14時 

場所：伊達市役所２階 委員会室１ 

 

 

１ 平成27年度にあたって 資料１ 

 

 

２ 伊達市第２次総合計画の策定及び新市建設計画の見直しについて 資料２   

（市長直轄総合政策課） 

 

 

３ ふくしまデスティネーションキャンペーン（ふくしまＤＣ）の取り組み 

について 資料３                 （産業部商工観光課） 

 

 

４ 小型家電リサイクル事業の取り組みについて 資料４  

（市民生活部生活環境課） 

 

 

５ 「ふるさと納税」返礼品の見直しについて  資料５    （財務部財政課） 

 

  



    H27 年度に当たって                     

2015/4/2 

１、 基本的考え方 

・ 災害５年目、合併 10 年目の節目 

・ 第２次総合計画の実行 

・ 新市建設計画の限度額の改訂 

・ 地域創生本部の設置と事業の実施 

２、 安心を取り戻す取り組み 

・ フォローアップ除染、側溝除染等の推進 

・ 里山の恵みの回復 

・ 風評被害対策の推進 ･･･ あんぽ柿の完全復活、吸収抑制対策の継続 

・ 梁川屋内・屋外運動場の整備、伊達屋内運動場の計画推進 

３、 安心して年がとれるまちに向かって 

・ 健幸都市の推進 ・・・モデル地区の全市展開、歩いて暮らせるまち 

・ 市民皆運動を・・・健康運動教室、元気づくり会の拡大 

・ 地域包括支援センターを軸とする生活支援体制の確立 

・ 元気ハウス、脳トレの充実による寝たきり防止策の推進 

・ 地域が家族 ・・・ 地域自治、交流館、認知症徘徊対策模擬訓練等 

・ コレクテイブハウス、シェアハウス、コンパクトコミュニテイ等 

４、 安心して子育てが出来るために 

・ 梁川認定こども園、月舘認定こども園の整備と開園、伊達認定こども園の整備促進 

・ 子育て支援（経済支援）の充実 

・ 放課後児童クラブの整備とあり方の検討 ･･･ＮＰＯへの運営委託等 

・ 健全育成への取り組み強化 ･･･ サマースクール、論語教室、読書 

５、 人口減社会に向けて ････ 自然減、社会減、対策の推進 

・ 復興道路のあわせた都市基盤整備 ･･･工業団地、住宅団地、道の駅等 

・ 雇用の創出 ･･･ 一次（六次化、地場産業育成、植物工場等） 

・・・ 三次産業（歴史観光、霊山高原構想、介護事業等） 

・ 出生率の向上 ･･･ 第３子へのインセンティブ、経済支援策の検討 

・ 都会からの 「Ｕ，Ｉ、Ｊターン」の促進策 ・・・ グリーンツーリズム等 

６、 その他 

・ 10 周年記念事業の計画 ･･･ 市歌制作、記念式典、 

・ 交流８都市との連携強化 

・ 行政評価の深度化、ＤＴＩの推進 ･･･ 行政の効率化、財政健全化 

資料 １ 



伊達市第２次総合計画の策定及び新市建設計画の見直しについて 

少子高齢化、人口減社会の進行など、市を取り巻く環境が急激に大きく変化して

きている中、伊達市の特性を活かした持続可能なまちづくりを進めていく必要があ

るため、新たなまちづくりの指針となる「伊達市第 2次総合計画」を策定しました。  

