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施策の方向性を検討するための資料【地方における安定した雇用を創出する】
主な取組（網掛け部分：地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金＜地方創生先行型＞）

事業名 事業概要 事業費（千円） 担当課

雇用創出事業 多様な雇用機会の創出により、求職者の生活再建を支援する。
●ホームヘルパー資格取得助成事業
●新卒未就職者支援

3,984

健康福祉部高齢福祉課
産業部商工観光課

緊急雇用創出事業 地域で仕事を探している人に働く場所を提供するため、市で直接雇用したり、事業所に仕事
を依頼することで雇用を創出する。 31,020

産業部商工観光課
産業部農政課

高齢者雇用促進事業 定年退職者の新たな就業対策、シルバー人材センターの活動を支援し、高齢者を対象にした
労働行政の推進を図る。 10,301

産業部商工観光課

企業誘致推進事業 市内に企業を誘致し、立地を図るため、県が主催する企業立地セミナー等に参加し、各企業
に対しPRする。県企業立地課と緊密な連携を図り、立地を希望する企業の情報収集やパンフ
レット等を作成し企業誘致活動をする。また、撤退跡地等の紹介、斡旋を行う。

75,182

産業部商工観光課

働きたい女性集まれ！働く女性応
援事業

女性のワークライフバランスを配慮した雇用支援により、女性の労働人口の増加を図る。

38,939

産業部商工観光課

猪革プロジェクト事業 有害獣であるイノシシの皮を活用した商品開発を行うことにより、地域の活性化、雇用の創
出につなげる。 30,870

産業部農政課

就農支援事業 伊達市の農業振興のための新規就農者への支援と研修支援を実施し、農業生産性の向上を図
る。 6,550

産業部農政課

農業後継者育成支援事業 自立、安定した農業経営ができるよう農業後継者の育成を支援する。

9,030

産業部農政課

６次化産業化推進事業 市の農産物等の地域資源を活用し、付加価値を生み出す６次化産業化を進めるため、農業者
団体に助成する。 770

産業部農政課

伊達市農林業振興公社運営支援事
業

イノシシ等有害鳥獣による農作物の被害防止対策事業及び捕獲イノシシを地域資源として有
効活用するための事業を行うとともに、中山間地域の農業振興と地域特産品として生産され
ているりょうぜん天蚕・霊山にんじん・月舘わさび等の振興を図り、地域の活性化を図る。

6,591

産業部農政課
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事業名 事業概要 事業費（千円） 担当課

農業振興支援事業 原料柿栽培園地の遊休化防止や衛生的高付加価値商品の開発など、産地の収益力強化や合理
化を図り、ブランド特産あんぽ柿を継承していく必要があることから、あんぽ柿共同加工・
包装施設を整備するJA伊達みらいへ支援する。

591,500

産業部農政課

中小企業制度資金利用促進事業 中小企業者の経営・設備に必要な資金融資を円滑にする。福島県信用保証協会・伊達市内の
金融機関・商工中金・福島ニット協同組合に対して財政資金を貸し付ける。保証協会は、こ
の財政資金を市の指定する金融機関に預託し、この預託額の５倍に相当する額を市内中小企
業者に対して融資保証する。 市内金融機関は、預託額の５倍の額を市内中小企業者に融資
する。福島ニット協同組合は、市内組合員に貸付をする。

165,600

産業部商工観光課

合計 970,337
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施策の方向性を検討するための資料【地方への新しいひとの流れをつくる】
主な取組（網掛け部分：地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金＜地方創生先行型＞）

事業名 事業概要 事業費（千円） 担当課

道の駅建設事業 「休憩機能」「情報発信機能」「地域連携機能」をもった施設を整備し、本市の魅力発信と
地域活性化を図るとともに、防災及び災害時の支援活動の拠点として活用するため整備す
る。

69,480

建設部管理課

霊山高原構想事業 「霊山」など豊かな森林資源に恵まれた霊山高原における広域交流と地域活性化についての
調査・検討を踏まえ、世代交流と心のふるさととなる高原づくりを目指す。 33,000

