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　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、少子高齢社会の進展による人口減少社会
の到来、地域経済の縮小、地球環境問題の深刻化、社会資
本整備における財政的制約の高まりなどの社会経済情勢の
変化や平成 23年３月に発生した東日本大震災と東京電力
福島第一原子力発電所事故による放射能災害により、本市
をとりまく環境も大きく変化しています。

　特に復興支援道路である相馬福島道路の整備により、市内に４箇所のＩＣの設置が決定し、新し
いまちづくりへの期待が高まるなど、大きな転機が訪れています。
　このような社会や環境の変化に対応していくため、本市では、「健幸都市基本計画」を平成 26
年度に策定し、市民が将来にわたって健康で生きがいをもって暮らせる健幸都市の実現に向けたま
ちづくりを進めております。さらに、平成 27年度には「伊達市第２次総合計画」を策定し、「健
幸と個性が創る　活力と希望あふれる故郷　伊達市」を新たに目指す将来像に掲げ、まちづくりを
進めることといたしました。
　「伊達市都市計画マスタープラン」は、「伊達市第２次総合計画」をはじめとした本市の総合計画
や福島県が定める「都市計画区域マスタープラン」等の上位計画に即し、20年後の伊達市の将来
を見据えて、都市のあるべき姿やまちづくりを行っていく総合的な指針を示すものとして策定しま
した。
　今後は、この「伊達市都市計画マスタープラン」に定める指針に基づき、まちづくりを推進し、
市民の皆様とともに「誇れるまち・選ばれるまち・選ばれ続けるまち　伊達市」を築いてまいります。
　結びに、マスタープラン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都市計画審
議会委員の皆さまをはじめ、本市の都市計画についてご提言をいただいた多くの市民の皆さまに心
から感謝申し上げます。

　平成 28年３月

伊　達　市　長

ご　あ　い　さ　つ
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１　計画の目的

２　計画の位置づけと役割

　「都市計画マスタープラン」とは、都市計画法第 18条の 2に規定された「市町村の都市計画に関する
基本的な方針」として定めるもので、伊達市の総合計画や福島県が定める上位計画に即し、概ね 20年後
を目標とした本市の将来像やまちづくりの指針を示すものです。
 
　本市は、平成 18年 1月の合併後の平成 20年度に「伊達市都市計画マスタープラン（案）」の策定を
行いましたが、平成 23年 3月、未曾有の被害をもたらした東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発
電所事故により、本市も大きな影響を受け、市をとりまく環境も大きく変化してきています。
　本市は、震災以降、「伊達市第２次総合計画」、「伊達市再生・発展まちづくりグランドデザイン」や「伊
達市復興ビジョン及び復興計画」を策定し、都市の復興・再生に向けた取り組みに邁進しているところです。
また、復興道路として東北中央自動車道（相馬福島道路）の事業化が決定し、市内には４箇所の ICの設
置が予定されており、新しいまちづくりへの期待が高まっています。
　このように、本市をとりまく社会経済環境や目指すべき都市像が大きく変化していることから、こうし
た変化を的確に捉え、伊達市の将来のあるべき姿やその実現に向けたまちづくりの方針を定めます。

　「伊達市都市計画マスタープラン」は、「伊達市第２次総合計画」（平成 27年 4月）をはじめ、「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）、「伊達市健幸都市基本計画」（平成 24年３
月）、福島県の「都市計画区域マスタープラン」に即しつつ、20年後の伊達市を見据え、都市のあるべき
姿や土地利用、交通、環境、景観、都市施設や生活環境など、まちづくりの様々な分野にいたる総合的な
指針を示すものです。
　今後、本市が行う都市計画は、このマスタープランに沿って定められることになり、都市計画の決定・
変更、各種まちづくり事業の実施、地域のまちづくりルールなどを定める際の指針として、さらに、市民・
事業者等・行政が共有するまちづくりのガイドラインの役割を果たします。

■「伊達市都市計画マスタープラン」の位置づけ

市民意見

【都市計画の決定・変更】
　地域地区、都市計画施設
　市街地開発事業、地区計画　など

【各種まちづくり事業】
　●土地区画整理事業等の
　　市街地整備事業
　●道路・公園・下水道などの
　　基盤整備事業　など

【都市計画に関連する各種計画など】
　�緑の基本計画、景観計画、環境基本計画、　観光
振興計画、伊達市健幸都市基本構想　など

【まちのルールづくり】
　●地区計画
　●建築協定、緑地協定
　●まちづくり協定　など

まちづくりの
実践

伊達市第２次総合計画
伊達市再生・発展まちづくりグランドデザイン

県北都市計画区域マスタープラン
霊山都市計画区域マスタープラン

伊達市都市計画マスタープラン
－都市計画に関する基本的な方針－

序章 都市計画マスタープランとは
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３　対象区域

４　目標年度

５　策定における市民参加等の経緯

　「伊達市都市計画マスタープラン」の対象区域は、都市地域と中山間地域の連携を強化し、一体的な都
市形成を図ることが必要であること、将来的な都市計画区域の再編等を考慮し、都市計画区域に限定せず、
市全域（約 265.10 ｋｍ 2）を対象とします。

　「伊達市都市計画マスタープラン」は、「伊達市第２次総合計画」（平成 27年 4月）、「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）」、「伊達市健幸都市基本計画」（平成 26年５月）等
を踏まえ、平成 27年度をスタートとし、中間年次を 10年後の平成 37年度、目標年度を 20年後の平成
47年度とします。

　伊達市都市計画マスタープラン策定にあたっては、「伊達市都市計画マスタープラン（案）」（平成20年度）
における次のような市民参加の経緯、および、その成果を踏襲・反映しています。

●住民アンケート調査　－平成 20年７月－
�　�　現況における問題意識や将来のまちづくりに対する考えなどについて、市内住民を対象としたアン
ケート形式の意向調査を実施した。

●小学生及び中学生の意識調査　－平成 20年９月－
�　�　どのようなまちに住みたいか、まちづくりの夢など、まちづくりへの想い、願い、夢について、市
内小学生及び中学生を対象とし意識調査を実施した。

●住民懇談会（おしゃべり塾）　　－平成 20年６～８月（５地域別に各２回開催）－
　�　地域の状況やまちづくりに関する意見について、５つの総合支所別に地域住民を対象とした懇談会
（おしゃべり塾）を開催し意向を聴取した。

■市民参加の経緯（伊達市都市計画マスタープラン（案））

　なお、このマスタープランは、復興道路として位置づけられている東北中央自動車道（相馬福島道路）
の整備など、本市をとりまく社会・経済環境の変化や都市計画に関わる国および福島県の施策等の変更等
により、まちづくりの方向性に大きな変化が生じた時など、必要に応じて計画の見直しを行います。

■目標年度　：　平成 47年度　（2035年度）

■中間年度　：　平成 37年度　（2025年度）
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６　伊達市都市計画マスタープランの構成
　「伊達市都市計画マスタープラン」は、次に示すように大きく「基本構想」、「地域別構想」およびこれ
らを推進するための「計画の実現に向けて」の３つの項目からなっています。
　「基本構想」では、伊達市のあるべき姿を「都市の将来像」として示し、市全体のまちづくりの方向を
まちづくりの分野ごとに「分野別まちづくり方針」として示しています。
　また、「地域別構想」では、市域を５つの地域に区分し、それぞれの地域づくりの方向を「地域別まち
づくり方針」として示しています。
　さらに、「計画の実現に向けて」では、目標としたまちづくりの実現に向けて、今後、重点的に取り組
むべき施策等について示しています。

基本構想 ■伊達市の将来像
１　都市の将来像
２　目標人口
３　伊達市の将来都市構造

■分野別まちづくり方針
１　土地利用の方針
２　道路・交通まちづくり方針
３　活力あるまちづくり方針
　　－交流・活性化、産業－
４　防災まちづくり方針
５　水と緑・景観まちづくり方針
６　健幸に住み続けられるまちづくり方針
　　－健康・福祉、生活環境・住まい－
７　環境まちづくり方針

１　まちづくりの基本的な考え方
２　都市計画マスタープランの実現に向けた施策
　　（１）参加と協働のまちづくりの推進
　　（２）都市計画マスタープランの効果的な活用
　　（３）重点施策の推進

地域別まちづくり方針

計画の実現に向けて

【対象地域】
１　伊達地域
２　梁川地域
３　保原地域
４　霊山地域
５　月舘地域

【内　容】
■…地域の特性とま
ちづくりの課題
■…地域の将来像とま
ちづくりの目標
■…地域まちづくり
方針

地域別構想

■伊達市都市計画マスタープランの構成
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秀峰…霊山の四季

片倉小十郎景綱
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　伊達市は、福島県の中通り地区最北端に位置しており、県都福島市の東側に隣接し、東北新幹線福
島駅、東北自動車道飯坂 ICを約 30分で結ぶ交通至便な都市です。
　今後、東北中央自動車道（相馬福島道路）及び ICの整備により、広域からの交通アクセスの飛躍的
な向上と地域の発展が期待されています。

　本市は、福島県の中通り地区最北端に位置し、東は相馬市、飯舘村、西は福島市、桑折町、国見町、南
は川俣町、北は宮城県白石市、宮城県丸森町にそれぞれ接しています。
　東北新幹線（福島駅）や東北自動車道（飯坂 I.C、国見 I.C）にアクセスしやすく、市内の主要な交通網
として、鉄道では JR 東北本線（伊達駅）と阿武隈急行線が走り、バスは福島交通が各地域を結ぶ交通網
として運行されています。
　広域的な幹線道路としては、国道４号が市域の西側を、国道 349…号が市域中央を縦貫し、東西軸とな
る国道 399…号、国道 115…号などを骨格軸として、主要地方道、一般県道により隣接市町村を連絡してい
ます。
　また、現在、本市を縦貫する形で、復興道路である東北中央自動車道（相馬福島道路）の整備が進めら
れており、市内に４箇所の ICの設置が予定されるなど、広域からの交通アクセスの飛躍的な向上と新た
な地域の発展が期待されています。

（１）　伊達市の位置

■伊達市の広域的な位置

第１章 伊達市の概況と課題
１　伊達市の概況
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　本市の歴史は古く、平安時代末期からの伊達氏の統治や、南北朝時代の霊山を中心とした王城が
築かれた歴史性、江戸中期からの阿武隈川舟運（東廻り航路）による蚕種・生糸・織物による繁栄、
その後の「蚕都」と呼ばれた養蚕業を中心として発展してきた特色ある歴史があります。

（２）　伊達市の概況

１）　伊達市の歴史・沿革

①　伊達市の歴史
　本市に人々が住むようになったのは旧石器時代といわれており、奈良・平安時代には、東山道に
駅家が設置され郡家が置かれました。
　平安時代末期の 1189 年（文治 5年）から本地域は伊達一族が支配し、1548 年（天文 17年）
15代晴宗が本城を米沢に移すまでの約 360年間、西山城（桑折町西方）、梁川城に在って信夫郡・
伊達郡を治めていました。
　また、南北朝時代の 1337年（延元 2年）には、南朝の北畠顕家が後醍醐天皇の皇子（後の後村
上天皇）を奉じ、霊山を中心に陸奥の国府を多賀城から移し、一時期ここに王城を築きました。
江戸期から明治に至るまでの約300年間は、幕府の直轄地（天領）、大名領に分割統治されてきました。
　そのなかで、1671年（寛文 11年）頃、御城米を江戸まで運ぶために発達した阿武隈川の舟運（東
廻り航路）は、江戸中期には蚕種・生糸・織物の輸送にも活用されるようになり、商業の繁栄をみ
てきました。
　1876 年（明治 9年）に福島・磐前・若松の三県が併合して福島県が成立、その後の廃藩置県に
より福島（現福島市）に県庁が置かれ、現在の発展の基礎となりました。
　本地域においては、1889 年（明治 22年）の「町村制」施行による合併、戦後の 1953 年（昭
和 28年）の「町村合併促進法」の公布施行に伴う合併の推進により、その市域を拡大した福島市
とともに、養蚕業を核に商工農林業の発展を経てきました。

②　伊達市の沿革
　本市は、明治時代初期は江戸期から継続する約 30近くの村からなって
いましたが、その後、明治と昭和の大合併など幾多の変遷を経て、昭和
30年代に、伊達町、梁川町、保原町、霊山町、月舘町の５町が誕生しました。
　その後、これら伊達 5町は、それぞれの自然的・文化的諸条件を有効
に活用しながら独自の発展を遂げ、福島地方広域市町村圏形成の一端を
担ってきましたが、平成 18年 1月に新設合併し「伊達市」となりました。

保原の昔と今
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　本市の地形は、阿武隈川流域に広がる福島盆地に属する北部の平野部と、阿武隈高地からなる南
部の丘陵地・山地の大きく２つに区分することができます。
　北部の潤いある水辺環境や南部の阿武隈高地一帯に広がる森林など、豊かな自然環境に恵まれて
います。特に、霊山県立自然公園に指定されている霊山を中心とした一帯は、豊かな自然環境を活
かした自然・観光レクリエーションの場として多くの来訪者に親しまれています。

２）　自然的条件

①　気　候
　本市は、阿武隈山系と奥羽山脈に囲まれた盆地状の地形のため、内陸性気候の特性を持っており、
季節ごとの気温差が比較的大きく、年間平均気温は 13.1℃※、年間降水量は 1,100mm…前後※となっ
ています。積雪量は少ないものの、雪質はかなり湿ったものとなっています。
　また、山間部は平坦地に比し気温の日格差が大きく、年間平均気温も低く、特に奥羽山脈沿いは
冬季の降水量も多く積雪期間も長くなっています。

※出典：福島地方気象台－観測地点福島市（Ｈ 13～Ｈ 17年）

②　地形・水系
　本市の地形は、阿武隈川流域に広がる福島盆地に属する北部の平野部と、阿武隈高地からなる南
部の丘陵地・山地の大きく２つに区分することができます。
　北部の平野部は、阿武隈川が東西に横断し、福島市に隣接して伊達地域が、右岸に保原地域と梁
川地域が位置しています。
　また、南部に広がる阿武隈高地に霊山地域と月舘地域が位置しており、阿武隈川に合流する広瀬
川を除いては大きな河川はなく、小河川による谷戸状の地形が複雑に入り組んでいます。

③　自然環境
　本市は、東に阿武隈山系の霊山、西には吾妻連峰、
北方には宮城県境の山々が遠望できる福島盆地の中に
あり、緩やかな丘陵地から阿武隈川に注ぐ中小河川の
水辺や、豊かな森林などの自然環境に恵まれています。
　特に、霊山を中心とした山地一帯は霊山県立自然公
園に指定されており、史跡名勝の地、自然レクリエー
ションの場として知られ、多くの人々に親しまれてい
ます。
　その他、茶臼山地域等が自然環境保全地域、赤坂緑
地周辺や花見山緑地周辺等が緑地環境保全地域に指定
されるなど、優れた自然環境を擁しています。

愛宕山からみた福島盆地に連担する伊達市街地 阿武隈川と猿跳岩

梁川地域五十沢・阿武隈川の白鳥越冬地
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　本市は年々人口減少傾向にありますが、世帯数は緩やかな増加傾向をみせ、特に既成市街地周辺
の郊外地域で増加が進んでいます。また、65歳以上の高齢者の割合は全国平均・福島県平均と比べ
ても高く、地域により多少差異はありますが、高齢化が比較的早いピッチで進んでいます。

