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「霊山」：福島県伊達市と相馬市との境にそびえる
標高825メートルの山。国の名勝、日本
百景及びうつくしま百名山に指定されて
おり、四季折々の表情を見ることができる。
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「伊達市の未来のために」

　平成18年１月１日に「伊達市」が誕生してから、10年目を迎えることとなりました。それぞれ旧町の個性
を活かしつつ、「伊達市」として心ひとつになるため、「伊達　織りなす未来　ひとつの心」を伊達市第１次
総合計画の将来像に掲げ、まちづくりを進めてまいりました。
　しかしながら、平成23年３月、東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射
能災害により、誰も経験したことのない新たな対策を迫られることとなりました。これまで、除染、健康管
理、風評被害対策、放射能教育等に鋭意取り組んできた結果、空間線量の低下、放射能・放射線に対する
正しい理解も進んで、それらに対する不安も解消に向かいつつあります。
　また、少子高齢社会の進展による人口減少社会の到来により、地域経済の規模縮小、人手不足などに
より社会基盤の維持が困難になるなど深刻な問題・課題を引き起こすことが懸念されており、これらに
一体的、総合的に取り組むことで持続可能な行政運営をしなければなりません。
　このような背景から、総合計画を１年前倒しして、「伊達市第２次総合計画」を策定いたしました。
　一方、国においても平成26年12月に人口減少と地域経済縮小の克服のため、「まち・ひと・しごと創生
総合戦略」を策定し、地方自治体においても平成27年度中に計画の策定を進めることとされています。
本市でも本総合計画と連携した「伊達市人口ビジョン」と「伊達市総合戦略」を策定する考えであります。
　今後は、本計画に掲げた「健幸と個性が創る　活力と希望あふれる故郷　伊達市」の将来都市像の実現
を目指し、市民と行政が協働のもと、地域の個性を活かしたまちづくりを推進し、「伊達市に住み、働き、
学ぶ」ことと、誇れるまちを築いてまいりたいと考えておりますので、一層のご支援とご協力を賜ります
ようお願いいたします。
　結びに、この計画の策定にあたりまして、貴重なご意見、ご助言を賜りました総合計画審議会委員の皆
さまをはじめ、まちづくりについてご提言をいただいた多くの市民の皆さまに心から感謝を申し上げます。

　総合計画は、本市の長期的なまちづくりの基本的な
方向と、施策、基本事業を総合的に示し、市政の指針と
なるものです。
　本計画は、目指す将来都市像の実現に向けた基本
方向を示す「基本構想」、各施策を体系的に示す「基本
計画」、各施策の展開を図るため事務事業を示す「実施
計画」で構成されます。

　平成27（2015）年度から平成34（2022）年度まで
とし、平成30（2018）年度までの４年間を前期基本計
画の期間とします。

　「伊達市に住み、働き、学ぶ」まちを総力を結集し創り上げ、多くの人々から「誇れるまち・選ばれるまち・選ばれ
続けるまち」として着実な再生・発展を遂げることを目指すとともに、次代を担う子どもたちに、誇りと自信を持って
つなぐ心のよりどころとして、活力と希望に満ちあふれた故郷（ふるさと）を創造していきます。

　本市の魅力や可能性を最大限に引き出しながら、地域が人を育て、人が地域を育てる、「市民が主役
のまちづくり」を推進します。

　将来都市像実現に向けた取組みや、指標の目標達成
に向けて、進行管理を行います。
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総合計画の構成

基本構想

 