霊山総合支所

田舎体験交流事業 月舘地域の農山村の地域資源を生かした田舎体験交流、つきだてグリーンツーリズム推進に
よる交流人口の増加を図り月舘地域の活性化を図る。 584

月舘総合支所

観光諸費 27年度は、ふくしまディスティネーションキャンペーン本番であり福島県全地域で全国展開
していくキャンペーンとなるため、伊達市の認知度上昇も大きく期待されるため、積極的に
「おもてなし」を醸成し、誘客促進に繋げる。

1,746

産業部商工観光課

観光でにぎわう魅力づくり事業 伊達市の観光物産振興、観光イベントによる地域活性化、産品開発、伝統芸能の継承や伊達
市への誘客促進に努めるなど地域経済活性化や交流人口の拡大を図るとともに伊達市観光Ｐ
Ｒ事業への支援を行う。

19,050

産業部商工観光課

伊達氏ゆかりの史跡整備事業 伊達市長期総合計画後期基本計画及び新市建設計画に基づき、伊達氏の歴史を活かした観光
振興を図るため、梁川亀岡八幡神社周辺を中心に整備を図る。 98,950

産業部商工観光課

梁川歴史と文化のまちづくり整備
事業

梁川地域の中世の歴史をかいま見る梁川城を中心とした周辺整備を行い、市外・県外等から
の観光客の集客を図る。また、梁川地域の観光施設、史跡、散策ルートを整備し来訪者への
情報提供できる伊達らしさにあふれる交流施設の整備を進める。

14,500

梁川総合支所

観光誘客促進事業 市内への観光誘客を図るため、ふくしまＤＣを好機と捉え関係事業者等が取り組む観光事業
を支援するとともに、伊達氏発祥の地をＰＲするツアーの作成や広域観光協議会等の参画等
の各種事業を実施する。

9,732

産業部商工観光課

福島市・相馬市・二本松市・伊達
市観光圏整備事業

広域連携の観光事業に取り組むもので、海・山・里エリアの役割を踏まえながら、県内外か
らの観光誘客促進と長時間の滞在につなげることでの地域経済活性化を図る。また、首都圏
をターゲットにした来訪機会の創出とソーシャルネットワーク活用の情報発信事業の展開を
図る。

1,155

産業部商工観光課

つきだて花工房拠点交流事業 広域的な交流人口の拡大を通じて地域の活性化を図るため、宿泊保養及び各種体験事業の交
流施設としてサービスの提供を図る。 57,639

月舘総合支所
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事業名 事業概要 事業費（千円） 担当課

やながわ希望の森公園維持管理事
業

自然と触れ合える市民の憩いの場としての希望の森公園を維持していくため、管理運営を行
う。 29,326

産業部商工観光課

伊達田園回帰支援事業 農業に興味がある都市住民に対して、市の農業体験、田舎体験等を提供することにより、中
山間地域の活性化等につなげる。戦略策定時において空き家活用の事業を検討していく。 2,300

産業部農政課

ふるさとティーチャリングプロ
ジェクト

中山間地域小学校区において、首都圏在住の学生等に、寺子屋教室の講師として招き、子ど
もたちの勉強のお手伝いや地域の方々とのふれあいを通じて、伊達の魅力の再発見と「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。

9,780

市長直轄総合政策課

だての魅力発見・第二のふるさと
づくり事業

食や農業に関心のある首都圏の学生等（大学サークル・ゼミ等との連携）を対象に、農産物
生産者と交流し、１年を通じた農業体験を行い、伊達市の魅力発見と第２のふるさとづくり
を行う。また、これまでのツアーも併せて実施することで、風評被害払拭と農産物等の消費
拡大を目指す。

2,300

市長直轄総合政策課

生き活き集落づくり事業 地域おこし協力隊事業を活用し、都市部の若者を伊達市地域おこし支援員として採用し、担
当地区に居住させ、地区住民と密接な連携を図りながら地域資源の発掘や地域課題を解決す
るための活動と集落づくり計画の策定等に取り組む。

60,415

市長直轄総合政策課

空き家対策事業 尐子・高齢化や社会経済情勢の変化により、空き家等が増加傾向にある中、老朽危険家屋に
対する地域の安全性の確保及び防災対策の推進、さらには空き家活用による定住化対策を進
めるもの。