３）　人口の動向

①　人口・世帯数
　本市の人口は、平成 22 年 10 月現在、66,027 人（国勢調査）で、人口は、昭和 60 年の
74,626 人をピークに減少傾向にあり、昭和 60年と比較して約 11.5％減少しています。
　世帯数は、平成 22年 10月現在、20,870 世帯（国勢調査）で、緩やかに増加傾向にあるので、
核家族化や一人暮らし世帯が増加していることが推測されます。
　また、平成 26年４月１日現在の人口は 62,353 人、世帯数は 21,009 世帯（住民基本台帳）となっ
ています。
　人口・世帯数を地域別でみると、伊達地域は人口・世帯数ともに微増傾向にありますが、地域全
体に減少傾向となっています。

②　少子高齢の状況
　本市の年少人口※比率は平成 22年 10 月現在 12.7％、高齢人口比率は、平成 22年 10 月現在
28.1％と、高齢化率は全国平均 23.0％、福島県平均 25.0％と比べても割合は高く、過去の推移か
らも少子高齢が急速に進行し、将来に対する懸念材料の一つとなっています。
　また、地域別でこれまでの年齢別人口をみると、月舘地域、霊山地域において少子高齢が急ピッ
チで進み、過疎化と高齢化が同時に進行し、中山間地域においては限界集落の発生がみられます。
　　　　　　※年少人口：…生産活動の中核をなす年齢の人口層を生産年齢人口（15歳以上～ 65歳未満）

といい、生産年齢人口に含まれない０歳～ 15歳未満を年少人口という

③　人口の流動
　他市町村との人口流動（通勤通学）では、全体的に流出超
過となっており、流出先では福島市が全体の約８割弱を占め
るなど、福島市との結びつきが極めて強くなっています。

■人口・世帯数の推移
＜人　口＞ ＜世帯数＞
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　本市の産業は、野菜・果樹を中心とした農業が基幹産業となっており、特に、桃、りんご、あん
ぽ柿は全国有数の産地となっていますが、高齢化や後継者不足など営農環境は厳しい状況にありま
す。また、商業・工業ともに停滞し、伸び悩んでいる現状にあります。

　本市の土地利用は、６割以上が自然的な土地利用（森林、河川、農地等）で占められ、緑豊かな
田園都市を形成していますが、近年、市街地周辺での宅地化の進行や樹園地面積の減少、耕作放棄
地の増加が進んでいます。また、梁川や保原地域の一部では市街化が緩やかに進行しています。

４）　産　業

５）　土地利用

①　就業人口
　本市の就業者総人口は、平成 22年現在は 34,531 人で、平成 2年の 39,569 人をピークに減少
傾向にあります。
　産業別では、第 1次産業（農林業）と第 2次産業（建設、製造業など）は減少傾向で、第 3次産業（小
売、サービス業、医療・福祉など）は増加傾向にあります。また、農業への就業割合が高い地域となっ
ています。

②　主要産業の概要
■農　業
　…　本市は、県内でも農業の就業割合が高く、農業が基幹産業となっています。野菜と果樹が本市
の主要農産物となっており、特に、桃、りんご、あんぽ柿は全国有数の産地となっています。

　…　平成 22年現在、農家戸数は 5,423 戸で、農業従事者数、農業粗生産額とも昭和 60年以降、
減少傾向にあります。また、地域別では、梁川地域が農業従事者数、農業粗生産額ともに最も高
くなっています。

■工　業
　…　平成 22年現在の事業所数は 155社、従業者数は 5,436 人、工業出荷額は 1,692 億円で、い
ずれも減少傾向にあります。

　…　一方、保原工業団地や梁川工業団地等の整備により工業集積が進んでおり、従業者数でみると
食料品製造業が最も高く、次いで情報産業、電子産業、衣服産業の順となっています。

■商　業
　…　商業は、平成 22年現在、事業所数 720社、従業者数 3,989 人、年間商品販売額 608億円で、
事業所数、従業者数及び年間商品販売額ともに減少傾向にあります。

　…　本市は、従業者数 50人以上の大型小売店舗が８店舗立地しており、近年店舗の大型化傾向が
みられますが、大都市部等との店舗規模の格差もあり、市外への購買流出が伺えます。

■その他（観光）
　…　観光は、平成 22年までは伊達市内への観光入込客数は増加傾向にあったものの、東日本大震
災の影響により震災前の 40％程度にまで落ち込んでいます。目的別では、「霊山」が最も多く、
次に、「つきだて花工房」が多くなっていましたが、霊山は平成 23年に大幅に減少しています。

①　土地利用現況
　本市の土地利用は、６割以上が農地や森林等の自然的土地利用で占められており、そのうち約３
割強が山林、次いで農用地となっています。北部の平坦地は市街地や農業集落地域で構成され、南
部の山間地域は、森林や農業集落地を中心とした土地利用となっています。
　市街地は、旧町の中心である伊達、梁川、保原、霊山、月舘の各地域に形成されています。
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②　市街化の状況
　本市の人口集中地区（DID地区）は、保原地域及び梁川地域の市街化区域を中心に形成されてい
ますが、近年、人口および人口密度は緩やかに減少傾向にあるものの、梁川地域の南側、保原地域
の北側及び阿武隈急行線南側に拡大しつつあり、市街化は緩やかに進行しています。

　本市は、JR東北本線や阿武隈急行線、国道４号をはじめ国道 349号、国道 399号など広域的な
交通アクセスに優れており、広域交通の要衝となっています。
　現在、東北中央自動車道（相馬福島道路）と市内４箇所の IC整備が進められており、今後、高速
交通の利便性の向上が期待されるとともに、市内の幹線道路網の充実が求められています。
　また、鉄道やバスなどの利用者減少による公共交通機関の維持が課題となっています。現在、デ
マンドタクシーの充実によるバス交通不便地域等の解消に向けた取り組みを推進しています。

６）　道路交通体系

①　幹線道路網
　本市は、国道 4路線、主要地方道 5路線、一般県道 17路線により、市の骨格となる道路ネットワー
クが形成されています。
■幹線道路網
　主な幹線道路としては、南北方向では福島市や仙台市方面を結ぶ広域幹線道路である国道 4号
をはじめ、梁川、保原、霊山、月舘地域を結ぶ国道 349号、東西方向では福島市と霊山地域から
相馬市方面を結ぶ国道 115号、国道４号と伊達、保原、霊山、月舘地域を結ぶ国道 399号、福
島市と保原地域を結ぶ（主）福島・保原線が挙げられます。
　なお、現在、復興道路として東北中央自動車道（相馬福島道路）が本市を縦貫する形で整備が
進められており、市内に４箇所の ICの整備が予定されています。

■主要道路の交通量
　本市における主要道路の交通量は、平成 22年道路交通センサスによると、国道 4号（30,300
台／日）が最も多く、次いで、（主）福島・保原線（16,800 台／日）、国道 399号（15,500 台／日）
の順となっています。
　平日の混雑状況をみると、混雑度は国道 4号が 1.01 ～ 1.83、（主）福島・保原線が 1.6 と高く、
道路網が集中する保原地域を中心に混雑状況にあります。

②　公共交通機関
■鉄　道
　鉄道は、本市北西を福島駅と宮城県方面を連絡す
る JR東北本線が運行し、また、福島駅と保原・梁川
地域を連絡する阿武隈急行線が運行しています。阿
武隈急行線は、市内に 10箇所の駅がありますが、年
間利用者は平成 12年の 85.5 万人から平成 23年に
は、51.9 万人と大きく減少し、利用者は年々減少傾
向にあります。

■バ　ス
　市内では福島交通バスが 24 路線で運行され、身
近な移動手段として重要な役割を果たしていますが、
その利用者数は年々減少傾向にあり、バス路線の維
持が課題となっています。
　また、市内では高齢者や公共交通不便地域の解消
に向けたデマンドタクシーが導入され、バス交通な
どを補完する移動手段として活用されています。 阿武隈急行線
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　本市の一部に２つの都市計画区域（県北都市計画区域と霊山都市計画区域）が定められており、
伊達地域、梁川地域、保原地域に市街化区域と用途地域が、霊山地域には用途地域が指定されてい
ます。その他、霊山県立自然公園や自然環境保全地域、緑地環境保全地域などが定められています。

７）　法規制の状況

①　都市計画法に基づく土地利用規制
　本市の都市計画区域は、隣接する福島市、桑折町及び国見町を含む県北都市計画区域（伊達地域
全体、梁川地域及び保原地域の一部）と霊山都市計画区域（霊山地域の一部）の２つの都市計画区
域が指定されており、本市の約 33％を占めています。
　県北都市計画区域は、いわゆる線引き都市計画区域（市街化区域と市街化調整区域の区域区分）で、
伊達市街地、梁川市街地、保原市街地は市街化区域と用途地域が指定されています。
　また、霊山都市計画区域は非線引き都市計画区域で、用途地域のみ指定されています。

※　都市計画総括図は平成 27年 3月作成

■都市計画の指定状況
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県 北 都 市 計 画 区 域

霊 山 都 市 計 画 区 域

市 街 化 区 域

用 途 地 域 界

都 市 計 画 道 路

計 画 道 路

都 市 公 園

土 地 区 画 整 理 事 業 区 域

地 区 計 画 区 域

都 市 計 画 法 第 34 条
第 11 号 指 定 区 域

大 規 模 既 存 集 落

特 別 工 業 地 区

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第 一 種 住 居 地 域

第 二 種 住 居 地 域

準 住 居 地 域

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

工 業 地 域

工 業 専 用 地 域

国 道

主 要 地 方 道

一 般 県 道

備 考凡 例

線 引

非 線 引

容積率
建ぺい率

単位　％

100
60

200
60

100
50

400
80

300
80

200
60

200
60

200
60

200
80

200
60

200
60

200
60

100
60

100
50

80
50

50
30
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高子駅

②　農業振興地域・農用地区域
　農業振興地域は、伊達地域、梁川地域と保原地域の市街化区域、霊山地域の用途地域等を除く区
域に指定されており、このうち、既存の農用地の大部分が農用地区域に指定されています。

■農業振興地域・農用地区域



14

③　その他の土地利用規制
　その他の法に基づく土地利用規制としては、次のようなものがあります。

■その他の土地利用規制

■その他の土地利用規制

区　　分 概　　要
森林法に基づく保安林 ・177箇所、1,844haが指定
自然公園法に基づく保全区域 ・…霊山を中心とした霊山県立自然公園　－昭和23年、福島県指定－

　（全体2,271.0ha、うち本市は約79％の1,784.8ha）
自然環境保全法に基づく保全
区域

・…自然環境保全地域－霊山地域の「石田ブヨメキ」地域、「茶臼山」
地域の2箇所
・…緑地環境保全地域－保原地域（赤坂、花見山）、月舘地域（御幸山）

国土保全に係る保全区域 ・砂防指定地（44箇所）
・地すべり防止区域（2箇所）
・急傾斜地崩壊危険区域（22箇所）
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高子駅

　本市は、土地区画整理事業等の市街地整備が実施されています。また、道路、公園、上下水道な
どの都市基盤施設については、着々と整備が進められていますが、特に、市街地周辺や中山間地域
においては、下水道や身近な公園などの基盤整備の促進が課題となっています。

８）　都市基盤の整備状況

①　市街地整備
■宅地開発事業
　市内では、これまで次のような市街地整備が実施されており、整備実績は 25地区、総開発面
積は約 226ha となっています。

　　○土地区画整理事業（梁川地域の梁川駅前地区と並松地区及び保原地域の宮下地区の３地区）
　　○住宅開発（高子ハイタウン、高子団地、富成グリーンタウン、新田駅東団地など）
　　○工業団地（保原工業団地、梁川工業団地、伊達市第二工業団地、見城坂工業団地など）
■地区計画
　良好な市街地の誘導・保全を図ることを目的として、保原駅前地区など 6地区に地区計画が指
定されています。

■市街地整備
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②　道路等
■都市計画道路・駅前広場の整備状況
　…　都市計画道路は 18路線が計画決定されており、平成 24年 3月現在、
整備率は 63.8％となっています。
　駅前広場は、伊達駅、梁川駅、保原駅の 3箇所が計画決定されており、
梁川駅前広場、保原駅前広場は整備済み、伊達駅の駅前広場は未整備で暫
定供用されています。

■幹線道路の整備状況
　…　平成 24 年４月現在、幹線道路の改良率（舗装率）は、国道が 80.8％
（100.0％）、一般県道が 73.2％（91.7％）、一級市道が 45.3％（53.2％）
と整備が進んでいます。

③　公園・緑地
　都市計画公園は、街区公園 4箇所と総合公園１箇所の計 5箇所が計画決定され、全て整備済みと
なっています。
　都市計画公園以外の公園施設は、自然公園などレクリエーション系施設10箇所、児童公園（市条例）
10箇所が整備されており、その他一般公園などが整備されていますが、都市計画公園と併せて、全
体的に防災機能を持つ公園施設や身近な公園が不足している状況です。

④　下水道
　市内の汚水は、公共下水道施設、農業集落排水施設及び合併処理浄化槽により処理されています。
　公共下水道は、伊達地域、梁川地域、保原地域が阿武隈川上流流域下水道（県北処理区）に属し、
872.0ha の区域が都市計画決定され、整備率は平成 24年 3月現在、53.0％となっています。
　また、霊山地域と月舘地域の処理普及率が低く、早急な改善整備が必要となっています。

⑤　上水道
　上水道は、市全域が市の上水道事業により供給されており、水道普及率は平成 24年 3月現在、
87.4％となっています。
　　
⑥　供給処理施設
　汚物処理場は、桑折町に設置されている、伊達市、桑折町、国見町、福島市による伊達地方衛生
処理組合の運営する衛生センター（汚泥再生処理センター）により処理されています。
　ごみ焼却場は、伊達地方衛生処理組合の運営する清掃センターが保原地域に設置され、伊達市、
桑折町、国見町、川俣町のごみ処理を行っています。

⑦　その他の公共公益施設等
　市役所本庁舎が保原地域、分庁舎が梁川地域、総合支所が各地域にあります。
　教育施設は、小学校 2１校、中学校６校が設置されており、児童・生徒数は年々減少傾向にあります。
また、高校は本市全体に３校設置されています。
　医療施設は、病院が４施設、一般診療所が 32施設あり、月舘、霊山地域は医療対応が不便な状
況にあります。
　保原地域には、伊達市保健センターが設置されています。
　警察署は保原地域に、消防署は伊達地方消防組合により、梁川、保原、霊山地域の３箇所に設置
されています。
　文化交流施設は各地域にありますが、旧行政単位で整備されたものであり、市全体としての機能
の充実や施設間のネットワークなどが必要となっています。
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２　都市づくりの課題

【将来都市像】

健幸と個性が創る 活力と希望あふれる故
ふる

郷
さと

 伊達市

　本計画は、計画期間を平成 27年度～平成 34年度とし、平成 27年４月に策定されたもので、
社会経済環境の変化、東日本大震災や福島第一原子力発電所の事故の影響等を踏まえ、次のよ
うなまちづくりの方向を示しています。