平成27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度

前期基本計画
（平成27年度～平成30年度）

後期基本計画
（平成31年度～平成34年度）

基本構想
（平成27年度～平成34年度）

実施計画（３か年）

実施計画（３か年）

実施計画（３か年）

毎年度見直し

総合計画の期間 進行管理

　将来都市像実現に向けた取組みや、指標の目標達成
に向けて、進行管理を行います。

計画（PLAN）
評価結果を次年度の予
算、組織編成、事務事
業の改革改善等に反
映させ、行政経営
方針を決める。

実施（DO）
行政経営方針に従い、
効果的・効率的な事
務事業を実施する。

評価（SEE）
前年度の事業の振り返
りを行い、目標値の
達成状況を測る。

1 地域が人を育て、人が地域を育てるまち

　市民が地域に誇りや愛着を持ち、地域の個性を育み、心豊かでいきいきと活躍できる「人が輝くまち
づくり」を推進します。

2 伊達市らしさを大切に守り人が輝くまち

　誰もが主役となれる人材の育成に取り組むとともに、みんなが誇れる高い価値を持った伊達ブランド
を生み出す「創造のまちづくり」を推進します。

3 新たな人材や価値を生み出す創造のまち

－わたしたちで実現を目指す伊達市の将来都市像－

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念

伊達市長

健幸と個性が創る 活力と希望あふれる故郷 伊達市
ふ る　さ と

基本構想

実施計画

基本計画



将来都市像の実現に向けた施策大綱

施　　策

将来的な人口構造の変化によるマイナスの影響を
最小限にとどめることを目指していきます。

平成27年 ６万２,７００人

平成34年 ５万４,３００人

政　　策

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＞

１．地域の個性を活かしたまちづくりの推進
２．生活安全体制の強化
３．持続可能な行政経営の推進

ともに紡ぐ協働のまちづくり
1

政 策
2

１．子どもの健やかな育ちと子育て支援の充実
２．「生きる力」を育む学校教育の充実
３．心を育む生涯学習の推進
４．文化財の保護と芸術文化の振興

豊かな心を育むまちづくり
2

政 策
3

地域の魅力が輝くまちづくり
3

政 策
4

こころ寄り添う健やかな
　　　　　　　　まちづくり4

政 策
5

特別対策

基本事業１ 放射線情報の把握と情報発信による安全の確立

基本事業2 安全を安心につなげる信頼の醸成

基本事業3 絆を強め新たな産業力の創出

自然と調和し快適で住みよい
　　　　　　　　まちづくり

放射能を克服するまち

１．農林業の振興と担い手の育成
２．地域活力を生み出す商工業の振興
３．集客資源の創出と充実

１．ともに支え合う福祉の充実
２．生涯元気なまちづくりの推進
３．健康づくりの推進

１．快適な生活環境の形成
２．市民生活を支える交通網の充実
３．快適で便利な居住空間の創出
４．安全・安心な水環境の形成

主な成果指標（例） （現状値：平成25年度　 目標値：平成30年度）

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＞

主な成果指標（例） （現状値：平成25年度　 目標値：平成30年度）

指標名

NPO、市民活動団体、ボランティア団体の数

自主防災組織の加入率

実質公債費比率

現状値 目標値

75団体

29％

8.3％

90団体

80％

8.0％

指標名

幼稚園・保育園・認定こども園の就園率（３～５歳）

新体力テストの総合評価で上位２ランク（A,B）の児童・生徒の割合

スポーツ施設の利用者数

無形民俗文化財の記録保存件数

現状値 目標値

91.0％

34.0％

36.0％

158,895人

5件

96.0％

40.0％

45.0％

170,000人

10件

（小学校）

（中学校）

（小学校）

（中学校）

６万２,７００人

将来人口の推計

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000

平成27年

（人）

36,500

19,300

平成30年

33,700

18,900

平成34年

30,400

18,600

62,700
54,30058,700

6,900 6,100 5,300

年少人口（15歳未満） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

ともに紡ぐ協働のまちづくり政 策
1

豊かな心を育むまちづくり

実質公債費比率

政 策
2

　「自分たちのまちは、自分たちでより良くする」という自主・自立の考えのもとに、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・公助を適切に組み合わせ、相互の連携と協力による協働のまちづく
りを推進します。また、男女が共に輝き支え合う男女共同参画を推進し、職場や地域社会における女性の活躍を支
援します。
　防災力の向上や犯罪及び事故を未然に防止するための取組み
を強化し、市民が安全・安心に暮らせるまちづくりを目指します。
　協働による計画的なまちづくりを進めるため、効果的な組織体
制や人材育成等を図り、限りある行政の経営資源をより一層効率
的に活用し、行財政の経営基盤がより強固で安定したまちづくり
を目指します。

