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４．上位関連計画における位置付け 

上位関連計画において、産業振興及び工業団地開発等の産業系土地利用の方針は以下のよ

うに位置づけられている。 

（１）第二次伊達市総合計画／伊達市（平成 27 年 4 月） 

『伊達市第２次総合計画』の基本構想と基本計画では、次のように位置づけられている。 

①基本構想 

＜将来都市像＞ 

“健幸と個性が創る活力と希望あふれる故郷伊達市” 

＜まちづくりの基本理念＞ 

○ 地域が人を育て、人が地域を育てるまち 

○ 伊達市らしさを大切に守り人が輝くまち 

○ 新たな人材や価値を生み出す創造のまち 

②基本計画 

＜地域活力を生み出す商工業の振興＞ 

基本事業の一つとして、「工業振興と地域内発型産業の推進」を挙げており、相馬福島道路の

開通を転機とした企業誘致を推進するため、工業団地の造成を図ることが位置づけられている。 

 

（２）伊達市再生・発展まちづくりグランドデザイン（平成 25 年 3 月） 

『伊達市再生・発展まちづくりグランドデザイン』の将来像と再生・発展に向けた戦略で

は次のように位置づけられている。 

①伊達市の将来像 

＜基本的な視点＞ 

○ 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。 

＜将来像＞ 

○ 生涯健康・幸福なまち 

○ “豊かなこころ”を持つ後継者が育つまち 

○ 挑戦する農林業が営まれるまち 

○ 省エネ・創エネを通じた環境にやさしいまち 

○ 広域交流・連携の要として賑わいを生むまち 

②再生・発展に向けた戦略 

＜広域的に人を呼び込む魅力づくり＞ 

○ 復興道路として建設された「東北中央自動車道」

が核になり、周辺地域との結び付きを強化 

○ 伊達市が福島県内のみならず「南東北の拠点」とし

て物、人の交流を促進させ、活気のある都市を実現 
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（３）伊達市復興計画／伊達市（平成 24 年３月） 

『伊達市復興計画』の基本理念と復興に向けた取り組みでは、次のように位置づけられている。 

 

①基本理念 

“夢あふれる伊達市の復興” 

・未来を担う子どもや若者たちが誇りを持てるふるさとの再生 

・災害に負けない安心・安全なまちの復興 

・新しい視点による産業の再生と伊達ブランドの復興 

 

②復興に向けた取り組み 

＜雇用の創出による生活基盤の確保＞ 

産業活性化を進めるため、既存の施策にとらわれない新たな視点での企業の誘致や起業の

推進による雇用創出が重要であることが謳われており、農・工・商業の産業再生のための支

援策の実施として以下の事業が位置づけられている。 

産業復興企業立地補助金 

東日本大震災及び原子力災害により被害を受けた本市の復興・再生を促進するため、県外

からの新規・復帰立地や県外流出防止、市内での新増設・移転を行う企業に対し支援する。 

工業用地、空き工場等紹介事業 

産業用地、空き工場などの情報提供などにより被災企業の市内での事業再開を支援する。 
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ふるさと“伊達”に愛着と誇りをもち、活き活きと暮らせる都市づくり 

１．震災を乗り越え、活力ある都市づくりを目指します。 
２．誰もが安全・安心し、心豊かに暮らせる都市づくりを目指します。 
３．ふるさとの自然や歴史文化を守り、継承する都市づくりを目指します。 
４．人と人、地域と地域の絆を育む都市づくりを目指します。 

（４）伊達市都市計画マスタープラン（改定版）（策定中） 

＜都市の将来像＞ 

○伊達市の将来像     《第一次伊達市総合計画》 

 

 

 

 

 

 

 

○都市づくりの目標    《伊達市都市計画マスタープラン》 

 

 

 

 

 

 

 