【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出す創造のまち

１）　伊達市第２次総合計画（平成 27年４月） 

（１）　上位計画における位置づけ

【政策】 【施策】

■まちづくりの特別対策
　（放射能を克服するまち）

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

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

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

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

政策１
　ともに紡ぐ協働のまちづくり

政策２
　豊かな心を育むまちづくり

政策３　
　地域の魅力が輝くまちづくり

政策４　
　こころ寄り添う健やかなまちづくり

政策５
　自然と調和し快適で住みよいまちづくり
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２）その他の上位計画
　その他の上位計画では、本市に関わり次のような位置づけがなされています。

上位計画 将来像、基本方針　等

福
　
島
　
県

福島県総合計画
（ふくしま新生プラン）
（H24.12）
【目標年次：平成 32年】

○県北地域の主要施策
　・誰もが安心して生き生きと暮らせる生活圏の形成
　・地域を支える人づくり、多彩な交流の促進による地域の活性化
　・地域産業の再生と新たな社会を拓く活力ある産業の創出
　・災害に強く、安全で安心な生活を支える基盤の整備

県北都市計画区域マス
タープラン（H26.5）
【目標年次：平成 42年】

○都市づくりの理念
　「活力にあふれ、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・文化機能を生かした都市づくり
○当該都市計画区域の広域的位置づけ
　・�福島県の県都を有する地域として、教育・文化・行政の高次都市機能
の集積、県内有数の工業集積及び多様な交流レクリエーション機能を
活かし、活力ある都市活動やにぎわいのある人々の交流の創出に努め
る。

霊山都市計画区域マス
タープラン（H26.5）
【目標年次：平成 42年】

○都市づくりの理念
　「霊山の歴史と豊かな緑を生かした交流のまちづくり」
　・市街地を取り囲む丘陵地とともに歩む、ゆとりある都市づくり
　・霊山を中心とした観光により人を呼び込む都市づくり
　・川とともに歩む、潤いのある都市づくり
　・健康を基軸とした都市づくり
○当該都市計画区域の広域的位置づけ
　・�秀峰霊山とそれに連なる阿武隈高地に囲まれた豊かな自然と美しい景
観を有しており、今後は、その山並みや自然公園地域を活かした自然
とのふれあい空間形成のため、貴重な自然環境を保全しながら、レク
リエーション機能の充実した森林保養地域と位置づける。

伊
　
達
　
市

伊達市再生・発展まち
づくりグランドデザイ
ン（H25.3）

○基本的視点
　・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、全市的な連携と戦略性の高いまちづくり
○将来像と再生・発展に向けた戦略
　・生涯にわたって健康で生きがいをもって暮らす健幸都市づくり
　・ふるさとの再生と発展を支える人づくり
　・魅力あふれる先進農林業の発信
　・省エネ・創エネによる環境にやさしい地域づくりの推進
　・広域的に人を呼び込む魅力づくり

伊達市復興計画・復興
ビジョン（H24.3）

○緊急重要課題：…放射能災害からの復旧～徹底した放射性物質の除染によ
る安心・安全な生活圏の確保

○復興にあたっての基本理念：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
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（２）　伊達市をとりまく社会動向

１）社会経済環境の変化

　本市をとりまく社会経済環境は大きく変化しつつあります。特に、平成 23年 3月の未曾有の被害
をもたらした東日本大震災及び福島原発事故による放射線被害では、本市も大きな打撃を受けました。
　震災から立ち直り、時代の変化に柔軟に対応した復興・再生・発展の都市づくりを進めるために、
次のような社会動向や震災後の動向に対応していくことが求められています。

 ①　少子高齢社会、人口減少社会の進展

 ②　地方分権の進展に伴い高まる地域社会の役割

 ③　社会経済状況の変化（グローバル社会・高度情報化社会の進展、環境問題の深刻化）　

 ④　産業構造と雇用環境の変化　

　我が国では、少子高齢が進行し、本格的な人口減少社会に突入しています。
　本市においても、昭和 60年の 74,626 人をピークに減少傾向にあり、平成 22年には 66,027 人ま
で減少し、国立人口問題研究所によると今後も人口減少は続くものと予測されています。
　また、今後、急速な少子高齢の進行が予測されており、次世代の担い手である子どもや、地域社会の
担い手である生産年齢人口の減少などにより、地域の活力低下など様々な社会的影響が懸念されています。
　本格的な少子高齢社会、人口減少社会の到来に備え、地域全体で子どもを安心して産み・育てること
ができる環境づくりや、高齢者が元気で安心して暮らせる環境づくりが求められています。

　地方分権は、住民に身近な行政の権限や財源をできる限り地方自治体に移し、地域の創意工夫による
行政運営を推進できるようにするための取り組みです。
　しかし、多様な行政サービスの提供や様々な施設の維持管理などにより支出がふくらむ一方で、社会
経済状況などから税収が大きく伸びることは考えにくくなっています。
　合併により誕生した本市では、限られた財源の中で暮らしやすさの向上を図るため、効率的な都市経
営を進めるとともに、市民自らが役割分担をするなど、地域社会の役割が重要となります。

　社会のグローバル化の動きは、経済のみならず、市民レベルの交流など様々な分野で進展しています。
　また、インターネットに代表されるように情報通信技術の飛躍的な進歩は、今日、社会のあらゆる分
野に大きな変革をもたらしています。
　さらに、環境問題への関心の高まりの中、その主要因となっている温室効果ガスの削減は都市づくり
分野の大きな課題となっています。
　グローバル社会・高度情報化社会の進展、環境問題の深刻化に伴い、産業構造などや市民の暮らし方
や働き方も大きく変化していくことが予想され、こうした社会に対応する都市づくりが必要となります。

　経済のグローバル化に伴い、産業構造も大きく変化しつつあり、特に
地方都市においては競争の激化や産業の空洞化により地域産業が弱体化
しています。
　産業構造の変化を的確に見据えるとともに、東北中央自動車道（相馬
福島道路）の整備を絶好の機会として捉え、本市の基幹産業となってい
る農業をはじめ、工業、商業、観光など地場産業の振興や雇用の促進、
後継者の育成を図っていくことが求められています。
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 ⑤　市民意識やライフスタイルの多様化　　

 ⑥　協働のまちづくりの時代へ　

 ①　今後も継続して、可能な限りの多様な震災復旧・復興に向けた対策を講じていく必要があります。

 ②　東北中央自動車道（相馬福島道路）の整備により、地域の活性化が期待されています。

 ③　人々の助け合い、共助の重要性とその効果を多くの市民が再認識しました。

 ④　原子力や化石燃料依存のエネルギーからの転換が全国的にも広がっています。

　経済的な豊かさを目指した時代から、心の豊かさやゆとりある生活など、生活の質を重視する価値観
の変化に伴い、ライフスタイルの多様化が進んでいます。
　併せて、震災以降、広域的な人口移動の変化に伴う様々な影響や安心・安全への希求の高まりなど、
今後は、暮らし方や働き方、生きがいなど、多様なニーズに的確に応えるまちづくりが求められています。

　社会の成熟化に伴い、市民の行政ニーズはますます多様化し、複雑化しています。
　地域の抱えている問題点や課題に的確に応えていくためにも、市民やＮＰＯ等の団体、事業者等、多
様な主体が参画し行動する協働型のまちづくりの推進が求められています。

　東日本大震災及びそれに伴う東京電力福島原発事故等により、本市の地域経済・社会は大きく変化し
ました。
　本市は迅速かつ広域的な除染を実施し、現在、市の大部分では生活上支障をきたすことはほとんどな
くなりましたが、健康や産業など、今なお様々な分野で風評被害等は続いており、原発事故による影響
が収束したわけではありません。
　これらの対策も含めて、安心し地域に暮らし続けるためにも、可能な限りの多様な震災復旧・復興に
向けた対策を講じていく必要があります。

　本市では、復興道路として東北中央自動車道（相馬福島道路）の建設が進められており、市内に４箇
所の ICが設置される予定となっています。
　この整備に伴い、本市は南東北の南北軸・東西軸の交通結節点として、人やモノの流れを変え、新た
な地域活性化の起爆剤となることが期待されています。

　未曾有の被害をもたらした東日本大震災や放射線被害を機に、多くのボランティアや支援の輪が広が
り、人々の助け合いや信頼関係の重要性と、その効果の大きさを多くの人が再認識することとなりました。
　人々の間の信頼関係や連帯の強さは「ソーシャル・キャピタル」とも呼ばれ、その地域の資源として
の重要性が注目されています。
　本市において、震災前から進みつつあったスクール・コミュニティの動きや健幸都市を目指した住民
間の自助・共助の動きも、今後加速するものと期待されます。

　震災を機に、再生可能エネルギーに注目する動きが全国的に見られ、国においても「都市の低炭素化
の促進に関する法律」や「低炭素都市づくりガイドライン」が制定されています。
　本市に限らず全国的にも、省エネルギー対策や地球温暖化防止を含めたCO2 削減の対策、今後開発
が期待される再生可能エネルギーの動向も見据えながら、エコや省エネ
の取り組みを促進し、原子力及び化石燃料からの依存度を低下させて行
くことが求められています。

２）震災後の動向
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１）基本課題

（３）　都市づくりの主要課題
　伊達市の概況、上位計画の位置づけ、社会的動向、都市づくりに関する市民意向等を踏まえ、伊達
市の都市づくりの主要課題を、次のように整理します。

震災や原発災害をのり越え、未来を見据えた元気な都市づくりが求められています。

①　伊達市の上位計画に基づく都市づくり
　本市は、震災以後、復興から新たな再生・発展と持続可能なまちづくりを進めるため、「伊達市
第２次総合計画（平成 27年４月）」や「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）」を策定しました。
　今後は、これらの上位計画に掲げた将来像や都市づくりの目標に基づき、より具体的な都市づ
くりの施策を展開していくことが必要です。

②　地域の特性と個性を活かした一体的な都市づくり
　本市は、平成 18年に伊達町、梁川町、保原町、霊山町、月舘町の５町が合併し誕生しました。
　それぞれの地域が育んできた自然、地域文化、産業、生活等を大切に引き継ぎながら、それぞ
れの地域の個性を生かしつつお互いの都市機能を補完し魅力を高めあい、連携しながら一体的な
都市づくりを図ることが求められています。

③　社会経済環境の変化に対応する都市づくり
　本市をとりまく社会経済環境は変化しつつあり、特に震災以降は大きな変化をみせています。
　震災から立ち直り、時代の変化に柔軟に対応するため、都市づくり分野においては、前述した
社会的動向のうち、特に以下の視点を重視した都市づくりが必要です。

　■少子高齢社会・人口減少社会への対応
　　…　コンパクトで持続可能な都市づくり、子育て環境づくりや高齢者などの人にやさしい環境
づくり　など

　■産業構造と雇用環境の変化への対応
　　…　東北中央自動車道（相馬福島道路）の整備を契機とした広域的なひと・モノの呼び込み、
地域産業の活性化　など

　■地球環境問題への対応
　　…　低炭素型まちづくりの推進、再生エネルギーを活用したまちづくり　など
　■市民の価値観・生活スタイルの多様化への対応
　　…　暮らし方や働き方、生きがいなど、多様な市民ニーズに的確に応えるまち
づくり　など



22

２）分野別にみた都市づくりの課題

【土地利用からみた課題】
①　コンパクトな都市づくりと地域の特性に応じた計画的な土地利用を進めることが必要です。

【道路・交通からみた課題】
②　広域的かつ地域間の交流・連携を促す体系的な道路交通ネットワークの再編・強化が必要です。　

【都市の活性化からみた課題】
③　地域産業や観光・交流の活性化など、都市全体の活力を高めていくことが必要です。

　本市の土地利用は、まとまりのある５つの市街地とその周辺部に形成された集落地、及びそれらをと
りまく広大な農業地域、南部の阿武隈高地一帯の豊かな森林地域となっており、緑豊かでコンパクトな
田園都市が形成されています。
　しかしながら、市街地周辺では宅地化が進んでいるところや、一部市街地では住工混在地域がみられ、
市内全体では耕作放棄地が増加しつつあります。
　本市の財産でもある自然やふるさとの良好な環境を維持・向上するためにも、都市と自然が共生し、
地域の特性に応じた計画的な土地利用を進めていくことが必要です。

　本市は、東北新幹線福島駅や東北自動車道（飯坂 IC、国見 IC）に比較的近接し、幹線道路としては
国道４号、国道 115号、国道 349号、国道 399号が通り、市内を JR 東北本線、阿武隈急行線が運行
するなど、広域的な交通アクセス条件に恵まれています。
　現在、市内では復興道路として東北中央自動車道（相馬福島道路）の整備が急ピッチで進められており、
広域交通の要衝として、地域ポテンシャルの向上が期待されています。
　東北中央自動車道（相馬福島道路）の整備を契機に、将来交通需要を見定めながら、広域的な都市の
連携、地域間の連携強化を図るとともに、交通利便性の向上、地域産業の活性化、防災性の向上を図る
ため、体系的な幹線道路ネットワークの再編・強化を図る必要があります。
　また、鉄道・バスなどの公共交通機関の利用促進、ICや JR 東北本線伊達駅、阿武
隈急行線各駅の主要な交通拠点の機能強化、生活道路の改善・整備、交通渋滞の緩和、
交通安全対策など、交通環境の改善を図ることが必要です。

　産業構造の変化やデフレ経済下の長引く不況、震災の影響などにより、本市の経済を支えてきた地域
産業（農業、工業、商業、観光等）は、全体的に低迷しています。
　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）は、産業立地や観光・交流など、地
域ポテンシャルの向上が期待されており、今後の都市再生の絶好の機会といえます。
　道路整備による物流の広域化・効率化、交流の拡大を見据え、農業では農業の６次産業化、農産物の
ブランド化、工業では、新たな需要を見据えた企業誘致と雇用機会の創出、工業団地の整備、商業で
は、恵まれた交通アクセス条件を活かした新たな商業集客機能の誘致と既存商店街の再生・活性化、そ
の他観光では、霊山をはじめ、豊かな自然、固有の歴史文化、美しい景観など多様な地域資源の都市づ
くりへの活用による観光振興と交流の促進を図るなど、安定的で魅力ある就業環境の維持・再生とともに、
都市全体の活力を高めていく必要があります。
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【防災からみた課題】
④　災害に負けない、安全・安心に暮らせる防災まちづくりが必要です。

【自然・景観からみた課題】
⑤　ふるさとの自然や景観などの固有の地域資源を守り、都市づくりに活かしていくことが必要です。　

【生活環境からみた課題】
⑥　いつまでも住み続けられる、暮らしやすさを優先した安心・快適な生活環境づくりが必要です。

【協働のまちづくりの課題】
⑦　市民等と行政の協働によるまちづくりを進めていくことが必要です。

　東日本大震災及び東京電力福島原発事故は、本市のみならず東北、あるいは全国的に多大な影響を与え、
市民の暮らしや心には未だに収束しない影響を及ぼし続けています。
　この震災からの早急な復旧を進めるとともに、震災を教訓とした災害に強いまちづくり、市民が安全・

安心に暮らせるまちづくりを実現していくことが重要な課題となっています。
　今後は、災害復旧や放射性物質の除染はもとより、市街地の防災性の向上や中山間集落
地の緊急時の対応、施設等の安全対策の充実、関係機関や隣接市町等との十分な連携のも
と総合的な防災・減災対策を進めるとともに、自助共助の地域の結束力を今以上に培い、
災害に負けない、誰もが安全・安心に暮らせるまちづくりを図ることが求められています。