　安心して子どもを産み育てることができ、子どもたちも健やかで安心して過ごせる地域社会での見守り・支える
環境を充実させるとともに、基本的な生活習慣など人間形成の基礎を培い、成長できる就学前教育・保育環境の充
実を図ります。
　子どもたちが、変化の激しいこれからの社会に柔軟に対応して生き抜くために、確かな学力と豊かな人間性、健や
かな体の「生きる力」をバランス良く育み、身につけることができるよう、子どもの育ちを総合的に捉えた学校教育
を推進します。
　市民の誰もが生涯を通じて学び続け、日常生活の中でスポーツ
や芸術文化活動に親しむことができるよう、学習の機会や情報の
提供等を通じ自主的な活動を支援するとともに、学んだ成果を活
かすことができる環境の整備に努めます。また、大切に受け継が
れてきた貴重な文化遺産の発掘・保護・保存・活用を図り、市民一
人ひとりがふるさとに強い誇りと愛着を持てるまちを目指します。
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主な成果指標（例）

指標名

市内で活動する福祉団体の数

在宅サービスの利用率

国民健康保険被保険者の一人当たりの医療費

現状値 目標値

64団体

64.59％

330,033円

74団体

53.84％

321,821円

　市民、事業者及び行政が協力し合って、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を目指し、省エネ
ルギーやごみの減量等に取り組み、自然と共生する環境にやさしいまちづくりを推進します。
　市の活性化に向けた地域間の交流や連携を促進するため、道路・交通環境の整備に取り組むとともに、高齢社会
に対応した公共交通システムの充実を図ります。
　良好な街並みの形成や身近な緑・水辺とのふれあいの場の形成
等により、うるおいのあるまちづくりを目指します。
　生活に必要な水道水を安定的に供給するための財政基盤を確
立するとともに、生活排水を適正に処理し、将来にわたって安定し
た水サービスの提供を目指します。
　これらの生活基盤の整備により、市民が永く住み続けることが
できるまちづくりを目指します。

自然と調和し快適で住みよいまちづくり＜環境・都市基盤＞

主な成果指標（例） （現状値：平成25年度　 目標値：平成30年度）

　東京電力福島第一原子力発電所の事故後、放射能対策は喫緊の課題でありましたが、さまざまな対策の実施効
果と知見の積上げにより、不安は払拭されつつあります。
　しかし、放射線量が事故前の数値に戻るまでには数十年の期間を要します。そのため、放射線によるリスクを正し
く理解したうえで、放射能と向き合いながら生活を送ることを前提とした取組みが必要になります。
　原発事故から４年が経過した現在、放射線は確実に低減し、科学的には安全なレベルになってきています。しかし、
一部においては安全が安心には至っておらず、自主避難や風評被害もあります。今後も、放射能・放射線に対する正
しい理解をさらに深めるため、情報の提供と放射線教育等の放射能に対する対策を総合的、かつ機動的に展開し、
安心を取り戻し、震災をきっかけに地域力を高め、放射能を克服するための対策を展開します。
　一方では、原発事故を契機として、子どもの遊びや運動の重要性が再認識されました。子育てにおける親と子の
関わりや地域の役割の大切さなど、子どもを取り巻く環境だけでなく、地域づくりなどでも見過ごされてきたことが
あることに改めて気づかされました。その気づき
から新たな事業展開を推進します。
　震災と原発事故によるピンチは、行政と市民の
連携を強化し、一丸となって克服していこうとす
る機運を醸成するなど、市政運営において新しい
可能性をも示してくれました。今後これらをむし
ろチャンスと捉え、５つの政策と連動しながら、地
域の誇りと自信を取り戻し、新たな伊達市の魅力
と価値を創出、発信していきます。