8,950

市民生活部市民協働課

合計 418,907
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施策の方向性を検討するための資料【若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる】
主な取組（網掛け部分：地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金＜地方創生先行型＞）

事業名 事業概要 事業費（千円） 担当課

だて婚活支援事業 未婚率が高くなっていることから、男女の出会いの場を提供し、若者が結婚を前向きに捉え
られるようサポート体制をつくり、官民一体となって結婚を支援する。 1,818

市民生活部市民協働課

月舘認定こども園整備事業 月舘地域に幼児教育・保育の充実と子育て支援の拠点機能を備える幼保連携型認定こども園
を整備する。 23,000

こども部こども支援課

梁川認定こども園整備事業 移築される梁川小学校及び新設される放課後児童クラブの南西に敷地を整備し、認定こども
園を建設する。幼稚園保育園を一体化した認定こども園を整備し就学前保育教育を行う環境
を整備する。

78,172

こども部こども育成課

伊達認定こども園整備事業 伊達地域の待機児童の解消と子育て支援の拠点機能を拡大するため、幼保連携型認定こども
園を整備する。 141,600

こども部こども支援課

ことばの教室運営事業 発音・発語に障がいのある幼児・児童に改善のための指導を行う。

900

教育部学校教育課

こども医療費助成事業 18歳以下のこどもの医療費自己負担分及び入　院時の食事療養費を助成する。

230,154

こども部こども支援課

こども体力低下対策事業 子どもの体力の低下と肥満傾向が進んでいるため一年を通して子どもたちが安心して運動で
きる機会を確保する必要である。また、保原市民プールの老朽化が進み、その対応について
も必要である。このことから、現保原市民プールを取壊し、屋内型温水プールを整備する。 71,508

市長直轄総合政策課

こども遊び場整備事業 外で遊ぶ機会が尐なくなった子どもたちのために、市内３か所に屋内遊び場を整備し、子ど
もの体力向上と子育て家庭の支援に配慮した施設運営をする。 46,978

こども部こども支援課

ひとり親家庭医療費助成事業 ひとり親家庭のうち所得の低い家庭等に対して医療費の一部を助成することにより、ひとり
親家庭の経済的負担の軽減を図るとともにその健康と福祉の増進を図る。 12,148

こども部こども支援課

伊達市産前産後子育て支援ヘル
パー派遣事業

妊娠している者又は満3歳児未満の者を養育する者で、家事、育児等について家族等の援助
が受けられず日常生活に支障が生じている者に対し、家事、育児等の支援を行うホームヘル
パーを派遣することで、子育てを行う家庭を支援する。

5,824

こども部こども支援課
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事業名 事業概要 事業費（千円） 担当課

伊達市奨学資金貸付事業 伊達市出身の生徒又は学生であって、能力があるにもかかわらず経済的理由により就学困難
と認められるものに対して奨学資金を貸与する。 232

教育部教育総務課

育児サークル支援事業 子育てに関する不安や悩みの解消に向け、育児サークルの活動の場の提供や母親学習への協
力を行う。育児サークル運営に関する情報交換の場としてリーダー連絡会を実施する。 22

健康福祉部健康推進課

家庭教育支援事業 尐年非行や児童虐待の深刻化、子どもの基本的な生活習慣の乱れなどに対応するため、家庭
での教育力の向上を目的として実施する。 558

教育部教育総務課

教育相談事業 いじめや不登校等をはじめとする児童生徒の悩みや問題行動の解決に資するため児童生徒や
保護者からの相談に対して、臨床心理など高度な知識や経験を有するスクールカウンセ
ラー、スクールソーシャルワーカーを配置し、教育相談を実施する。不登校児童生徒への支
援の一つとして「適応指導教室」を設置する。養護教諭サポーターを配置する。複式学級サ
ポーターを配置する。

25,642

教育部学校教育課

月舘保育園運営維持管理事業 家庭外就労等の保護者に代わって、家庭との協力、連携をとりながら養育の補完と教育を
し、子ども一人ひとりの最善の利益を図る。また、安心・安全な保育に心がけ、地域との交
流を密にし地域に必要とされる保育園を目指す。