　本市は、霊山をはじめ、豊かな自然や美しい景観、眺望に優れ、史跡・文化財や伊達氏発祥の地、蚕
都の面影を残す歴史文化資産、郷土の原風景である田園景観、阿武隈高地に抱かれた里山や山村風景など、
先人達に大切に守られ、育まれてきた魅力的な地域資源が多くみられます。
　こうした固有の地域資源は、本市の誇りであり、市民のふるさと意識やアイデンティティを高めるか
けがえのない資産であるとともに、多くの人をひきつける貴重な観光資源でもあります。
　この価値を市民共有の財産として再認識し、本市の持ち味を損なうことのないよう、地域の個性や新
たな都市景観として育むとともに、これら優れた地域資源の積極的な維持・保全を図り、観光振興や地
域交流、活性化など、都市づくりに効果的に活用していくことが求められています。

　平成 20年度実施した市民アンケート調査によると、本市が目指す都市イメージとしては、「保健・福
祉が充実し幸せに暮らせる都市」、「安全・安心で快適な住宅を中心とした都市」といった、日常の暮ら
しやすさに関心をよせていることが伺えます。
　人口定着も含め、住み続けたい、住んでみたいと思える環境をつくるためには、生活環境の質や真の
住み良さに応える、暮らしやすさを重視したまちづくりが必要です。
　今後は、少子高齢社会に対応した人にやさしいまちづくり、生活基盤や医療・保健・福祉施設など身
近な生活環境の充実、定住促進に向けた住宅整備や住環境づくり、循環型社会の実現に向けた取り組み
など、多様化する市民の価値観に柔軟に対応した都市サービスの充実と、市民が安心・
快適にいつまでも住み続けられる生活環境の一層の充実を図ることが求められています。

　地方分権化が進むとともに、地方自治体の役割、とりわけ、市民自らがまちづくりの一端を担うなど、
地域社会の役割分担が重要となり、多様な課題に多くの知恵と努力を結集させる、市民と行政の協働が
必要不可欠となっています。
　本市では、市民やNPOなどの市民活動が盛んに行われています。多様化・複雑化する市民ニーズを
的確に反映させ、より住みやすく、より働きやすい都市づくりを進めていくためには、市民等と行政が
ともに考え、ともに行動する協働によるまちづくりを更に進めていきます。
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高子岡城跡

伊達政宗



【基　本　構　想】

伊達朝
とも
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（初代様）

片倉小十郎景綱
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１　都市の将来像
　伊達市都市計画マスタープランは、「伊達市第２次総合計画」の将来像等を踏まえ、次のような都市づ
くりの目標を設定しました。

　東日本大震災と福島原発事故の苦難と危機を都市再生の絶好のチャンスとして捉え、東北中央自動
車道（相馬福島道路）の整備などを契機とした広域的な連携と交流の促進、地域の個性や特性を生か
した一体的な都市づくりの推進、地域産業の活性化と雇用の促進、定住の促進、環境に配慮した持続
可能な都市づくり等を積極的に図り、真の再興と元気で活力ある都市づくりを目指します。

　東日本大震災と福島原発事故から、私達は多くの教訓を学びました。
　これまで以上に、防災・減災を重視した災害に強いまちづくりの取り組みを進めていくとともに、
本格的な少子高齢社会に対応した医療・福祉、子育て環境の充実、高齢者等に配慮した人にやさしい
まちづくり、良質な都市サービスの提供、うるおいある都市景観の形成など、市民の誰もが安全・安
心に、心豊かに住み続けられる都市づくりを目指します。

　霊山をはじめとした豊かな自然、伊達家発祥の地、多くの史跡・文化財、培われた蚕都の文化など
の歴史資源、果樹や田園の農の風景、阿武隈高地に抱かれた里山や農山村風景、地域の特産品などは、
市民のふるさと意識を育む大切な地域資源であり、貴重な観光資源でもあります。
　本市の魅力を再認識し、これらの維持・保全を図るとともに、都市づくりへの活用を目指します。

　東日本大震災と福島原発事故の教訓から、改めて人の力や結びつき、絆の大切さを認識させられま
した。
　今後も、地域それぞれの知恵や伝統、文化を大切にし、人と人の絆によって地域の豊かな心を受け
継ぐ協働による都市づくりを目指します。また、５つの地域の個性を尊重しながら、地域間の絆（連携）
を強化し、全市が一丸となって“故郷　伊達市”を培っていく、地域と地域の絆を育む都市づくりを
目指します。

■伊達市の将来像

■都市づくりの目標

－「伊達市第２次総合計画」の将来都市像－

＜将来像＞　健幸と個性が創る 活力と希望あふれる故
ふる

郷
さと

 伊達市
＜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出す創造のまち

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・安心に、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誇り、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。

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

第２章 伊達市の将来像
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２　目標人口

■目標人口の設定
　本市の人口は、平成 22年 10月現在、66,027 人で、昭和 60年の 74,626 人をピークに減少傾向にあり、
昭和 60年と比較して約 11.5％減少しています。
　日本全体における少子高齢に伴う人口減少社会、地域間格差の拡大、加えて東日本大震災の影響など、
多くの市町村では人口維持・増加に向けた取り組みが早急の課題となっています。
　本市においても、少子高齢の進行、若者の流出、中山間地における過疎化の進行等など加速度的な人口
減少が懸念され、国立社会保障人口問題研究所の推計によると、今後も人口は減少し続け、目標年次の平
成 47年には約 50,000 人と予測されています。
　人口減少は、それを起因とする経済活動の縮小をはじめ、多様な分野で影響を受けることが懸念されま
す。本市においては、市の再生・復興を改めて見直し、東北中央自動車道（相馬福島道路）整備による都
市間交流の拡大や活性化に結びつく要因を見定めつつ、経済活力の低下を抑制し、定住施策や暮らしやす
さを実感する生活基盤整備等に取り組み、人口減少に歯止めをかけ維持することを基本とします。
　そのため、今後とも「伊達市第 2次総合計画」や「伊達市健幸都市基本計画」に掲げる理念を基本に、
変化する社会情勢に的確に対応する総合的・効果的な施策を展開し、全市的な連携のもと一丸となって本
計画に掲げる目標とまちづくり施策に取り組むことにより、本計画のスタートとする平成 27年度並みの
人口比率を今後とも維持することを目標として、目標人口を次のように設定します。

＜参考＞将来人口の推計
　将来人口の推計にあたっては、都市計画マスタープラン素案を参考とし設定する。
　　●実績値：国勢調査（平成２年～平成 22年）
　　●コーホート推計値：…国立社会保障人口問題研究所による市町村別将来推計人口（Ｈ 17年度国勢調

査ベース）
　　●トレンド関数の予測値：重回帰分析（回帰直線）による予測値…

■目標人口（平成 47 年）：64,000 人

※…コーホート推計値（市町村別将来推計人口）はＨ 17年国勢調査ベースであり、平成 22
年を基準値とした福島県の市町村別推計値は公表されていない（福島県は全県のみ）

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

74,200

H２年 H７年 H12年 H17年 H22年 H27年 H32年 H37年 H42年 H47年

73,305
71,817

69,289
66,027 65,622

コーホート推計値

トレンド関数の予測値
実績値

63,465
60,134

56,673
53,162

49,631

63,931

62,239 60,547 58,855

目標人口；64,000 人

■将来人口の推計
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３　伊達市の将来都市構造

～豊かな自然と特色ある地形構造を骨格として、まちや多様な拠点が有機的に結ばれた、
コンパクトで一体的な都市構造（集約型都市構造）の形成を目指します～

（１）　将来都市構造の考え方
■基本的な考え方

■将来都市構造の形成方針

多核ネットワーク型都市構造の形成

　本市は、阿武隈流域に広がる福島盆地に含まれる北部の平野部と、阿武隈高地に連担する南部の中
山間地域の特徴的な地形構造を骨格として、５つの市街地とその周辺に広がる田園地域、大小の集落
地が分散している特色ある都市構造となっています。
　本市の将来構造は、この持ち味を損なうことのないよう、豊かな自然と特色ある地形構造を骨格と
して、市街地や多様な拠点がお互いに連携し有機的に結ばれた、コンパクトで一体的な都市構造（集
約型都市構造）の形成を目指します。

【都市の拠点】

① 都市の活力と個性ある多様な拠点の形成を図ります

　次のような多様な拠点の育成を図り、都市全体の活力と魅力を高めていきます。
■中心都市拠点
　伊達、梁川、保原、霊山、月舘の５つの中心市街地を中心都市拠点として位置づけ、行政、商業・
業務機能、産業・情報機能、文化・教育・子育て機能などが集積する拠点の形成を図ります｡

■地域生活拠点
　小学校や交流館等の主要施設の立地など、古くから地域の生活の中心となっているところについて
は、地域生活拠点として位置づけ、生活利便性の向上や地域の特性を活かした活力と魅力ある交流拠
点の形成を図ります｡

■産業拠点
　保原工業団地や梁川工業団地等の既存工業集積地周辺を産業拠点として位置づけ、産業基盤整備の
推進と企業誘致の促進を図ります。

■健康・医療拠点
　北福島医療センター周辺を本市の健幸都市づくりの核となる「健康・医療拠点」として位置づけ、
既存医療センターの拡充、新たな医療・ウェルネス機能の導入を図ります。

■観光 ･ レクリエーション拠点…
　保原総合公園、やながわ希望の森公園、霊山こどもの村などの既存公園や霊山県立自然公園、阿武
隈川の親水空間をはじめとした主要なレクリエーションの場を観光レクリエーション拠点として位置
づけ、レクリエーション機能の充実と魅力の向上を図ります。

■歴史文化拠点
　本市の歴史を伝える「梁川亀岡八幡神社周辺」及び「梁川城跡周辺」等については、「歴史文化拠点」
として位置づけ、環境整備等の魅力づくりを進めます。

■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）の IC周辺は、戦略的な都市機能を誘導する新たな拠点として位
置づけ、各市街地の都市機能を補完し、伊達市の復興・再生や活性化を担う多様な都市機能の導入を
図ります。
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【交流・連携軸】

【土地利用エリア】

②　周辺都市や地域間の連携・交流を支える多様な都市軸の形成を図ります

③　特徴的な地形構造と地域の特色を生かした土地利用エリアの形成を図ります

　福島市をはじめ、周辺都市や地域間の連携・交流を強化するため、都市の骨格となる幹線道路網の
強化と、次のような都市軸（交流軸・連携軸）の形成を図ります。
　また、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）は、福島市や相馬市、山形市
方面を連携する広域的な幹線道路軸となることから、早期の整備促進を要請し、広域的な交通体系の
確立を図ります。

■広域都市交流軸
　国道 4号は、宮城県仙台市及び首都圏を結ぶ広域的都市軸（国土軸）として位置づけ、本市と他都
市間の広域的な連携を強化し、都市活動の骨格となる軸としての機能強化と適切な沿道利用を促進し
ます。

■都市連携軸
　伊達市街地、保原市街地、梁川市街地及び宮城県丸森町方面を結ぶ国道 399号及び 349号と、（主）
福島・保原線を本市の中心都市拠点を結ぶ骨格的な都市連携軸として位置づけ、幹線道路の機能強化
と適切な沿道利用を促進します。
　特に、県都福島市と保原市街地を結ぶ（主）福島・保原線については、幹線道路の機能強化と適切
な沿道利用を促進します。
　また、宮城県の玄関口となる梁川市街地では、白石市や丸森町方面との連携を促進します。

■地域連携軸
　国道 349号は、保原地域と中山間地域の霊山、月舘地域を結ぶ
南北の地域連携軸として、また、国道 115号は霊山地域と福島市
や相馬市方面を結ぶ地域連携軸として位置づけ、幹線道路の機能
強化と適切な沿道利用を促進します。
　特に、相馬市、浜通り地域の玄関口となる霊山市街地にあっては、
これらの地域との連携を促進します。

　地域の特性を配慮した次のような土地利用エリアを設定し、自然や地域環境と共生した秩序ある土
地利用の誘導を図ります｡

■市街地エリア
　伊達、梁川、保原、霊山、月舘地域の既成市街地エリアで、本市の中心都市拠点にふさわしい活力
と魅力の向上、都市機能の集積と良好な都市環境の形成を図ります。

■田園居住エリア
　市街地周辺に点在する大小の集落地と農業地域で、集落地の生活利便性や居住環境の向上、優良農
地の保全等により、良好な田園居住エリアとして形成を図ります。

■里山・山村居住エリア…
　中山間地域の里山、農山村を中心としたエリアで、良好な景観の保全や農山村集落地の環境改善、
地域資源を活かした豊かな自然と共生する地域づくりにより、良好な里山・山村居住エリアとして形
成を図ります。

■森林エリア
　霊山県立自然公園など、主に南部の山地・丘陵地を中心とした森林エリアで、豊かな自然環境の保
全とともに、自然を活かした観光レクリエーション利用の促進を図ります。
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（２）　将来都市構造の設定
　前述の考え方や方針に基づき、伊達市の将来都市構造を次のように設定します。　

■将来都市構造の設定

都
市
の
拠
点

交
流
・
連
携
軸

骨
格
幹
線
道
路
網

土
地
利
用
エ
リ
ア

■中心都市拠点　　　伊達、梁川、保原、霊山、月舘の５つの既成市街地
■地域生活拠点　　　各地域における小学校や交流館周辺の集落など
■産業拠点　　　　　保原工業団地や梁川工業団地等の既存工業集積地
■健康・医療拠点　　北福島医療センター周辺
■観光 ･レクリエーション拠点	
　…　霊山県立自然公園、保原総合公園、やながわ希望の森公園、阿武隈川親水空
間などの主な観光レクリエーションの場
■歴史文化拠点　　　梁川亀岡八幡神社周辺及び梁川城跡周辺など
■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 周辺～（仮）国道４号 IC、（仮）福島
保原線 IC、（仮）霊山 IC、（仮）阿武隈 IC

■広域都市交流軸　　　国道 4号
■都市連携軸
　・伊達市街地、保原市街地、梁川市街地を結ぶ国道 399号及び 349号
　・保原市街地と福島市を結ぶ（主）福島・保原線
■地域連携軸
　・保原地域と霊山・月舘地域を結ぶ国道 349号
　・霊山地域と福島市、相馬市方面を結ぶ国道 115号

■市街地エリア
　伊達、梁川、保原、霊山、月舘地域の既成市街地
■田園居住エリア
　市街地周辺に点在する大小の集落地と周辺農地
■里山・山村居住エリア
　南部の阿武隈高地の山間に広がる里山・農山村
■森林エリア
　霊山県立自然公園など南部の山地・森林

■高規格幹線道路　　　東北中央自動車道（相馬福島道路）
■広域幹線道路　　　　国道 4号、399号、349号、115号
■主要幹線道路　　　　（主）福島・保原線、（仮）福島保原線バイパス（構想）
■幹線道路・地域幹線道路
　都市環状道路等の構想路線、主要地方道・一般県道、都市計画道路
■主要な交通結節点　　　東北中央自動車道（相馬福島道路）IC、
　　　　　　　　　　　　JR 東北本線伊達駅、阿武隈急行線各駅
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（仮）阿武隈東 I.C