併せて、平成 27年度から平成 37年度までに合併特例債を活用する新市建設計画

実施事業及びその事業費について見直しました。 

 
１ 総合計画の推移 

  第１次総合計画 （平成 20～平成 27年度） 

【将来像】 「伊達 織りなす未来 ひとつの心」 

  【策定趣旨】合併の草創期として、旧5町が1つの市になるため、「ひとつの心」 

の醸成に重点を置き、新市計画を尊重しつつ、少子高齢化の急速な進 

行、産業構造の変化、厳しい財政状況の課題へ対応するため。 

        後期計画では、東日本大震災、放射能汚染などの情勢変化を考慮。 

   第２次総合計画 （平成 27～平成 34年度）1年間前倒し 

【将来像】 「健幸と個性が創る 活力と希望あふれる故郷
ふるさと

 伊達市」 

    【策定趣旨】合併から 10年が経過しようとする現在、人口減少と少子高齢社会 

が同時に進行していますが、10年、20年先を見据えたまちづくりの 

道筋をしめした『伊達市 再生・発展まちづくりグランドデザイン※』 

を踏まえ、市民が一体となってまちの強みを伸ばし弱みの克服に取り 

組むため。 

※『伊達市 再生・発展まちづくりグランドデザイン』の視点 

「震災による危機を、チャンスと希望に変える」 

「公・民・コミュニティ１協働でまちづくりの発展に向けたアクションを起こす」 

「伝統や資源を継承・発展させつつ、全市的な連携と戦略性の高いまちづくりを 

進める」 

 

２ まちづくりの基本理念 

１） 地域が人を育て、人が地域を育てるまち 

２） 伊達市らしさを大切に守り人が輝くまち 

３） 新たな人材や価値を生みだす創造のまち 

 

３ 施策大綱 

 【政策１】 ともに紡ぐ協働のまちづくり (協働・防災防犯・行政経営) 

 【政策２】 豊かな心を育むまちづくり （子育て・教育・生涯学習・芸術文化） 

 【政策３】 地域の魅力が輝くまちづくり （産業） 

 【政策４】 こころ寄り添う健やかなまちづくり （福祉・健康・保健） 

 【政策５】 自然と調和し快適で住みよいまちづくり （環境・都市基盤） 

 【特別対策】放射能を克服するまち （放射能対策） 

資料２ 



５ 伊達市新市建設計画の見直し 

（１）実施事業の見直しの視点 

 ①全市に効果が期待され一体感のある事業 

②広域的に人を呼び込むための事業 （復興道路の開通にあわせた事業） 

③少子超高齢社会に対応するまちづくり事業（子育て環境、教育環境の充実） 

④『健幸都市』推進のための事業 

     

（２）事業限度額の見直し 

 事業費の限度額を総事業費から合併特例債起債額の限度額での管理とします。 

 事業費 起債額 

現  行 304.0億円 250.0億円 

見直し後 468.5億円 353.3億円 

 

（３）計画事業一覧  別添資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

市長直轄 総合政策課 

電話 575-1142 

   



資料２　別添

新市建設計画（平成27年度から平成37年度）実施計画 (単位：千円)