30,501

こども部こども育成課

子ども・子育て支援事業 すべての子育て家庭の育児負担軽減に必要とされるサポートについて、子育て相談や一時預
かりの場を増やすなど、地域のニーズにあわせた子育て支援を充実させる。 15,578

こども部こども支援課

子育てガイドブック作成事業 子育て世帯に対して有益な情報を提供することにより、安心して子育てができる環境整備に
資する。 243

こども部こども支援課

子育て世帯臨時特例給付金給付事
業

消費税率引上げによる子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支え
を図る観点から臨時的な給付措置として対象児童一人につき3,000円を給付する。 24,764

こども部こども支援課

私立保育園補助金交付事業 保育需要に応じた多様な保育サービス（特別保育事業）を実施している保育園に対し、国交
付金や県補助金を活用することで、それらの事業実施に係る運営費等を支援する。 50,116

こども部こども育成課

幼稚園管理運営事務、私立幼稚園
運営費負担金事務

保護者の幼稚園保育料を軽減することで在宅幼児の幼稚園入園を促進し、３歳からの心の義
務教育の充実を図る。 172,850

こども部こども育成課

児童虐待等相談事業 家庭や学校における子どもの適正な教育及びその他家庭児童福祉の向上を図り、また、児童
生徒のいじめ、不登校、暴力行為、保護者等による虐待等の改善に向け、学校や関係機関と
連携して問題を抱える児童生徒等の相談支援を行う。

3,431

こども部こども支援課
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事業名 事業概要 事業費（千円） 担当課

児童手当給付事業 次世代の社会を担う児童の健全な育成及び向上を図ることを目的とし、０歳から中学３年生
までの子どもを対象に手当を支給する。 893,067

こども部こども支援課

出産祝金支給事業 尐子化を迎える対策として、多子世帯の育児に対する経済的負担軽減を図る。
第３子からの子どもの出産に際し、出産祝金としてひとり50万円を支給。 37,500

こども部こども支援課

小学校施設整備事業 児童の安全安心と良好な学習環境の改善を図るため、耐震補強や老朽箇所の改修により施設
の整備を実施する。 26,435

教育部教育総務課

障がい児通所支援事業 児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を提供する。

72,129

こども部こども支援課

男女共同参画推進事業 男女が性別に関係なく自らの意思によって、社会のあらゆる分野における活動に参画する機
会が確保される男女共同参画社会の実現を目指す。 705

市民生活部市民協働課

地域子育て支援事業（子育て支援
センター運営委託事業）

地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点施設の設置により、地域の子育
て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進する。 30,317

こども部こども支援課

特別支援教育推進事業 児童生徒の適正な就学、特別支援教育の一層の充実を図るため、適正な就学指導を行う。

2,731

教育部学校教育課

乳幼児健康診査事業 乳幼児の発育発達を確認し、疾病等の早期発見・早期治療･早期療育を図るために健診を行
い、併せて子育てについての相談支援をする。 13,040

健康福祉部健康推進課

妊婦健康診査事業 妊婦が安心して出産に望めるよう定期的に健康診査を受けることにより妊娠中の異常を早期
発見し、妊産婦及び乳児の死亡率低下を図る。 47,676

健康福祉部健康推進課

妊婦歯科検診事業 妊娠中は特に唾液の変化によりむし歯や歯周病が進行しやすい時期であるため、歯の健康管
理を行う。 446

健康福祉部健康推進課

認可外保育補助金交付事業 民間の地域保育施設に対して、入所児童健康診断助成事業、入所児童支援、運営費助成事業
を実施した場合、補助金を交付する。 460

こども部こども育成課
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事業名 事業概要 事業費（千円） 担当課

保育所運営費負担金事務 就労している保護者に代わって、家庭と連携をとりながら養育の補完と教育を行うことで子
どもの最善の利益を図る。民営の保育園には、定員や入所児童数に応じて国の基準により運
営費を支弁する。