阿武隈川

摺上川

松
川

荒川

広瀬川

国道
399号

国道 399 号

国道 349 号

国道４号

国
道

349
号

国道 115 号

東北中央自動車道

（相馬福島道路）

東北自動車道

福
島
交
通
飯
坂
線

国
道
13
号

国
道
114
号

JR東北本線

JR東北新幹線

伊達駅

高子駅卸町駅

美術館図書館前駅

曽根田駅

上保原駅
保原駅

大泉駅

梁川駅

やながわ希望の森公園前駅

二井田駅

新田駅

阿武隈急行線

冨野駅

東福島駅

福島駅

南福島駅

兜駅

国見 I.C

福島飯坂 I.C

（仮）
 国道４号
      I.C

（仮）福島保原線 I.C

（仮）霊山 I.C

（仮）福島北 JCT

川俣町

飯舘村

相馬市

丸森町

福島市

桑折町
国見町

阿
武
隈
川

（仮）阿武隈 I.C

白石市

宮城県

伊達市街地

霊山市街地

保原市街地

保原工業団地

梁川工業団地

梁川市街地

月舘市街地

霊山県立自然公園

やながわ希望の森公園

霊山こどもの村

保原総合公園

阿武隈川
水辺活用ゾーン

霊山

霊山神社

中心都市拠点

〈都市の拠点〉 〈交流・連携軸〉 〈土地利用エリア〉

地域生活拠点

広域都市交流軸

都市連携軸

地域連携軸

市街地エリア

田園居住エリア

里山・
山村居住エリア
森林エリア

行政界
都市計画区域界
地域界
主な河川
自然公園区域

産業拠点

健康医療拠点

観光・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ拠点

歴史文化拠点

新たな都市機能の
誘導拠点

高規格幹線道路

〈骨格幹線道路網〉

広域幹線道路

主要幹線道路

幹線道路・
地域幹線道路
主要な交通結節点

■伊達市の将来都市構造



31

■分野別まちづくり方針について
■分野別まちづくり方針の考え方

■分野別まちづくり方針の内容について

　分野別まちづくり方針は、伊達市の将来像や都市づくりの目標を実現するため、まちづくりを構成
する主な分野を次に示す７つの分野に分け、体系的にまちづくりの方向性を示します。

　分野別まちづくり方針は、大きく次の３つの内容を示しています。

■分野別まちづくり方針の構成

＊…各分野はそれぞれ密接に関連しあっており、施策内容が複数の分野に重複している場合がありますが、一つ一
つの施策が独立してわかるようにするため、必要な施策はすべて記載しています。

分
野
別
ま
ち
づ
く
り
方
針

１．土地利用の方針
豊かで美しい自然と共生し、地域の特性に応じたコンパクトな都市づくりと計画的な
土地利用を進めます。

２．道路・交通まちづくり方針
東北中央自動車道（相馬福島道路）の整備を契機に、幹線道路網の再編・強化を図る
とともに、公共交通の利用促進、安全・快適に利用できる暮らしの道づくりを進めます。

３．活力あるまちづくり方針
恵まれた地域資源を効果的に活かし、農業をはじめ、工業・商業・観光などの地域産
業の活性化と交流の促進を図ります。

４．防災まちづくり方針
東日本大震災や福島原発被害を教訓に、災害から市民の生命と財産を守る、災害に強
いまちづくりを進めます。

５．水と緑・景観まちづくり方針
豊かな自然を守り・育むとともに、うるおいある水と緑のまちづくり、ふるさとの歴
史文化や美しい景観を守り活かす、次代に引き継ぐまちづくりを進めます。

６．健幸に住み続けられるまちづくり方針
健幸都市づくりに向け、市民の誰もが健康で快適に安心して暮らすことのできる、生
活環境や医療・福祉の充実したまちづくりを進めます。

７．環境まちづくり方針
持続可能な社会の実現に向け、循環型社会、低炭素社会、自然共生社会の構築など、
環境に配慮したまちづくりを進めます。

【土地利用】

【防　災】

【環　境】

【道路・交通】

【交流・活性化、産業】

【水と緑、景観】

【健康・福祉、生活環境・住まい】

（１）基本方針

基本的な考え方と施
策の体系を示します。

（２）まちづくり方針

個々の施策について
のまちづくり方針を
示します。

（３）まちづくり方針図

まちづくり方針を図
面でわかりやすく示
します。

第３章 分野別まちづくり方針
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１　土地利用の方針

～豊かで美しい自然と共生し、地域の特性に応じたコンパクトな都市づくりと
計画的な土地利用を進めます～

●…伊達、梁川、保原、霊山、月舘の５つの地域がこれまで培ってきた産業や生活文化などの既存ストッ
クを有効に活かしながら、良好な自然環境や地域農業と共生し、住宅地、商業業務地、工業地等の
都市的機能がバランス良く配置された計画的な土地利用の形成を図ります。

●…東北中央自動車道（相馬福島道路）IC整備の整備効果を最大限に活かし、都市機能の計画的な誘導、
土地利用の適正な誘導を図り、多様な拠点、まちや郷が有機的に結ばれる「多核ネットワーク型都
市構造」の構築を図ります。

●…東北中央自動車道（相馬福島道路）IC周辺については、整備効果を最大限に活かし、健康医療機能
をはじめ、産業、居住、観光レクリーション、交流文化など多様な都市機能の誘導を図り、活力あ
る地域づくりを図ります。

●安全で健康な市民生活を支える良好な都市環境の形成を図ります。

【土地利用】

（１）　基本方針

■土地利用方針の体系

①活気と魅力ある中心都市拠点の育成・強化

②多様な拠点の育成・強化

③地域特性に応じた良好な市街地の形成

④インターチェンジ周辺の計画的な土地利用の誘導

⑤線引き・用途地域について

①魅力ある地域拠点の形成

②住宅地・集落地の住環境の維持・改善

③優良農地の保全と活用

①里山の保全と活用

②山村集落地の住環境の改善向上

③過疎対策の推進

①自然公園区域等の保全

②森林資源の保全と活用

③水辺の保全と活用

１）	市街地の特性に応じた計画的な
土地利用の推進を図ります。

２）	適切な土地利用の誘導により、
地域農業と共生する良好な住宅
地・集落地の形成を図ります。

３）	里山の保全・活用と良好な山村
集落地の形成を図ります。

４）	豊かな自然環境の維持・保全と
多様な活用を図ります。

市街地エリア

田園居住エリア

里山・山村居住エリア

森林エリア
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（２）　土地利用の方針

①活気と魅力ある中心都市拠点の育成・強化

②多様な拠点の育成・強化

市街地エリア

１）市街地の特性に応じた計画的な土地利用の推進を図ります。

・…５つの地域の主要な都市機能の集積する市街地ゾーンを「中心都市拠点」として位置づけ、行政、
商業 ･業務、子育て等の生活支援、教育、文化、情報、娯楽、交流等の都市機能の充実、交通
環境や防災機能、街並み景観の向上等を図り、安全で、快適な中心市街地の形成を推進します。

・…特に、伊達地域は地域の行政・市民サービスと国道 4号沿道の商業業務機能、保原地域は本市
の中心的な行政・市民サービス機能と中心商業業務機能、梁川地域は地域の行政・市民サービ
スと近隣商業機能にそれぞれ重点を置いた拠点整備を推進します。

■地域生活拠点
・…小学校、交流館、コミュニティ施設周辺の集落地を地域生活拠点とし
て位置づけ、日常生活を支える商業施設や生活利便施設、子育て施設
や福祉施設等の生活支援機能の充実を図り、地域コミュニティの維持
と利便性の向上を図ります。

・…伊達地域、梁川地域及び保原地域の文化交流施設が立地する周辺につ
いては、本市の中心的な文化交流の拠点として形成を図ります。

■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、産業
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ます。

・…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ります。

■健康・医療拠点
・…北福島医療センター周辺を本市の健幸都市づくりの核となる「健康・医療拠点」として位置
づけ、既存医療センターの拡充、新たな医療・ウェルネス機能の導入を検討します。

■観光・レクリエーション拠点の形成
・…保原総合公園、やながわ希望の森公園等の大規模公園、阿武隈川の親水空間などの良好な自
然環境等については、ウェルネスをテーマとした観光レクリエーション拠点として位置づけ、
各種レクリエーション機能の充実や魅力の向上を図ります。

■歴史文化拠点
・…本市の歴史を伝える貴重な歴史文化資源が分布する「梁川亀岡八幡神社周辺」及び「梁川城
跡周辺」については「歴史文化拠点」として、「霊山神社周辺」、「高子沼・高子岡城跡周辺」、「懸
田城跡周辺」については「歴史文化ゾーン」として位置づけ、環境整備等の魅力づくりを進
めます。
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■新たな都市機能の誘導拠点
●「（仮称）伊達市インターチェンジ周辺土地利用構想」の推進
・…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します。

・…（仮）国道４号 IC周辺については、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します。

・…（仮）福島保原線 IC周辺については、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します。

・…（仮）霊山 IC周辺については、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」の整備を促進します。

③地域特性に応じた良好な市街地の形成

■身近な商業地の魅力の向上
・…駅前などの身近な商業地は、地域の日常生活を支える場として、商業機能の充実とまちなみ
環境の改善・向上などにより、商業地の魅力の向上を図ります。

■幹線道路沿道の適切な土地利用の誘導
・…東北中央自動車道（相馬福島道路）や本市の幹線道路網の整備に伴い、国道４号、国道 399号、
（主）福島・保原線などの幹線道路沿道に施設立地の圧力が高まることが予想されます。
・…主要な幹線道路沿道については、周辺の農業環境への影響を考慮しつつ、ロードサイド型の
商業施設等の立地を促進するとともに、計画的な土地利用の誘導により、周辺環境と調和し
た沿道商業ゾーンの形成を図ります。

■良好な住宅市街地の形成
・…市街地内の既存住宅地については、住環境の維持・改善を図り、良好な住宅地の形成を図り
ます。

・…防災・防犯・高齢者等に配慮したまちづくりの推進、コミュニティ交流施設や生活利便機能、
生活支援機能の充実などにより、まちなか居住の促進を図ります。

・…道路、公園、下水道等の生活基盤施設が不足している地区については、基盤整備を推進します。

■宅地化が進む市街地周辺の計画的な土地利用の誘導
・…阿武隈急行線高子駅北側は、定住促進の観点から計画的な住宅地整備（土地区画整理事業等）
を推進します。

・…計画的に整備された高子ハイタウンや高子団地、ノーブルタウン内山台等の既存住宅団地に
ついては、住環境の維持・向上に努めます。

・…宅地化が進行している保原地域の（主）福島・保原線周辺については、地区計画等のルール
に基づく計画的な宅地化の誘導を図り、周辺の良好な環境と調和した住宅地の形成を図りま
す。

■鉄道駅周辺整備の推進
・…JR 東北本線や阿武隈急行線の鉄道駅を交通結節点として位置づけ、拠点機能の強化を図りま
す。

・…特に、伊達駅、梁川駅、保原駅、上保原駅、高子駅については、地域における重要な交通結
節点として重点的に機能強化を推進するとともに、まちの玄関口・顔にふさわしい駅前空間
の整備と魅力づくりを図ります。
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④インターチェンジ周辺の計画的な土地利用の誘導

⑤線引き・用途地域について

①魅力ある地域拠点の形成

②住宅地・集落地の住環境の維持・改善

③優良農地の保全と活用

・…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ます。
・…「（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ります。

　本市は、現在、伊達、梁川、保原地域が県北都市計画区域（線引き都市計画区域）に、霊山地
域が霊山都市計画区域（非線引き都市計画区域）の２つの都市計画区域に属し、月舘地域は未指
定となっています。
　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します。

■地域生活拠点の形成
　各地域の小学校や交流館周辺の集落地を地域生活拠点として位置づけ、日常生活を支える商
業施設や生活利便施設、子育て施設や福祉施設等の生活支援機能の充実を図り、地域コミュニ
ティの維持と利便性の向上を図ります。

　既存の農業集落地については、地区計画等の一定のルールに基づき、無秩序な宅地化の抑制と
適切な土地利用の誘導を図るとともに、生活道路や排水施設、公園、小広場等の生活環境の改善・
整備により、良好な田園集落地ゾーンの形成を図ります。
　また、地域づくりの意識が高く、公共公益施設等が揃っている地区については、地区計画によ
り計画的な開発の誘導を図ります。

■優良農地の保全
・…水田地帯や畑地、丘陵地に広がる果樹園等については、優良農地の保全、農業基盤整備等に
よる営農環境整備の促進、農地の集約化等による経営の安定化、農業の６次産業化の取り組
みなどにより、地域農業の保全と活性化を図ります。

・…農地の都市的土地利用への転換に際しては、合理的かつ計画的な利用調整を図ります。

■耕作放棄地の有効利用の促進
・…耕作放棄地については、その実態を調査するとともに、「農地バンク制度」等の創設による
営農希望者への斡旋、グリーンツーリズムの推進による観光農園や体験農場、景観緑地（お
花畑など）への活用など、有効な活用方策について検討を図ります。

田園居住エリア

２）適切な土地利用の誘導により、地域農業と共生する良好な住宅地・集落地の形成を図ります。
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①里山の保全と活用

①自然公園区域等の保全

②森林資源の保全と活用

③水辺の保全と活用

②山村集落地の住環境の改善向上

③過疎対策の推進

　市街地や集落地の後背に位置する里山は、市民生活に身近な自然として、森林や景観の維持・
保全を図ります。
　また、かつては山村地域の暮らしや産業に密接に結びついてきた里山の荒廃が進みつつあり、
身近に自然とふれあう場として、グリーンツーリズムや環境学習の場づくりなど、有効活用を図
ります。

・…霊山県立自然公園周辺については、歴史文化の拠点、観光レクリエーション拠点として位置づ
け、各種レクリエーション機能の充実や魅力の向上を図ります。

・…霊山周辺の森林地域は、霊山県立自然公園や自然環境保全地域の指定、保原地域や月舘地域に
は緑地環境保全地域が指定されており、こうした良好な自然環境資源については、今後とも厳
正な保全を図るとともに、エコツーリズムや環境学習、自然とのふれあいの場として活用を図
ります。

・…阿武隈高地など本市南部に広がる森林は、林業の場、自然景観、環境保全、水源涵養、自然災
害の防止、レクリエーションの場など多面的な機能を持っています。

・…豊かな森林資源については、「伊達市森林整備計画」に基づき、適正な森林資源の保全と維持
管理を図るとともに、バイオマス等の活用など、林業の振興や観光・レクリエーションの場と
しての活用を図ります。

　阿武隈川や広瀬川などの河川をはじめ、市内には農業用排水路、高子沼等のため池など、数多
くの水辺資源が分布しています。これらの水辺については、水環境の保全を図るとともに、緑化
や親水空間の整備などを推進し、レクリエーション活用を図ります。

　既存の山村集落地は、過疎化・高齢化等の状況を踏まえながら、生活道路や生活排水施設、小
広場等の整備や生活利便性の維持・向上を図り、豊かな自然環境と共生する集落地の形成を図り
ます。

　過疎化が進行している山村集落地等については、集落を維持するため、「中山間地域総合整備
事業」等の活用を検討し、空き家の斡旋等による移住の促進、耕作放棄地の有効利用、ひとり暮
らしの高齢者の生活支援、都市と農村の交流促進など、多様な過疎対策を促進します。

里山・山村居住エリア

森林エリア

３）里山の保全・活用と良好な山村集落地の形成を図ります。

４）豊かな自然環境の維持・保全と多様な活用を図ります。
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（３）　土地利用の配置方針
　本市の土地利用は、次のような区分で、地域特性に応じたコンパクトでバランスある配置を図ります。