財源内訳

起　債 起　債

伊達市本庁舎増築事業 H27～H30 【新規】 2,234,678 1,975,031 28,890

伊達地域まちづくり活性化事業(旧公民
館・中心市街地）

H28～H37 【新規】 500,000 475,400 3,000

月舘まちづくり環境整備事業 H27～H29 【新規】 25,000 18,000 3,000

月舘地域交流施設整備事業
（クラインガルテン等）

H28～H37 【新規】 615,000 575,000 2,000

だて児童クラブ建設事業 H28～H37 【新規】 400,496 284,800

保原認定こども園整備事業 H28～H37 【新規】 824,325 367,000

伊達認定こども園整備事業 H25～H29 【継続】 732,225 305,700 141,600 118,700

梁川小学校改築事業 H22～H27 【継続】 163,641 112,176 163,641 112,176

伊達小学校改築事業 H28～H37 【新規】 4,400,000 3,390,000

給食センター整備事業 H22～H29 【継続】 2,154,400 2,043,350 286,400 271,600

霊山高原構想整備事業 H27～H32 【新規】 1,871,000 1,432,900 33,000

保原体育館改修整備事業 H27～H29 【新規】 499,700 470,725 10,000 9,500

歴史を活用した地域創生事業 H28～H37 【新規】 1,334,500 1,254,000

林道大霊山線開設事業 H21～H27 【継続】 29,600 29,600 29,600 29,600

市道前地田代線道路改良事業
（霊山地内）

H25～H33 【継続】 495,072 470,200 60,072 57,000

霊山道の駅整備事業 H25～H28 【継続】 827,289 430,200 69,480 52,500

用水路改修事業（月舘・谷地地内） H25～H27 【継続】 19,000 18,000 19,000 18,000

梁川亀岡八幡神社周辺整備事業
(伊達氏ゆかりの史跡整備事業）

H21～H28 【継続】 208,329 197,900 98,950 94,000

梁川歴史と文化のまちづくり整備事業 H24～H33 【継続】 698,550 643,200 14,500

女神山環境整備事業 H26～H27 【継続】 9,400 8,900 9,400 8,900

伊達市健幸総合福祉センター建設事業 H28～H37 【新規】 1,133,800 1,071,885 5,500

ＳＷＣ整備事業（健康器具設置事業） H27～H30 【新規】 35,974 33,900 11,664 11,000

ＳＷＣ整備事業
（白根地区健幸拠点施設整備事業）

H28～H37 【新規】 270,703 198,800

ＳＷＣ整備事業(掛田地区・ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ、
まちなかｻﾛﾝ、ｺﾐｭﾆﾃｨ道路、ｶﾗｰ装整備等)

H25～H29 【継続】 269,675 151,296 179,681 100,000

保原総合公園整備事業 H27～H29 【新規】 1,298,800 1,226,735 266,000 252,700

市道上ノ原無苦代内線道路改良事業
（保原・上保原地内）

H23～H27 【継続】 25,000 11,800 25,000 11,800

市道上大川布川線（1206号線）
道路改良事業（伊達・箱崎地内）

H25～H28 【継続】 12,000 11,400

市道保原箱崎線（3104号線）道路改良
事業(上保原・大地内地内)

H22～H28 【継続】 128,000 70,200 63,100 34,200

市道東野崎7号線(33160号線)
道路改良事業(保原・東野崎地内）

H24～H27 【継続】 21,000 19,900 21,000 19,900

市道上ノ原京口線（31153号線）
道路改良事業（保原・上保原地内）

H25～H27 【継続】 11,100 10,500 11,100 10,500

市道下屋敷高ノ上線(41051号線)
道路改良事業(霊山・下屋敷地内)

H25～H28 【継続】 58,300 55,300 28,300 26,800

沢川水路改修事業（月舘・御代田地内） H24～H28 【継続】 40,000 37,900 21,000 19,900

市道寺村社旭作線(5204号線)
道路改良事業(月舘・御代田地内)

H18～H28 【継続】 54,100 51,300 23,100 21,900

市道町裏線(51003号線)
道路改良事業(月舘・町地内)

H25～H27 【継続】 14,600 13,800 14,600 13,800

都市計画道路大町菖蒲沢線道路整備事業
（梁川・大町工区）

H22～H28 【継続】 62,000 58,900 22,000 20,900

伊達駅前整備事業 H25～H32 【継続】 487,020 443,800 21,350 18,500

繕木・杉ノ内線道路改良工事(第Ⅰ期)
（霊山・小国地内）

H27～H28 【新規】 134,764 76,700 54,764 29,200

上ノ原２号線道路改良工事(第Ⅰ期)
（保原・上保原地内）

H27～H33 【新規】 611,300 374,400 24,000

事業数 38 22,710,341 18,420,598 1,754,192 1,363,076

内　新規事業 事業数 16 16,190,040 13,225,276 431,318 302,400

内　継続事業 事業数 22 6,520,301 5,195,322 1,322,874 1,060,676

事業数 214 46,850,477 35,318,798

視　点

全体

H27～H37年度　新市建設計画事業　合計

H18～H37年度　新市建設計画事業　総合計

期　間

Ⅰ
ともに紡ぐ協働のまち
づくり

Ⅱ
豊かな心を育むまち
づくり

Ⅲ
地域の魅力が輝くまち
づくり

Ⅳ
こころ寄り添う健やかな
まちづくり

Ⅴ
自然と調和し快適で住み
よいまちづくり

新規継続
区分

事業名 全体計画
想定事業費

事業費
財源内訳

平成27～37年全体計画 平成27年度事業費



    ふくしまデスティネーションキャンペーン 

（ふくしまＤＣ）の取り組みについて 

 