放射能を克服するまち

指標名

一人１日当たりのごみ排出量

幹線道路の整備率（１級・２級）

市民一人当たりの都市公園面積

公共下水道の接続率

現状値 目標値

1,071g

71.7％

2.36㎡

66.0％

1,000g

75.3％

3.93㎡

70.0％

　豊かな自然の恵みと肥沃な大地によって育まれ、県内有数の産地である果樹・野菜等の地場産品について広く情
報発信しながら、その振興・発展を図るとともに、相馬福島道路の整備に伴う商圏の拡大を最大限に活かし、企業の
経営基盤の強化・安定化等を促進します。
　長い歴史の中で培われた伝統的な文化や風土、豊富な地域資
源を磨き上げ、伊達ブランドの魅力を高めます。また、農業・商業・
工業、そして観光の連携を軸に、雇用の創出と地域経済の振興を
図ります。
　各産業の連携の中から新たな産業の創出を図り、たくましい産
業を育成することで、市内外における交流を促進し、地域の魅力が
輝くまちを目指します。

地域の魅力が輝くまちづくり ＜産業＞

　少子高齢社会の進展や地域の連携の希薄化など、さまざまな課題が山積する中、安心して暮らせる環境と幸せ
な生活を実現するため、福祉サービスの充実と社会福祉活動の組織強化を図り、地域全体で支え合う福祉のまち
づくりを目指します。
　障がい者や生活困窮者も地域社会の一員としてともに生き、暮らせる社会を目指して、ボランティア活動の推進、
社会福祉基盤の整備、個々の自立した生活のサポート体制を強化
します。
　高齢者が要介護状態になっても、住み慣れた地域や住まいで、
自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域包括ケアシステ
ムを構築し、今後ますます増加が見込まれる認知症高齢者の総合
的な生活支援体制の充実を図ります。
　生活習慣病予防の推進、気軽に運動ができる環境づくり、栄養
と食生活の改善など、市民が健康で心豊かに生活できるまちづく
りを推進します。

主な成果指標（例） （現状値：平成25年度　 目標値：平成30年度）

（現状値：平成25年度　 目標値：平成30年度）

こころ寄り添う健やかなまちづくり　＜福祉・健康・保健＞

指標名

農林産物出荷量

空き店舗を活用した新規出店件数（累計）

観光入込客数

現状値 目標値

13,807t

－

523,838人

16,000t

15件

600,000人

　豊かな自然の恵みと肥沃な大地によって育まれ、県内有数の産地である果樹・野菜等の地場産品について広く情
報発信しながら、その振興・発展を図るとともに、相馬福島道路の整備に伴う商圏の拡大を最大限に活かし、企業の

地域の魅力が輝くまちづくり政 策
3

　少子高齢社会の進展や地域の連携の希薄化など、さまざまな課題が山積する中、安心して暮らせる環境と幸せ
な生活を実現するため、福祉サービスの充実と社会福祉活動の組織強化を図り、地域全体で支え合う福祉のまち

こころ寄り添う健やかなまちづくり　政 策
4

　市民、事業者及び行政が協力し合って、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を目指し、省エネ
ルギーやごみの減量等に取り組み、自然と共生する環境にやさしいまちづくりを推進します。

自然と調和し快適で住みよいまちづくり政 策
5

　東京電力福島第一原子力発電所の事故後、放射能対策は喫緊の課題でありましたが、さまざまな対策の実施効
果と知見の積上げにより、不安は払拭されつつあります。

放射能を克服するまち

公共下水道の接続率

特別対策
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保原高校美術部の「がれきに花を咲かせようプロジェクト」の一環である
除染で取り除いた土壌等の仮置き場の絵画