■土地利用の配置方針
区　分 土地利用の考え方 対象地域

住
居
系

住宅地ゾーン
　既存住宅地の環境改善、適切な土地利用誘導、必要に応じた
計画的な市街地整備等により、地域の特性に応じた良好な住宅
市街地の形成を図ります。

・…伊達、梁川、保原、霊山、
月舘地域の既存市街地
内の住宅地

田園集落地ゾーン
　市街地周辺の無秩序な宅地化の抑制など適切な土地利用の誘
導と、自然環境や農地の保全と併せた住環境の改善整備により、
農地と住宅地が共存する良好な住宅地・集落地の形成を図りま
す。

・…伊達、梁川、保原市街
地周辺の住宅地、農業
集落地域

里山集落地ゾーン
　優良農地や里山の保全、既存集落地の環境改善、農山村景観
の維持向上により、豊かな自然環境と調和した、良好な里山集
落地の形成を図ります。

・…霊山、月舘市街地周辺
の山間の農業集落地域

商
業
系

商業業務地ゾーン

　本市の中枢的な都市機能が集積するゾーンで、既存商店街と
共生する計画的な市街地整備、交通結節点機能の強化、観光・
商業業務機能の集積、都市空間の魅力の向上等により、活力と
賑わいある商業業務地の形成を図ります。
　（仮）国道４号 IC 周辺については、商業機能や交流機能を含
めた土地利用の検討を図ります。

・…市内の既存商業地周辺
・…（仮）国道４号 IC 周辺
の新たな都市機能誘導
ゾーン

沿道型商業業務ゾーン
　多様な施設立地が進む幹線道路沿道で、「土地利用ガイドライ
ン」＊等に基づく適正な土地利用の誘導を図り、商業施設に限ら
ず、住宅、生活利便施設、観光交流施設等が複合する利便性の
高い生活サービスゾーンの形成を図ります。

・…国道４号、国道399号、
（主）福島・保原線沿
道等

産
業
系
工業ゾーン

　工業団地を中心とした工業集積地で、地域産業の育成に向け
た企業誘致の促進とこれらを支える環境づくりを進め、地域環
境と共生した良好な工業地の形成を図ります。

・…保原工業団地等の既存
工業団地等

自
然
系

農業保全ゾーン
　田園集落地及び里山集落地に広がる一団の農地については、
農業振興地域整備計画との整合を図りながら、優良農地の保全
と農業基盤整備を推進するとともに、耕作放棄地の有効活用を
推進します。

・…田園集落地ゾーン及び
里山集落地ゾーンに広
がる一団の農地

自然・緑地ゾーン
　良好な自然環境と景観の保全を図るため、森林資源の保全と
自然とのふれあいの場としての活用など、積極的な観光レクリ
エーション利用を図ります。

・…市域南側に広がる阿武
隈高地の森林地域

拠
点
系

中心都市拠点
　５地域の市街地で、商業・業務、行政・文化等の主要な都市
機能の集積するゾーンについては中心都市拠点として位置づけ、
都市機能が集約したコンパクトな都市の形成と、地域活力を牽
引する魅力ある拠点づくりを図ります。

・…旧町の中心市街地

地域生活拠点
　地域の生活の中心となっているところで、行政施設、文化コ
ミュニティ施設等の集積や生活サービス機能の充実と魅力の向
上を図り、地域の特性を活かした利便性の高い地域生活拠点の
形成を図ります。

・…各地域の小学校や交流
館周辺の集落地等

産業拠点 　既存の工業団地で、産業基盤整備と機能強化の推進とともに、
地域環境と共生する企業誘致の促進を図ります。

・…保原工業団地、梁川工
業団地等

健康・医療拠点 　本市の健幸都市づくりの核として、既存医療センターの拡充、
新たな医療・ウェルネス機能の導入を検討します。 ・…北福島医療センター周辺

観光レクリエーション
拠点

　本市の主要な観光レクリエーション拠点として、既存機能の
充実と魅力の向上とともに、交流・活性化を担う新たな観光レ
クリエーション拠点の形成を図ります。

・…霊山県立自然公園周辺
・…大規模公園（保原総合
公園、希望の森等）な
ど

歴史文化拠点 　本市の歴史を伝える貴重な歴史文化資源を活かし、環境整備
等の魅力づくりを進めます。

・…「梁川亀岡八幡神社周
辺」及び「梁川城跡周
辺」等

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）の各 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
については、新たな都市機能誘導ゾーンとして位置づけ、産業、
観光・交流・文化等の多様な都市機能の誘導に向けた取り組み
を進めます。

・…東北中央自動車道（相
馬福島道路）各 IC 周
辺（道の駅等）

＊「土地利用ガイドライン」については、「第５章計画の実現に向けて」P130を参照
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阿武隈川

摺上川

松
川

広瀬川

国道 399 号

国道４号

国道 115 号

東北中央自動車道

（相馬福島道路）

東北自動車道

福
島
交
通
飯
坂
線

国
道
13
号

国
道
114
号

伊達駅

卸町駅

美術館図書館前駅

曽根田駅

保原駅

梁川駅

国道 349 号

阿武隈急行線

東福島駅

福島駅

国見 I.C

福島飯坂 I.C

（仮）
 国道４号
      I.C

（仮）福島保原線
            I.C

（仮）霊山 I.C
ゴルフ場

（仮）福島北 JCT

川俣町

飯舘村

相馬市

丸森町

福島市

桑折町
国見町

阿
武
隈
川

保原総合公園
高子沼

高子駅

霊山県立自然公園

霊山こどもの村

やながわ希望の森公園

（仮）阿武隈 I.C

白石市

宮城県

（仮）阿武隈東 I.C

行政界
都市計画区域界
地域界
主な道路
河川・水路・湖沼

住宅地ゾーン

〈住居系〉 〈産業系〉 〈その他〉

田園集落地ゾーン

工業ゾーン 県立自然公園

里山集落地ゾーン

商業業務地ゾーン

〈商業系〉

沿道型商業業務地ゾーン

自然・緑地ゾーン

〈自然系〉

〈拠点系〉

主なﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設

中心都市拠点

地域生活拠点

産業拠点

健康医療拠点

観光・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ拠点

歴史文化拠点

新たな都市機能の
誘導拠点

■土地利用方針図
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２　道路・交通まちづくり方針

～東北中央自動車道（相馬福島道路）の整備を契機に、幹線道路網の再編・強化を図るとともに、
公共交通の利用促進、安全・快適に利用できる暮らしの道づくりを進めます～

●…東北中央自動車道（相馬福島道路）及び ICの整備を契機に、南東北の交通の要衝地へと発展させ、
広域的な交流人口を呼び込みます。

●……東北中央自動車道（相馬福島道路）の整備に伴い、交通渋滞の解消、ICへのアクセスの強化、円滑
な交通の確保、地域間の連携強化、地域の発展に寄与する多様な都市機能の計画的な立地誘導を図
るため、地域の将来を見据えた体系的な幹線道路交通網の再編を図ります。

● ……JR 東北本線や阿武隈急行線については、市民の重要な足として、パークアンドライドの推進など利
便性の向上と利用促進を図ります。

●…各地域における、市民生活を支える生活道路の改善整備、交通安全性の確保、歩行者や自転車のネッ
トワークの形成など、安全で快適な暮らしの道づくりを推進します。

●…地球環境問題、さらに、高齢社会への対応を考慮し、車中心（依存）の社会から鉄道・バスなどの
公共交通機関への転換を促進し、快適な移動手段の確保と人と環境にやさしい低炭素社会に相応し
い総合的な交通環境の整備を促進します。

【道路・交通】

（１）　基本方針

■道路・交通まちづくり方針の体系

①東北中央自動車道（相馬福島道路）の整備促進

②…新たな地域づくりを支える幹線道路網の再編と機
能強化

③地域幹線道路等の改善・整備

④「伊達市幹線道路網整備計画」の検討

①鉄道駅周辺の交通結節機能の強化と利用促進

②バス路線等の再編と利用促進

①主要な生活道路の改善・整備

②快適で安全な歩行者・自転車ルートの確保

③交通安全対策の充実

１）	周辺都市や地域間を結ぶ幹線道
路網の再編と強化を図ります。

２）	公共交通の利便性の向上と利用
促進を図ります。

３）	安全・快適に利用できる暮らし
の道づくりを進めます。
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（２）　道路・交通まちづくり方針

①東北中央自動車道（相馬福島道路）の整備促進

②新たな地域づくりを支える幹線道路網の再編と機能強化

１）周辺都市や地域間を結ぶ幹線道路網の再編と強化を図ります。

・…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 IC の整備が予定され
ています。

・…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きます。

　東北中央自動車道（相馬福島道路）の整備を契機に、交通渋滞の解消、ICへのアクセスの強化、
円滑な交通の確保、地域間の連携強化、地域の発展に寄与する多様な都市機能の計画的な立地誘
導を図るため、本市の骨格を形成する次のような幹線道路網の整備を促進します。

■広域幹線道路の機能強化
　・……伊達、梁川、保原地域の市街地を連絡する国道 349号及び国道 399号は、３地域に分散し
た都市機能を連携する重要な軸として、機能の強化を図ります。

　・……霊山、月舘地域においても、地域の骨格を形成する国道 115号、国道 349号及び国道 399
号の機能強化を図ります。

■福島市との連携を担う（主）福島・保原線及び国道 399号の機能強化
　福島市との連絡を担っている（主）福島・保原線及び国道 399 号については、現路線の交
通負担を軽減するとともに、福島市との更なる連携を強化するため、これらのパイパス機能を
有する次の２つの路線を新たに検討します。
●�（主）福島・保原線のバイパス機能の強化～（仮称）福島保原バイパス
　…　福島市の福島北幹線から月ノ輪大橋を経て、福島工業団地～複合産業拠点（保原工業団
地）方面を結ぶ（主）福島・保原線の　バイパス機能を担う新たな路線

●国道 399号のバイパス機能の強化～（仮称）保原伊達線
　…　（仮）福島保原線 IC周辺と伊達市街地や国道 4号を結び、国道 399 号のバイパス機能
を担う新たな路線

■東北中央自動車道（相馬福島道路）の概要 【事業概要】
○総延長：約 45km（福島～相馬）
○計画幅員：13.5m（2車線）
○計画交通量 13,500 台／日
【政策目標】
①復興支援のための東西軸の構築
　（緊急輸送道路の多重化）
②…第三次救急医療施設への速達性
の確保
　（県立医科大学付属病院など）
③…工業拠点と港湾・ＩＣ間の連携
強化による産業支援
　…（福島市・伊達市内工業団地と
相馬港間の連携強化）※資料：国土交通省東北地方整備局HP
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■新たな構想路線について

　本計画では、地域づくりを支える新たな構想路線とし
て、次の路線を位置付けています。

■主要 ICへのアクセス強化
●（仮称）国道 4号 ICへのアクセス強化～（仮称）伊達堂ノ内線
　…　JR 伊達駅と国道 4号 IC方面を連絡し、IC周辺開発に伴う発生集中交通の集散を担う新た
な路線

●（仮称）福島保原線 ICへのアクセス強化～（仮称）インター連絡線
　…　IC から（主）福島・保原線への交通を分散する（仮）福島保原線 ICを連絡する新たなア
クセス道路

■伊達市の環状機能の強化
●保原市街地の環状機能の強化～（仮称）内環状線
　…　交通が集中する保原市街地の交通の分散化と円滑化を図るため、保原市街地の外郭を形成
する新たな路線

■その他既存道路を活用したアクセス強化
●医療センターへの連絡強化～（仮称）医療センター線
　　高子駅周辺～国道 399号～一般県道保原・桑折線を連絡する南北方向の幹線道路

■都市計画道路の整備推進と見直し
・…上記の新たな幹線道路の再編に伴い、3.5.504 川俣
保原線、3.4.502 山口保原線など、長期未整備路線
も含めて、今後、既存の都市計画道路網の見直しに
ついて検討を図ります。

■新たな構想路線
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③地域幹線道路等の改善・整備

④「伊達市幹線道路網整備計画」の検討 

・…山間地域の骨格を形成する主要地方道や一般県道等については、地域間を連絡する地域幹線道
路として必要に応じて改良整備を図ります。

・…道路・橋梁については、長寿命化計画を策定し、耐震改修など計画的な橋梁の維持修繕を図り
ます。

・…現在整備が進められている林道大霊山線（スーパー林道）は、今後、霊山地域の活性化が期待
されることから整備の促進を図ります。

・…本計画で示した幹線道路網の基本的な方向性を踏まえ、長期的視点に立っ
た「伊達市幹線道路網整備計画」の策定を図ります。

・…本市の幹線道路整備の指針となるものであることから、東北中央自動車
道（相馬福島道路）整備の進捗状況を考慮し、策定に際しては、震災以
前の計画および復興・復旧の計画との十分な調整を図り、優先順位を検
討し推進していくものとします。

■幹線道路網の区分と機能

区　　分 道路の役割・機能 対象路線

高規格道路 自動車専用道路等、都市間を連絡
する規格の高い広域的な幹線道路

○…東北中央自動車道（相馬福島道
路）

広域幹線道路 都市間を連絡する広域的な幹線道
路

○…国道４号、国道 349 号、国道
399号、国道 115号

市
街
地
周
辺

主要幹線道路
市街地周辺の骨格を形成し、市街
地内交通の処理、周辺都市との連
絡等を担う主要な幹線道路

○…（主）福島・保原線、（仮）福島
保原線バイパス（構想）

幹線道路
主要幹線道路を補完し、主に市街
地内の交通の集散を担う幹線道路
や補助幹線道路

○…（仮）内環状線、…（仮）保原伊達
線、（仮）医療センター線、（仮）
インター連絡線、（仮）伊達堂ノ
内線等の構想路線
○…（主）浪江・国見線、（一）保原・
桑折線、（一）…保原・伊達崎・桑
折線、（一）…伊達・霊山線、（一）
飯坂・保原線、（一）梁川・霊山
線、（一）山口・保原線など
○…福島国見線など都市計画道路 18
路線

主要生活道路 市街地や住宅地・集落地の主な生
活道路 ○一級市道など

山
間
地
域

地域幹線道路 主として山間地域の骨格を形成し、
地域間を連絡する幹線道路

○…（主）丸森・霊山線、…（主）霊山・
松川線、（一）月舘・霊山線、（一）
上小国・下川原線、（一）川前・
梁川線、（一）丸森・梁川線、（一）
平松・梁川線、（一）大枝・貝田線、
（一）五十沢・国見線、（一）広畑・
月舘線、（一）月舘・川俣線、（一）
臼石・月舘線など
○林道大霊山線など

その他の主要道路 山間地域の主な生活道路や農道、
林道等

・一級市道など
・主要な農道、林道など
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①鉄道駅の交通結節機能の強化と利用促進

②バス路線等の再編と利用促進

２）公共交通の利便性の向上と利用促進を図ります。

■鉄道駅の交通結節点の機能強化
　・……JR 東北本線伊達駅や阿武隈急行線の各駅周辺において、需要を見極めながら駅前広場や駐車
場、駐輪場の改善整備を推進し、交通結節点の機能強化を図り、公共交通機関利用を促進し
ます。