②分野別まちづくり 

＜土地利用の方針＞ 

「土地利用方針」では、当該地区は工業ゾーン、産業拠点に位置づけられており、整備予定で

ある東北中央自動車道（相馬福島道路）の各 IC 周辺の土地利用に関連した方針も位置づけられ

ている。 

産業拠点 

・ 既存の保原工業団地や梁川工業団地、霊山工業団地については、工業拠点として位置づけ、

工業集積の充実、就業環境の維持向上に努める。 

・ 保原工業団地については、東北中央自動車道（相馬福島道路）IC の整備効果を活かし、

工業団地の拡張整備を図り、工業、流通、研究開発機能などが集積する産業拠点としての

強化を図る。 

新たな都市機能の誘導拠点 

・ 東北中央自動車道（相馬福島道路）IC（(仮)国道 4 号 IC、(仮)福島保原線 IC、(仮)霊山

IC、(仮)阿武隈 IC）周辺を、「伊達市の復興・再生を牽引する新たな都市機能の誘導拠点」

として位置づけ、「（仮称）伊達市インターチェンジ周辺土地利用構想」の推進を図り、都

市の再生・活性化に資する多様な都市機能の導入や良好な都市環境の創造を目指す。 

整備予定IC 新たな都市機能 

(仮)国道4号IC周辺 
地域住民との協議と近隣市町との連携により、広域的な商業・
交流機能や健康・医療機能等の導入を促進 

(仮)福島保原線IC周辺 
農業など地域資源を活かした観光交流機能や産業機能の導入、
定住を促す住宅地の整備などを促進 

(仮)霊山IC周辺 
伊達市の魅力発信と震災からの復興のシンボルとして「道の
駅」の整備を促進 

＜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 

＜まちづくりの基本理念＞ 
１ 地域が広を育て、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出す創造のまち 
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インターチェンジ周辺の計画的な土地利用の誘導 

・ 東北中央自動車道（相馬福島道路）整備に伴い、IC 周辺の開発圧力が高まることが予想

される。 

・ 「（仮称）伊達市インターチェンジ周辺土地利用構想」に基づき、地域の特性や魅力を損

なわないよう、優良農地や豊かな自然環境、歴史資源、地域景観の保全を図るとともに、

一定のルールに基づく無秩序な開発や宅地化の抑制、計画的な開発の誘導、優良農地と都

市的土地利用の合理的かつ計画的な利用調整などを図る。 

線引き・用途地域について 

・ 東北中央自動車道（相馬福島道路）IC 周辺のまちづくりをはじめ、新たな土地利用の変

化が想定されることから、一体的な都市づくりと計画的な土地利用の推進、及び効率的な

都市計画行政の推進を図るため、現行の都市計画区域や区域区分、用途地域について見直

しを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

土地利用方針図 
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＜道路・交通まちづくり方針＞ 

「道路・交通まちづくり方針」では、東北中央自動車道（相馬福島道路）と新たな構想路

線について位置づけられている。各位置づけは以下のとおりである。 

東北自動車道（相馬福島道路）の整備促進 

・ 現在整備が進められている東北中央自動車道（相馬福島道路）については、市内に(仮)

国道４号 IC、(仮)福島保原線 IC、(仮)霊山 IC、(仮)阿武隈 IC の４つのインターチェン

ジの整備が予定されている。 

・ 将来的に全線が供用された場合、本市の交通や地域の活性化に大きく寄与することが期待

されており、早期整備の促進を要請していく。 

主要 ICへのアクセス強化（（仮称）福島保原線 ICへのアクセス強化） 

・ 構想路線として、インターチェンジから（主）福島保原線への交通を分散する(仮)福島保

原線 ICへのアクセスを強化する新たなアクセス道路（（仮称）インター連絡線）が位置づ

けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな構想路線 
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＜活気あるまちづくり方針＞ 

「活気あるまちづくり方針」では、当該地と隣接する保原工業団地において新たな産業拠

点の創出、農業の六次産業化の促進等について位置づけられている。位置づけは以下のとお

りである。 

新たな産業拠点の創出 

・ 既存の保原工業団地については、東北中央自動車道（相馬福島道路）IC の整備効果を最

大限に活用し、工業団地の拡張整備を図り、工業、物流、研究開発等の集積する新たな産

業拠点の形成を図り、地域産業の活性化、雇用の安定化を推進する。 

農業の６次産業化の促進 

・ 農業の６次産業化（農商工連携）の推進や農を活かしたまちづくりの推進により、新たな

地域農業の活性化を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

活力あるまちづくり方針図 
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（５）その他の上位計画における位置づけ 