491,195

こども部こども育成課

保原保育園運営維持管理事業 家庭外就労等の保護者に代わって、家庭との協力、連携をとりながら養育の補完と教育を
し、子ども一人ひとりの最善の利益を図る。 97,921

こども部こども育成課

母子家庭等自立支援給付金事業 ・伊達市自立支援教育訓練給付事業
　母子家庭の母及び父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、自立の促進を図
る。
・伊達市高等職業訓練促進給付金事業
　母子家庭の母及び父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の
取得を促進する。

1,500

こども部こども支援課

母子健康相談・健康教育事業 乳幼児の健康の保持及び増進を図るため、発達月齢に応じた健康教室や健やかな発育発達を
促す相談会を行う。 1,007

健康福祉部健康推進課

放課後支援事業 小学校の放課後等に子どもたちの安全・安心な居場所を設け勉強や地域の方々の参画を得
て、子どもたちが心豊かで健やかに恵まれる環境づくりを推進する。 6,142

こども部こども育成課

放課後児童健全育成事業 保護者が仕事などで家庭にいない小学生を対象に、放課後等を安全・安心に過ごし、多様な
体験・活動を行うことができる場を提供する。 125,429

こども部こども育成課

未熟児・新生児（母子）訪問指導
事業

新生児、乳児と産婦を生後１～２ヶ月の間に訪問し健康状態の確認及び保健指導を行う。ま
た、経過観察が必要な新生児、乳児の発達の確認、育児について支援が必要な母子への助
言、指導を行う。

1,204

健康福祉部健康推進課

未熟児養育医療事業 未熟児が、医療機関において入院治療が必要と判断された場合に、医療の給付を行う。
3,357

健康福祉部健康推進課

民営放課後児童クラブ活動支援事
業

放課後児童クラブ健全育成事業を実施している施設に対して補助金を交付する。
4,467

こども部こども育成課

幼児発達支援事業 支援が必要な幼児に対して健やかな発達を促し、保護者が子どもの成長を理解し、地域で生
活していくための支援をする。 8,716

こども部こども支援課

幼稚園遠距離通学支援事業 遠隔地から通園する園児の保護者に対して通園費の一部を補助することにより教育の機会均
等を図る。 934

こども部こども育成課
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事業名 事業概要 事業費（千円） 担当課

幼稚園就園奨励費支援事業 【私立幼稚園】私立幼稚園に就園する幼児の保護者の経済的負担を軽減し、幼稚園教育の振
興を図るため、保育料及び入園料を減免し、減免に要する経費について要綱の別表に定める
金額を限度として補助金を交付する。
【公立幼稚園】公立幼稚園に就園する園児の保護者に対し、規則に定める金額を限度として
減額する。

6,078

こども部こども育成課

幼稚園預かり保育事業 幼稚園児を持つ保護者の子育てと就労の両立を支援するため、預かり保育を実施する。

30,480

こども部こども育成課

霊山児童館管理運営事業 児童に健全な遊びを与え、健康を増進し情緒豊かにするため、嘱託職員を配置して管理・運
営を行う。 12,865

こども部こども育成課

合計 2,851,840
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主な取組（網掛け部分：地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金＜地方創生先行型＞）

事業名 事業概要 事業費（千円） 担当課

健幸都市推進事業 急速な尐子高齢、人口減尐が進む中、高齢になっても地域で安心して暮らせ、市民誰もが健
康で幸せに暮らすため、一人ひとりが健康を意識し、健康を基軸としたまちづくり「健幸都
市」の推進を図る。

27,146

健幸福祉部健幸都市づく
り課

ウェルネスコミュニティ形成事業 市民が健康となるためのまちづくりを考え直し、歩きたくなる環境やコミュニティのあり方
など、健康へ誘導する事業を実施する。 495

建設部都市計画課

掛田地区道路整備事業 安心して歩くことができる道路を整備することにより、住民の健康意識及びまちづくりへの
意欲を創出し、霊山町掛田地区の道路整備をモデルとして行う。 95,400