　・…特に、JR東北本線伊達駅、阿武隈急行線梁川駅及び保原駅については、地域における重要な
交通結節点として重点的に機能強化と魅力の向上を図ります。

■パークアンドライド等の推進
　・……公共交通機関の利用促進環境に立ち遅れがみられる駅周辺において、駅周辺の駐車場・駐輪
場を活用したパークアンドライド、サイクルアンドライドなど、鉄道と自動車等利用の乗り
換えシステムの確立を推進し、公共交通機関の利用促進を図ります。

　・…特に立ち遅れが目立つ JR 東北本線伊達駅については、駅前周辺地区の土地利用の促進と駅
前広場やパークアンドライド型の駐車場整備を推進し、伊達地域の顔にふさわしい交通結節
点としての形成を図っていきます。

■阿武隈急行線の利用促進
　・…周辺市町や関係団体と連携し、鉄道事業者に対して運行体制の充実などを働きかけるととも
に、駅前広場の充実、パークアンドライド駐車場の整備等により利用者の利便性向上を図り
ます。

　・…また、阿武隈急行線はローカル電車としての魅力を持っており、観光 PRによる鉄道利用の
促進、サイクルトレインの実施など、観光利用の促進に努めます。

■バス路線網の再編、バス利便性の向上
　・…将来土地利用や幹線道路網の再編に併せ、バス事業者と協議し、既存のバス路線の再編を図
ります。再編にあたっては、デマンド型乗合タクシーを積極的に活用します。

　・……路線バスの維持と、公共交通不便地域の交通を確保するための運行補助を行うとともに、利
用者の利便性向上を図るため、バス事業者に対して運行体制の充実を要請します。

　・…わかりやすいバスマップや時刻表を作成するなど、バスの活用促進策を検討します。

■ IC周辺開発に併せた高速バスターミナルの設置検討
　・…東北中央自動車道（相馬福島道路）の整備を契機に、IC周辺開発に併せて、高速バスターミ
ナルの設置検討を図ります。

■デマンド型交通システム等の充実
　・…本市では、保原地域の「のってみっカー」や梁川地域・伊達地域の「梁川・伊達地域まちな
かタクシー」、霊山地域、月舘地域の「霊山・月舘地域まちなかタクシー」のデマンド型乗
合タクシーを運行しています。

　・…高齢者等の移動手段の確保や商店街の活性化、公共交通不便地域等の解消を図るため、地域
の実情や特性に適したデマンド型交通システムの拡充強化、利用者の利便性の向上に向けた
充実を図ります。

　・…また、中山間地域や高齢者等の生活支援など地域の実情に即し、送迎ボランティアや福祉有
償運送を始め、高齢社会に対応した持続可能な地域公共交通のあり方を検討します。
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①主要な生活道路の改善・整備

②快適で安全な歩行者・自転車ルートの確保

③交通安全対策の充実

３）安全・快適に利用できる暮らしの道づくりを進めます。

　…地域の主要な生活道路については、主要施設へのアクセス向上、安全な
通学路の確保、行き止まりや特にみなし道路に認定されているようなまちな
かの狭隘道路の改善、交通危険箇所の解消など、重要性、緊急性に応じて段
階的に道路の改善・整備を図ります。

■安全・快適な歩行者空間の確保
　・…「伊達市健幸都市基本構想」を踏まえ、歩行者に優しい道路設計基準（道
路整備計画）に基づいた道路整備を推進します。

　・…歩行者優先の道づくりや歩車分離等による安全な歩行空間づくり、車道における安全な自転
車通行帯の整備により、自然と歩きたくなるまちづくりの実現を図ります。

■自転車まちづくりの推進
　・…阿武隈川サイクリングロードをはじめ、主要な観光地、市街地や阿武隈急行線各駅等を回遊
する自転車ルートの整備を推進します。

　・…阿武隈急行線の主要駅へのレンタルサイクル、市内の各所へのサイクルスポット（駐輪スペー
ス）の設置、良好な地域資源を活かしたサイクルイベントの実施など、自転車まちづくりの
推進を図ります。

　・…子どもや高齢者が利用する公共施設周辺においては、歩道の整備や横断歩道の設置など、交
通安全施設の整備・充実を図ります。

　・…小学校周辺に歩道を設置するとともに、スクールゾーンの指定を充実し、児童の安全確保と
地域内の交通安全対策の強化を図ります。

国道349号（保原地域） 伊達駅前通り周辺



45

阿武隈川

摺上川

松
川

広瀬川

国道
399号

国道 399 号

国道４号

国
道

349号

国道 349 号

国道 115 号

一般県道臼石・月舘線
一般県道月舘・川俣線

一般県道山口・保原線

一般県道飯坂・保原線

一般県道保原・桑折線
県

一
般

道

伊
達

・
霊

山
線

一般県道梁川・霊山線

一般県道平松・梁川線

一
般

県
道

梁
川

・
霊

山
線

一般県道

飯坂・保原線
一

般
県

道
広

畑
・

月
舘

線

林道小坂線

林道御戸内線

林道柿木作線

林道小霊山線

主要地方道丸森・霊山線

主要地方道浪江・国見線

東北中央自動車道

（相馬福島道路）

主
要

地
方

道
福

島
・

保
原

線 バイパス

主要地方道霊山・松川線

主要地方道丸森・霊山線
一
般
県
道
月
舘
・
霊
山
線

一
般
県
道
大
枝
・
貝
田
線

一
般
県
道
上
小
国
・
下
河
原
線

一
般
県
道
保
原
・
伊
達
崎
・
桑
折
線

東北自動車道

福
島
交
通
飯
坂
線

主
要
地
方
道
浪
江
・
国
見
線 林

道
大
霊
山
線

一般県道丸森・梁川線

一般県道五十沢・国見線
一般県道川前・梁川線

伊達駅

高子駅

向瀬上駅
瀬上駅

卸町駅

美術館図書館前駅

曽根田駅

福島学院前駅

上保原駅

保原駅大泉駅

梁川駅

やながわ希望の森公園前駅

二井田駅

新田駅

阿武隈急行線

富野駅

藤田駅

桑折駅

東福島駅

福島駅

貝田駅

兜駅

国見 I.C

福島飯坂 I.C

（仮）
 国道４号
      I.C

（仮）福島保原線
　　　　　 I.C

（仮）高子駅南北線

（仮）霊山 I.C

（仮）阿武隈 I.C

（仮）福島北 JCT

川俣町

飯舘村

相馬市

丸森町

福島市

桑折町
国見町

阿
武
隈
川

（仮）
伊達堂ノ内線

（仮）保原伊達線

（仮）医療センター線

（仮）内環状線

（
仮

）
内

環
状

線
（仮）内環状線

（
仮

）
総

合
公

園
線

（仮）
インター
連絡線

白石市

宮城県

（仮）阿武隈東 I.C

（仮）福島・保原線

幹線道路（計　画）

高規格道路（整備済）

〈道　路〉 〈公共交通〉

高規格道路（計　画）

幹線道路（整備済）

地域幹線道路（整備済）

地域幹線道路（計　画）

その他の主要道路

幹線道路（構　想）

交通結節点

鉄道・駅

広域幹線道路（既　設）

主要幹線道路（整備済）

主要幹線道路（構　想）

行政界
都市計画区域界
市街化区域
地域界
主な河川

■道路・交通まちづくり方針図　（市全体）
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阿武隈川

摺上川

国道 399 号

国道４号

国
道

349
号

国道 349 号

国道 115 号

一般県道飯坂・保原線

一般県道伊達・霊山線

一
般

県
道

梁
川

・
霊

山
線

一般県道飯坂・保原線

東
北

中
央

自
動

車
道

（
相

馬
福

島
道

路
）

主
要

地
方

道
福

島
・

保
原

線

（仮）福島・保原線
　　　　バイパス

一
般
県
道

上
小
国
・
下
河
原
線

県
道
保
原
・
伊
達
崎
・
桑
折
線

東北自動車道

伊達駅

高子駅
向瀬上駅

瀬上駅

卸町駅
福島学院前駅

上保原駅
保原駅

大泉駅

梁川駅

二井田駅

新田駅

阿武隈急行線

桑折駅

東福島駅

（仮）
 国道４号
      I.C

（仮）福島保原線
　　　　　 I.C

（仮）高子駅南北線

（仮）福島北 JCT

福島市

桑折町

国見町

（仮）
伊達堂ノ内線

（仮）保原伊達線

（仮）医療センター線

（仮）内環状線

（仮）内環状線

（仮）福島保原線バイパス

（
仮

）
内

環
状

線

（
仮

）
総

合
公

園
線

（仮）
インター
連絡線

主要地方道浪江・国見線

一般県道保原・桑折
線

幹線道路（計　画）

高規格道路（整備済）

〈道　路〉 〈公共交通〉

高規格道路（計　画）

幹線道路（整備済）

地域幹線道路（整備済）

地域幹線道路（計　画）

その他の主要道路

幹線道路（構　想）

交通結節点

鉄道・駅

広域幹線道路（既　設）

主要幹線道路（整備済）

主要幹線道路（構　想）

行政界
都市計画区域界
市街化区域
地域界
主な河川

■道路・交通まちづくり方針図　（伊達・保原地域周辺）
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３　活力あるまちづくり方針

～恵まれた地域資源を効果的に活かし、農業をはじめ、工業・商業・観光などの
地域産業の活性化と交流の促進を図ります～

●…震災を契機ととらえ、活力あるまちづくりに向けた計画的な復興施策に取り組みます。

●…復興道路として建設される東北中央自動車道（相馬福島道路）の整備効果を最大限に活用し、福島
県内のみならず南東北の広域的な交通拠点として、人・モノ・情報の交流がさかんな活気のあるま
ちを目指します。

●…東北中央自動車道（相馬福島道路）各 ICの整備を契機に、工業や商業、農業などの産業機能、観光
交流機能、定住促進のための居住機能等の都市機能の導入を促進します。

●…多くの人を呼び込み、地域の活性化に役立たせるため、果樹など農産物や特産品、自然資源、里山、
農村景観、「伊達氏」の歴史性や多くの歴史文化資源、潜在的な地域資源などを積極的に活用した地
域づくりを目指します。

●…特に、基幹産業である農業については、６次産業化や観光交流との連携を推進しながら振興を図り
ます。

【交流・活性化、産業】

（１）　基本方針

■活力あるまちづくり方針の体系

①農を活かしたまちづくりの促進

②地域資源を活かしたまちづくりの促進

①中心都市拠点の機能強化と魅力づくり

①既存の観光レクリエーション拠点の充実

①新たな産業拠点の創出

②にぎわいある沿道商業地の形成

②新たな観光レクリエーション拠点の育成

②農業の６次産業化の促進

③地域生活拠点の機能強化と魅力づくり

③活性化や交流を担うルート、基盤の充実

③林業の新たな取り組み

④ソーシャルビジネスの展開

１）	まちの拠点の再生と活性化を図
ります。

２）	多様な観光交流拠点の育成によ
り、地域の活性化を図ります。

３）	農や地域資源を活かしたまちづ
くりを促進します。

４）	雇用や定住を促す地域産業の活
性化を図ります。
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■既存商業地の活性化
　・市内の既存商業地については、「商業まちづくり基本構想」の策定を図ります。
　・…空き家、空店舗を活用した「まちの駅」などの交流拠点、チャレンジショップの活用、ウェ
ルネスサテライトやウェルネスサロンの整備を図ります。

　・…地域住民が安心、快適に買い物ができるよう、駐車場・駐輪場、歩道整備、街路灯設置、デ
マンド型交通の充実など、商店街の利用者増加に結びつくよう協働による取り組みを促進し
ます。

■先導的な快適・人にやさしい中心市街地整備の推進
　・…安心・安全な歩道整備、人にやさしいまちづくりの推進、公共交通やデマンド型交通の充実
等により、車に依存しない、歩きたくなるまちづくりを、商業等の地域活性化と連動して推
進します。

　・…中心市街地や主要な拠点周辺においては、電線類の地中化を検討します。

■中心的な拠点機能の強化と魅力の向上
　・…中心都市拠点には、商業、交流・コミュニティ、行政機能施設のみならず、公園や医療・福
祉施設、スポーツ・レクリエーション施設などの公益的施設や交流・集客施設が集積してい
ることから、これらの機能の強化、新たな機能の導入を図り、活力あふれる賑わいある拠点
として整備します。

　・…保原地域、梁川地域の市役所庁舎周辺地区は、消防署、警察署、県合同庁舎、商工会などの
行政施設が集積することから、これらの既存機能を有効活用し、行政機能の強化を図ります。

■まちなか居住の促進
　・…市街地内の住環境の改善・整備をはじめ、生活利便施設や生活支援機能の充実、まちなみ景
観の向上等を図りまちなか居住の促進を図ります。

　・…計画的な市街地整備とともに、低未利用地や空き家の活用促進、建替え・共同
化など住み替えに際しての支援策の充実を検討します。

■沿道の立地条件を活かした新たな商業業務地の形成
　・…東北中央自動車道（相馬福島道路）IC整備に伴い、国道４号や国道 399号及び（主）福島・
保原線などの幹線道路沿道の立地条件の良さを活かし、商業施設の誘致促進、地域環境と共
生する郊外大型店舗の誘致を促進します。特に、（仮）国道４号 IC伊達・堂ノ内地区周辺に
ついては、近隣市町との連携により大規模複合施設の開発を検討し、新たな商業業務地の形
成を図ります。

　・…にぎわいある商業業務地の形成にあたっては、歩行者空間の整備、休憩スポットやトイレの
計画的配置、公共公益施設や民間の大規模施設におけるユニバーサルデザインの導入、福祉
施設の計画的整備を進め、人にやさしいまちづくりを他地域に先駆け先導的に推進します。

　…　市役所や総合支所、交流館、コミュニティ施設等が立地する地域生活拠点については、利便
性の向上とともに、交流施設やコミュニティ施設の機能強化、まちなみ景観の向上など魅力の
向上を図ります。

（２）　道路・交通まちづくり方針

①東北中央自動車道（相馬福島道路）の整備促進

②にぎわいある沿道商業地の形成

③地域生活拠点の機能強化と魅力づくり

１）周辺都市や地域間を結ぶ幹線道路網の再編と強化を図ります。
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■観光レクリエーション拠点の魅力の向上
　・…県立自然公園に指定されている霊山周辺地域は、樹林地の積極的な保全とともに、特徴的な
眺望・景観の維持と充実に努め、安全性や利便性の向上、道の駅との連携、施設の充実等に
よる魅力の向上を図り、市のシンボル的な観光レクリエーション拠点としての形成を推進し
ます。

　・…阿武隈川の水辺空間は、サイクリングロードや親水公園等の水辺を活用した観光レクリエー
ション拠点の形成を図ります。

　・…保原総合公園及びやながわ希望の森公園は、緑とうるおいある景観の創出と機能の充実を図
り、多くの市民に親しまれる観光レクリエーション拠点として整備します｡

　・…保原総合公園は、機能の拡充により交流活性化へ寄与する「健康づくり拠点（ウェルネスベー
ス）」や市の大型イベント拠点としての形成を推進します。

■その他の既存観光拠点の魅力の向上
　・…史跡名勝霊山のほか、伊達氏ゆかりの史跡、伊達駅なかプラザ、梁川ステーションプラザ、りょ
うぜん紅彩館、つきだて花工房等の既存の観光交流拠点の機能充実を図ります。