4月～6月にかけて実施される「ふくしまＤＣ」に連携し、本市においても、

伊達氏の歴史などのイメージアップと交流人口の拡大を目的に各種取り組みを

展開します。 

 

１ 伊達市の観光資源 

  伊達氏の歴史（800年物語） 

  やながわ希望の森公園（桜の名所） 

  霊山（国の名勝、日本百景、うつくしま百名山） 

 

２ 関連イベント 

１）伊達氏ゆかりの公園「政宗にぎわい広場」オープン 

日 時  ４月 11日（土）10：00～ 

会 場  梁川八幡神社前 「政宗にぎわい広場」 

内 容  テープカット 

  アトラクション ・伊達市ＰＲ隊（政宗・愛姫）市内初登場 

          ・仙台市、米沢市、白石市 武将隊の演舞 

          ・物産展  他 

        歴史めぐり観光バスツアー実施（定員 80名） 

仙台発着 料金 1,500円 

２）伊達のふる里桜まつり 

日 時  ４月 11日（土）～19日（日）10：00～ 

会 場  やながわ希望の森公園 

内 容  うまいもの物産展、ステージイベント、春のフォトコンテス 

トなど 

 

３）霊山新緑まつり 

日 時  ５月２日（土）～６日（水）９：00～ 

会 場  霊山登山口 

内 容  地元特産物の販売、来場記念バッジプレゼント 

     無料シャトルバス運行（阿武隈急行保原駅発着） 

 

４）伊達氏スタンプコレクション（伊達市、桑折町、国見町共同企画） 

期 間  ４月１日（水）～６月 30日（火） 

場 所  伊達市、桑折町、国見町にある、伊達氏ゆかりの史跡 

内 容  伊達氏ゆかりの史跡（7箇所）をオリジナル御朱印帳を片手に 

巡り、スタンプを集めながら、伊達氏の歴史にふれる。 

        ※ 全スタンプを集めた方から抽選で景品が当たる。 

史 跡  伊達市：高子岡城跡、梁川城跡、梁川八幡神社 

資料３ 



        桑折町：西山城跡、伊達朝宗の墓 

        国見町：阿津賀志山防塁、福聚寺 

   特別企画 ツアーバス運行（日曜、祝日限定、定員 20名） 

阿武隈急行保原駅発着、料金 2,000円 

    

５）「伊達政宗展－伊達に残る独眼竜の足跡－」  

  期 間   平成 27年４月４日（土）～７月 26日（日） 

         9：00～17：00（最終入館は 16：30） 

         休館日 ：火曜日（火曜日が祝日の場合はその翌日） 

場 所   伊達市保原歴史文化資料館（伊達市総合運動公園内） 

観覧料   大人  210円 、小中学生  100円 

主な展示品 ・信達二郡絵図屏風（伊達市指定文化財） 

・霊山寺棟札（霊山寺蔵） 

・伊達政宗書状（伊達市保原歴史文化資料館蔵） ※初公開 

・梁川城跡出土品（福島県指定文化財） 

   

 

 

 

 

問い合わせ先 

産業部商工観光課   電話 577-3175 

教育部   文化課   電話 577-3221(伊達政宗展) 

 

 



小型家電リサイクル事業の取り組みについて 

 

平成 26年 11月から平成 27年 1月まで、小型家電リサイクル法に基づいた回

収ﾎﾞｯｸｽ設置による使用済小型家電の回収の実証事業を行った結果、目標値を大

きく上回り事業の目的が達成されました。２月以降も市の事業として引き続き

実施しています。 

 

１ 事業の目的 

（１）貴金属、レアメタルなどの有用金属を回収し、貴重な資源の有効活用。 

（２）ごみとして処理せずにリサイクルすることでごみ減量化の促進。 

（３）鉛などを含む小型家電の処理を適正に行うことで、環境汚染の防止。 

 