建設部土木課

健幸都市白根地区モデル事業 白根地区健幸都市推進協議会が展開する事業を支援し、地区の地域資源を活かした健幸なま
ちづくりの推進を図る。 2,350

健幸福祉部健幸都市づく
り課

健幸都市掛田地区コミュニティ道
路整備事業

超高齢社会において、市民が健康となるためのまちづくりを考え直し、歩きたくなる環境や
コミュニティのあり方など、健康へ誘導する。 5,000

建設部土木課

健幸都市掛田地区ポケットパー
ク・駐車場整備事業

市民が気軽に外出し、健康的にいきがいを持った生活を営むための動機づけ、日常の買い物
及び各種イベント等の利用を目的にポケットパーク及び駐車場を整備する。 23,170

建設部都市計画課

健幸都市掛田地区市道整備事業 超高齢社会において、市民が健康となるためのまちづくりを考え直し、歩きたくなる環境や
コミュニティのあり方など、健康へ誘導する。 90,400

建設部土木課

健幸都市都市再生整備計画提案事
業

健幸都市モデル地区の霊山町掛田地区を中心に、歩いて健康になるためのまちづくりに向け
た事業を推進する。 5,000

産業部商工観光課

健幸都市歩きたくなる公園整備事
業

尐子高齢社会、人口減尐社会が進む中、市民が健康で幸せな生活を送るため、健康を基軸と
した健幸都市の実現に向けて「歩きたくなる公園」を整備する。 11,664

建設部都市計画課

施策の方向性を検討するための資料
【時代に合った地域をつくり、安全なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する】
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事業名 事業概要 事業費（千円） 担当課

霊山中央交流館改修事業 霊山中央交流館を掛田地区の健幸づくりの拠点とするため、施設の改修をする。

66,660

霊山総合支所

月舘まちづくり環境整備事業 歩いて暮らせるまちづくり推進のため環境づくりを行い、全ての人が安心して暮らせる月舘
地域をつくる。 3,000

月舘総合支所

健康運動習慣化支援事業 40歳以上を対象とした個別運動プログラムを利用した健康運動教室や、ウォーキングの推進
さらに身近な集会所で運動ができる元気づくりシステムを活用し健康づくりのための運動を
幅広く提供し生活習慣病予防し健康寿命の延伸を図る。

74,906

健幸福祉部健幸都市づく
り課

健康増進室事業 市民（市外も可）の健康増進のため、トレーニング機器を備えた健康増進室の維持・管理・
運営を行う。 3,790

健幸福祉部健幸都市づく
り課

スポーツ振興事業 市民１スポーツに親しむことで、健康で豊かな暮らしができる社会を実現するため市の出資
により設立した一般財団法人スポーツ振興公社の運営を支援する。 13,577

教育部教育総務課

伊達市総合戦略策定事業 急速に進む尐子高齢化による人口減尐に歯止めをかけるために、国が策定した「長期ビジョ
ン」と「まち・ひと・しごと総合戦略」に対応し、市においても人口動向を分析し、人口の
将来展望を示す「伊達市人口ビジョン」と、今後５か年の目標や施策などを盛り込んだ「伊
達市地域創生総合戦略」を策定する。

13,540

市長直轄総合政策課

市町村代替バス運行事業 バス会社が廃止したバス路線を、地域の生活交通の確保のため、バス会社との委託により運
行する。 15,370

市長直轄総合政策課

新多目的交通システム事業 高齢者等の移動手段の確保と商店街の活性化を図るため、低定額料金を設定した電話予約に
よるデマンド型乗合交通手段を提供する事業実施主体に対し補助する。 77,754

市長直轄総合政策課

地方バス路線運行事業 日常生活バス路線の運行を維持するため、事業者に対し関係市町と協調して補助する。
6,948

市長直轄総合政策課

地域自治組織推進事業 地域コミュニティを構成する多様な主体が、責任と役割を認識し、自助・共助を適切に組み
合わせ相互の連携と協力により協働のまちづくりを推進する。 56,670

市民生活部市民協働課

市民活動支援センター事業 市民活動や協働のまちづくりのプラットホーム（結節点）として、諸団体とのネットワーク
の核となり市民活動の推進を行う。 5,432

市民生活部市民協働課
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事業名 事業概要 事業費（千円） 担当課