福島県 上位計画 

上位計画 将来像、基本方針等 

福島県総合計

画「ふくしま新

生プラン」 

（Ｈ24.12） 

＜基本目標＞ 

「夢・希望・笑顔に満ちた“新生ふくしま”」 

＜政策分野別の主要施策（活力 商工業･サービス業）＞ 

○企業立地などにより産業の集積を図る。 

企業立地に関する取り組み 

工業団地の整備などに関する取り組み 

企業立地のフォローアップに関する取り組み 

＜地域別の主要施策（県北地域）＞ 

○目指す方向性 

安全・安心な生活環境を回復し、幅広い産業集積と行政・教育・医療等の高次都市機能を生か

して、医療関連分野をはじめ、本県経済をリードする産業の振興を図る。 

○施策の展開方向 

「地域産業の再生と新たな社会を拓く産業の創出」を進める。 

県北都市計画

区域マスター

プラン 

（Ｈ26） 

＜都市づくりの理念＞ 

「活気にあふれ、豊かな自然環境と共生する、学術・文化都市」 

にぎわいのある都市づくり 

市街地と豊かな自然・田園が調和した都市づくり 

学術・文化機能を活かした都市づくり 

○魅力とにぎわいのある中心核と産業基盤の形成 

産業基盤の形成については、東北自動車道及び整備中である東北中央自動車道、東北新幹線と

いった広域交通体系の利便性や大学等の学術研究機関の集積を生かした産学官の連携に努める 

＜土地利用に関する主要な年計画の決定方針＞ 

○主要用途の配置方針 

保原工業団地については、良好な生産環境の保持に努める。 

○市街地における建築物の密度の構成に関する方針 

郊外部の工業団地、流通業務地については、交通の便のよい優良な工業団地等を中心に配置さ

れているため、従業員の駐車場、レクリエーション等のための広場、緩衝緑地等を確保し、基

本的に低層建物で低密度な利用を図る。 

既存の市街地内の工業地については、周辺の住宅地に対する公害防止に配慮するものとし、基

本的に低層建物で中密度な利用を図る。 

福島県復興計

画（第２次） 

（Ｈ24.） 

＜基本理念＞ 

原子力に依存しない、安全・安心で持続的に発展可能な社会づくり 

ふくしまを愛し、心を寄せるすべての人々の力を結集した復興 

誇りあるふるさと再生の実現 

＜具体的取り組み＞ 

○新たな時代をリードする産業の創出 

企業が県外に流出するという危機にも直面しており、企業が県内で存立するための取組を推進

する。 

県内全域において、多くの就業の場も失われている。特に、原子力発電所に代わる雇用を確保

する必要があることから、環境と共生した豊かなふるさとの未来を描きながら、新たな時代を

牽引する産業づくりに取り組む。 

これらによって、地域の雇用を生み出し、女性、高齢者、障がい者なども含めた全員参加の経

済社会を目指すとともに、若者たちにとっても、将来に夢と希望を持つことができる県づくり

を進める。 

＜地域別の取組（中通りエリア）＞ 

○産業の再生及び創出 

工業団地造成費用利子補給制度の活用等により、新たな工業団地の整備を促進する。また、企

業立地補助金制度の活用等により、企業立地を推進する。 

ふくしま産業復興投資促進特区により、復興特区制度による課税の特例措置(東日本大震災復興

特別区域法・福島復興再生特別措置法)の活用を促進し、ものづくり産業の早期復興・更なる産

業振興を推進する。 



45 

 

伊達市 上位計画 

上位計画 将来像、基本方針等 

伊達市国土利

用計画 

（策定中） 

○基本理念 

東日本大震災による危機をチャンスに変え、市の再生・発展を実現 

伊達市再生・発展まちづくりグランドデザインを反映させた効果的な土地利用 

○主な施策 

農用地：優良農用地の確保、意欲ある担い手育成、６次産業化の促進、耕作放棄地の有効活用 

住宅地：無秩序な宅地の拡大・拡散の抑制、計画的な宅地整備の促進 

工業用地：復興需要や東北中央自動車道（相馬福島道路）の活用を視野に入れた工業団地の活

用・整備の推進 

東北中央自動車道 IC 周辺における研究開発機能を有する産業団地の検討 

道 路：東北中央自動車道 IC 付近の開発や IC へのアクセスを確保する幹線道路の整備推進 

伊達市農業振

興地域整備計

画（Ｈ24.4） 

本地域の属する保原地域については、「重点作物を中心とした複合型の農業振興を図るため、

農用地の流動化等による利用調整、施設及び基盤整備の推進を図りながら生産性を高め、地域

の特性を踏まえた効率的な土地利用を推進する」としている。 

 