２ 小型家電の回収量（単位：kg） 

 携帯電話類 パソコン類 小型家電 合計重量 

合 計 57.2 934.7 1819.2 2811.1 

(１)合計重量の内訳 ①ﾎﾞｯｸｽ回収 2116.1kg ②ｲﾍﾞﾝﾄ回収 695.0kg 

(２)数量（個人情報機器のみ）①携帯 505台 ②PC 278台 

(３)回収目標 年間約 3ｔ（月約 250㎏） 

 

【参考】他自治体との比較（「ﾎﾞｯｸｽ回収実証事業」実施団体） 

実施団体 実施年度 
人 口 

（万人） 

月当たり回収量 

（㎏／万人） 

伊達市 平成 26年度 約 6.3 111.9 

青森県 八戸市、 

南部町、階上町 
平成 25年度 

   約 26  11.4 

岩手県 一関市、平泉町 約 13 48.2 

岩手県 一戸町 約 1.3 150.7 

 

３ 小型家電から回収した金属量（3ヶ月間推計） 

金属名 
金 

(g) 

銀 

(g) 

銅 

(kg) 

パラジウム

(g) 

鉄 

(kg) 

アルミ 

(kg) 

ステンレス

(kg) 

重量 54.0 146.1 395.5 5.3 723.4 134.2 56.3 

 

４ 事業の効果 

１）本来は埋め立てられていた鉄・アルミ以外の有用金属が回収できるとと 

もに、ごみ処理量・埋め立て量も削減できる。 

２）リサイクルへの協力を呼びかけることで、市民のリサイクル意識の高ま 

りが期待できる。 
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問合せ先 

市民生活部 生活環境課 

電話 575-1228 

   

３）実証事業期間終了後は業者への売却による引渡しとするため、市の収入 

となる。（平成 27年２月分は 1,666円の収入となりました。） 

４）本市に再資源化を適正に実施できる事業者、㈱ＦＩＴフロンティアがあ 

るため地元事業者の支援につながる。 

 

５ 今後の取り組み 

伊達地方衛生処理組合及びその構成町と連携して、広域的な取り組み等い、

さらなる回収量の増加を図ります。 



「ふるさと納税」返礼品の見直しについて 

 

平成 27年４月より、ふるさと納税をしていただいた方の返礼品を、伊達市を

体験することに加え、市の特産品をお送りします。伊達市のＰＲと、地元の活

性化を期待しています。 

 

返礼品の見直し内容 

 (1)寄附額 5,000円以上 30,000円未満   

見直し内容 従 来 

【①②③から 1つ選択】 

① 季節の果物 

（２月から７月までの申込） 

桃 1㎏（４玉程度）・・・８月発送 

（８月から１月までの申込） 

あんぽ柿約 500ｇ(２パック程度) 

・・・２月発送 

② りょうぜん漬け  

昔ながらの沢庵漬や梅干し、季節野菜の浅 

漬けなど。 

③ 紅葉漬  

江戸時代から伝わる伝統食品、鮭を良質の 

米糀と塩で漬け込んだ珍味。 

【市内各施設利用券】 

梁川美術館、保原歴史文化

資料館、霊山こどもの村 

 

【共通日帰り入浴券】 

りょうぜん紅彩館又は 

つきだて花工房 

 

【阿武隈急行往復乗車券】 

  

(2)寄附額 30,000円以上 

見直し内容 従 来 

【①②③から１つ選択】 

① ・市内各施設利用券 

梁川美術館、保原歴史文化資料館 

霊山こどもの村  

・共通宿泊利用券 

りょうぜん紅彩館又はつきだて花工房 

・阿武隈急行往復乗車券 

② 季節の果物 ※年 2回発送 

桃約 2㎏（8個程度）・・8月発送 

あんぽ柿約 1 ㎏（4 パック程度）・・2 月発送

 ③ 産品詰め合わせ（別添写真） 

 （桃ｼﾞｭｰｽ、りょうぜん漬け、飲むゼリー 

伊達鶏カレー、ブランデーケーキ、木工キ 

ーホルダー） 

左記①のみ 
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問い合わせ先 

財務部 財政課 

電話 575-1189 
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