学校支援地域連携推進事業 小学校に地域活動の拠点となるスクールコミュニティーセンターを設置し、地域コーディ
ネーターを配置することで、子どもを縁とした地域づくり、生涯学習を促進し、地域の教育
力向上を図る。また、地域と学校の協働・地域連携・交流・学びを支える自主組織づくりを
推進する。

10,185

教育部教育総務課

生涯学習ボランティア活動支援セ
ンター運営事業

市民の生涯学習、青尐年体験活動、ボランティア活動等の推進の他、情報収集や提供、相談
業務を行い、市民の学習活動や体験活動の支援を行う。 2,454

教育部教育総務課

福島大学連携・協働事業 保原小学校を中心として、学校現場と大学・学生の連携協働を推進する。
487

教育部学校教育課

高子駅北地区住宅団地整備事業 高子駅北地区住宅団地を造成し、若年世代や被災者を含め幅広い世帯の定住化を図り、新し
いまちづくりをする。 0

建設部都市計画課

優れた街並み景観形成支援事業 都市計画街路事業（国道349号）をきっかけに、市民による「蔵の風情を取り入れた和風の
まちなみづくり」の協定を締結し、「梁川町川北まちづくりの会」が運営している。その活
動に対し、支援する。

100

建設部都市計画課

地域ケア会議活用推進等事業 地域包括ケアシステムの構築に向け、研修会や情報交換ツールの作成に取り組み、医療と介
護に従事する多くの専門職のネットワークを構築し、多職種参加による地域ケア会議の開
催、医療と介護の連携強化を図る。

1,147

健康福祉部高齢福祉課

中１福祉施設ボランティア事業 ボランティア体験や福祉学習を通して、高齢者に対する理解を深めるとともに、自己と他者
の違いに気付き尊重しようとする態度、さらに、よりよい人間関係を築く力を育成する。 1,651

教育部学校教育課

保原総合公園拡張整備事業 伊達市民の更なる健康増進・青尐年の健全育成や福祉の向上に資するため、スポーツレクリ
エーションの拠点として、保原総合公園の拡張整備を実施する。 266,000

建設部都市計画課

伊達地域づくり支援事業 市民が主体的に取り組む地域づくり事業などに助成をする。また、行政区などの自主的な事
業活動に活動交付金を助成する。
●ふるさとまつり、●町内会連合会補助、●ウォーキング大会、●だてふるさと産業祭、●
MDD文化鑑賞会

14,860

伊達総合支所

梁川地域づくり支援事業 市民が主体的に取り組む地域づくり事業などに助成をする。また、行政区などの自主的な事
業活動に活動交付金を助成する。
●伊達のふるさと夏まつり、●自治組織などの地域づくり事業、●高齢者ボランティア活動
事業、●婦人会活動事業、●梁川地域むらづくり活性化推進事業

28,060

梁川総合支所
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事業名 事業概要 事業費（千円） 担当課

保原地域づくり支援事業 市民が主体的に取り組む地域づくり事業などに助成をする。また、行政区などの自主的な事
業活動に活動交付金を助成する。
●ほばらサマーフェスティバル、●陣屋通りイルミネーション事業、●紅屋峠千本桜整備事
業、●ほばら産業まつり、●婦人会活動事業、●高子沼環境美化事業

30,120

保原総合支所

霊山地域づくり支援事業 市民が主体的に取り組む地域づくり事業などに助成をする。また、行政区などの自主的な事
業活動に活動交付金を助成する。
●霊山太鼓まつり事業、●霊山太鼓の保存・伝承事業、●婦人会活動事業、●天蚕繭特産品
づくりを通じた地域活性化事業、●霊山ニンジン育成支援事業、●復興・絆プロジェクトin
小国

17,220

霊山総合支所

月舘地域づくり支援事業 市民が主体的に取り組む地域づくり事業などに助成をする。また、行政区などの自主的な事
業活動に活動交付金を助成する。
●つきだて・奥多摩交流事業、●モノ作りびとフェア支援事業、●やまゆり花舞四季会社運
営支援事業、●小手姫の里まつり協議会運営支援事業、●こどもフェスタ事業、●婦人会活
動

10,640

月舘総合支所

合計 981,196
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