　・…赤坂の里森林公園、富成花見山森林公園、紅屋峠森林公園、月見舘森林公園などの主要な公
園や河川空間のレクリエーション活用を図ります。

　・…霊山こどもの村、霊山湧水の里、りょうぜん里山学校、布川せせらぎの里、つきだて交流館
もりもり等の既存の交流施設については、自然体験型施設の整備、学習機能の充実を図り、
環境学習拠点としての形成を図ります。

　・…霊山、愛宕山などの自然資源を活用したエコツーリズム、グリーンツーリズムを促進し、本
市の特性を活かした農林業と体験型観光との連携を促す体制づくりを図ります。

　・…観光レクリエーション機能を持つ拠点周辺については、通年型観光地としての魅力づくりや
観光ルート整備による観光客の利便性の向上を図り、観光産業の確立を目指します。

■道の駅・まちの駅の整備
　・…東北中央自動車道（相馬福島道路）IC周辺については、交通結節点となる IC整備の高い利
便性を活かし、「道の駅」や「まちの駅」など広域から人を呼び込む、新たな観光レクリエー
ション拠点の検討を図ります。

　・…（仮）霊山 IC 周辺の小国地区については、地域防災拠点としての機能を併せもつ「道の駅」
の整備を促進し、復興支援と地場産品による第６次化ビジネスの展開を図ります。

■健幸都市づくりに資する新たな観光交流拠点の検討
　・…霊山高原一帯は、豊かな自然環境と既存施設や観光資源を活用した「霊山高原ヘルス・ツー
リズム」の展開を図り、健幸都市づくりに資する新たな観光交流拠点整備の検討を推進します。

■その他の観光交流拠点の検討
　・…多くの登山客で賑わう女神山周辺については、山岳信仰や歴史的背景を活かした魅力の向上
と、登山道や憩いの場等の基盤整備を推進し、新たな観光レクリエーション拠点の育成を図
ります。また、「つきだて花工房」や観光スポットと連携し、交流による地域振興を促進します。

　・…「霊山神社周辺」、「梁川亀岡八幡神社周辺」、「梁川城跡周辺」、「高子沼・高子岡城
跡周辺」、「懸田城跡周辺」等については、新たな観光交流拠点（歴史文化の拠点）
として環境整備等の魅力づくりを進めます。

①既存の観光レクリエーション拠点の充実

②新たな観光レクリエーション拠点の育成

２）多様な観光交流拠点の育成により、地域の活性化を図ります。
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■観光ルートの形成
　・…阿武隈川サイクリングコースや高子二十境ハイキングコース、羽山登山道など、本市の豊か
な自然環境を活用した観光交流ルートの形成を図ります。

　・…伊達地方やふくしま観光圏（福島・相馬・二本松・伊達市の４市）の連携等による、広域観光ルー
トの創出に積極的に取り組みます。

■ふるさとの散歩道の整備
　・…健康拠点や各観光拠点、鉄道駅、公園、ポケットパーク、公共公益施設、商店街等を結ぶ歩
道や散歩道については、「歩きたくなるウォーキングロード（ふるさとの散歩道）」としての
整備を推進します。

③活性化や交流を担うルート、基盤の充実

■優良農地の保全と農業生産基盤の充実
　・…優良農地の保全を図るとともに、生産基盤の整備、観光農園の充実を推進し、地域特性を活
かした高生産性・高付加価値型農業、観光農業の確立を図ります。

　・…「伊達市鳥獣被害防止計画」に基づき、農産物生産性の低下につながる鳥獣害対策を強化し
ます。

■耕作放棄地の有効利用の促進
　・…梁川地域や霊山地域等の中山間地域に多く分布する耕作放棄地については、耕作放棄地の把
握や所有者への指導等により耕作放棄地の解消に努めます。

　・…市街地周辺の耕作放棄地等については、市民農園、体験農園等への活用を促進します。
　・…蕎麦などの地域産品開発や菜の花などの景観形成作物により、耕作放棄地の有効活用を図り
ます。

■農産物のブランド化と販売力の強化
　・…もも、あんぽ柿、ぶどう等の産地の復興、県内有数の生産量を誇る果樹や野菜等の園芸作物
を活用した「伊達ブランド」の創造を図ります。

　・…農産物のトレーサビリティの強化や、消費者の視点に立った安全・安心な農産物の開発、農
業の観光利用等を進め、「果物王国・野菜王国」の伊達ブランドの農産品を全国的・世界的
に供給する戦略を展開し、新たな販路拡大や消費拡大に取り組みます。

　・…道の駅や観光農園、農産物直売所の活用、食育等を通じた農業振興、地産地消の推進を図り
ます。

■都市住民との交流促進
　・…本市の豊かな自然や恵まれた農環境を活用し、クラインガルテン（滞在型市民農園施設）や
農業体験、空き家や古民家等を活用した民泊、農家レストランなど、都市と農山村地域の交
流促進による、伊達市らしいグリーンツーリズム、アグリツーリズムの展開を図ります。

■豊かな森林・自然資源の有効活用
　・…霊山県立自然公園をはじめ、豊かな森林資源の保全を図るとともに、バイオマス等林業の振
興やエコツーリズム、環境学習などの観光・レクリエーションの場としての活用を図ります。

①農を活かしたまちづくりの促進

②地域資源を活かしたまちづくりの促進

３）農や地域資源を活かしたまちづくりを促進します。
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　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産業拠点の強化、地
域産業の活性化、雇用の安定化を推進します。

　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します。

　林業の再生・振興に向け、森林除染を契機として、森の整備と間伐材等のエネルギー利用を進
めることで森林を再生させ、林業による雇用創出と新たなビジネスモデルとなる地場産材の有効
活用を促進します。

　企業誘致や地場産業の育成に努めるとともに、「健幸都市」づくりの推進と継続
的な地域の自立的発展に向け、環境・地域活性化・少子高齢・福祉・生涯教育など
に関わる「ソーシャルビジネス」の展開を図り、市内における雇用の創出に取り組
みます。

■固有の歴史文化資源の有効活用
　・…国史跡で県立自然公園である霊山をはじめ、「伊達氏ゆかりの史跡整備計画」や「梁川歴史
と文化のまちづくり基本構想」に基づく本市固有の歴史文化を活かした観光振興を推進しま
す。

　・…名峰霊山、伊達氏発祥の歴史を中心に、梁川亀岡八幡神社や高子岡城跡、蔵のまちなみなど、
史跡や固有の歴史文化資源を活用した歴史観光のまちづくりの推進と PRの充実に努めます。

■郷土の特色ある景観や地域資源の活用
　・…中山間地域の農山村景観や名峰霊山を含む阿武隈高地の自然と眺望、吾妻連峰、宮城県境の
山々を遠望する盆地からの眺望など郷土の良好な景観の活用、福島県フィルムコミッション
の活用や観光プロモーション活動の促進による観光まちづくりを推進します。

　・…月舘地域など山間の農山村地域においては、東北中央自動車道（相馬福島道路）整備等を契
機とし、「つきだて花工房」や地域資源の活用による地域振興、各種体験交流事業による地
域活性化を推進します。

■ JR、阿武隈急行線の観光利用の促進
　・…阿武隈急行線はローカル電車としての魅力も併せ持っており、鉄道会社と連携したサイクル
トレインの検討、沿線観光資源や地域イベント活用の企画提案、レンタルサイクルの設置な
ど駅周辺商店街等と連携した観光拠点づくりなど、鉄道を活用した観光振興を促進します。

■イベント等の観光活用の推進
　・…ももの里マラソン、三浦弥平杯ロードレースなど全国に誇る地域イベントや祭りの充実とと
もに、自転車まちづくりを波及拡大したサイクルロードレースの実施など、イベント・祭事
等の観光活用を推進します

①新たな産業拠点の創出

②農業の６次産業化の促進

③林業の新たな取り組み

④ソーシャルビジネスの展開

４）雇用や定住を促す地域産業の活性化を図ります。
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４　防災まちづくり方針

～東日本大震災や福島原発被害を教訓に、災害から市民の生命と財産を守る、
災害に強いまちづくりを進めます～

●…東日本大震災及び原発事故からの早急な復旧を推進するとともに、震災を教訓とした災害に強いま
ちづくり、安心して暮らすことのできるまちづくりに向け、計画的な復興施策を推進します。

●風水害や地震などの自然災害、火災等の都市災害に強い市街地づくりを目指します。

●…災害時に、迅速に避難・救援活動を行うための備蓄施設、避難場所・避難路の適正な整備と防災関
連施設の整備を促進します。

●都市防災に配慮し、地域特性に応じた住宅・住環境整備を推進します。

●被災地や山間集落地の孤立防止に備えた道路・橋梁の計画的整備を促進します。

●地域の防災拠点の確立や周辺市町村との連携を強化します。

【防　災】

（１）　基本方針

■防災まちづくり方針の体系

①…「伊達市再生・発展まちづくりグランドデザイン」
や「伊達市復興計画」に基づく計画的な復興施策
の取り組みの推進

②「伊達市地域防災計画」の推進

①防災拠点・避難場所等の充実・強化

②防災関連施設の整備充実

③緊急輸送道路、避難路等の機能強化

④木造密集住宅地の環境改善

⑤建築物の耐震化・不燃化の促進

①水害に対する安全対策の強化

②がけ崩れや土砂災害に対する安全対策の強化

③雪害対策の推進

④農山村地域の孤立化を回避する防災対策の強化

①防災体制の強化

②市民の防災意識の向上

③自主防災組織等の育成・強化

１）	震災後の復旧・復興に向けた取
り組みを推進します。

２）	市民の安全を守る、防災まちづ
くりを推進します。

３）	水害やがけ崩れなどに対する安
全対策を強化します。

４）	自助共助公助による防災体制の
強化を図ります。
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・…「伊達市再生・発展まちづくりグランドデザイン」（Ｈ 25年３月）や「伊達市復興計画」（Ｈ
24年３月）に基づき、災害を契機とした活力あるまちづくり、市民が安心して暮らすことの
できるまちづくりに向けた計画的な復興施策の取り組みを推進します。

・…生活の基盤となる里山や山林等の除染、放射線量の管理、放射能に関する正しい知識普及や放
射線量のモニタリング調査の充実・強化による正確で分かりやすい情報提供、健康管理、避難
者に向けた各種支援策など、市民の安心・安全な生活圏の確保と心のケアに取り組みます。

　災害時に、迅速に避難・救援活動を行うための地域の防災拠点の確立や備蓄基地、避難場所・
避難路の適正な整備を促進します。

■主要な防災拠点の機能強化
　・…防災の拠点となる総合支所や学校等に、避難、救援、備蓄、情報等の機能を充実させるとともに、
中心市街地や他地域の防災拠点との連携を確保し、防災活動機能をより高めます。

■指定避難所の再編検討と機能充実
　・…災害時に備えた避難場所の計画的配置、避難路となる主要道路・橋梁の計画的整備及び適正
な管理を図ります。

　・…避難所は、建物の耐震化、備蓄倉庫の充実、耐震性貯水槽の設置、誘導標示板の充実など避
難所機能の充実を図ります。

　・…災害時における指定避難場所等と避難路の周知を市民へ徹底し、非常時に備えます。
　・…福祉避難所の確保を図り、要援護者が安心して避難できる体制づくりを進めます。

■新たな防災拠点の整備
　・…（仮）霊山 IC に予定している道の駅のように、新たに開発を計画している地区にあっては、
新たな防災拠点としての整備を推進します。

・……「伊達市地域防災計画」については、東日本大震災や原子力災害への対応を検証し、平成 26年
3月に見直しを行ったところであるが、今後とも計画に基づいた取り組みを推進します。

■防災資機材等の整備充実
　・地域の特性に配慮し、消火栓や防火水槽など、消防水利施設の適正配置を推進します。
　・…防災無線のデジタル化に併せ、防災行政無線のバックアップ用無線回線（MCA…無線等）な
どの再整備、機能強化を図ります。

（２）　防災まちづくり方針

①「…伊達市再生・発展まちづくりグランドデザイン」や「伊達市復興計画」に基づく計画的な復興
施策の取り組みの推進

①防災拠点・避難場所等の充実・強化

②「伊達市地域防災計画」の推進

②防災関連施設の整備充実

１）震災後の復旧・復興に向けた取り組みを推進します。

２）市民の安全を守る、防災まちづくりを推進します。
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■主要な河川の治水安全対策の強化
　・…阿武隈川や広瀬川等の河川については、治水安全対策の強化を国や県に要請していきます。
　・……その他、水害の危険性のある市管理の河川については、河川改修や堤防の強化など治水安全
対策等の推進を図ります。

■雨水流出量の抑制
　・…河川への負荷を軽減するため、雨水幹線、雨水貯留施設、雨水浸透施設整備等による総合的
な治水対策を推進します。

　・……高い保水力を持ち自然のダムとなる農地や森林の計画的な保全とともに、雨水流出抑制等に
よる内水氾濫対策の強化を図ります。

■危険区域に対する安全対策の強化
　・……砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域をはじめ、がけ崩れなどの山地災害
や洪水・土石流などの災害予防のため、危険箇所からの移転等のＰＲをはじめ、自然環境の
保全に配慮しながら、治山事業と河川改修の治水事業を計画的に促進します。

　・……中山間地域など、土砂災害危険区域への防災無線施設整備の拡充を図ります。

■ライフラインの安全性の確保
　・…災害時における上下水道、電力、通信などのライフラインの確保に努め、災害に強い安全な
都市の形成を図ります。

　・……災害時にも最低限のエネルギー供給が可能な災害に強いまちの実現を図ります。

　・……指定緊急輸送路をはじめ、避難路、延焼遮断帯としての機能を有する道路、主要な幹線道路
については、災害時にその機能が発揮できるよう機能強化を促進します。

　・…本市は河川により地域が分断されていることを踏まえながら、それぞれの地域単位での災害
時における避難場所、避難経路の確保・整備に努め、災害に強い住環境の整備を推進します。

・…木造建物が密集する住宅市街地においては、老朽化建物や木造建築物の耐震・不燃化を促進し
ます。

・…行き止まりや特にみなし道路に認定されているような狭隘道路の改善、
火災時などに延焼遮断帯として機能する道路・公園のオープンスペース
の計画的配置を推進し、消防活動困難区域の解消を図ります。

・…小・中学校や公共施設の耐震化をはじめ、それぞれの地域特性に応じて、
住宅等建築物の耐震化・不燃化を促進し、災害に強い安心・安全な住環
境の整備を推進します。

・…耐震強度が不足する教育施設や保原体育館、霊山体育館等の耐震改修を
推進します。

①水害に対する安全対策の強化

②がけ崩れや土砂災害に対する安全対策の強化

③緊急輸送道路、避難路等の機能強化

④木造密集住宅地の環境改善

⑤建築物の耐震化・不燃化の促進

３）水害やがけ崩れなどに対する安全対策を強化します。
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・…積雪時に対応できる道路を確保するため、堆雪スペースの整備による有効幅員の確保など、雪
に強い道路の確立を目指します。

・…消流雪用水導入による雪処理施設の整備、河川敷地を利用した雪堆積場の確保、融消雪設備・
機器やロードヒーティング施設等の整備・充実など冬季の生活の安全性が確保された雪に強い
まちづくりを推進します。

・高齢者世帯等への屋根雪下ろし事業の実施など、住民協働による除雪体制の強化を図ります。

・…被災地の孤立化防止に備え、適切な迂回道路や老朽化した橋梁等の計画的整備の促進、、防災
ヘリポートの充実に努めます。

③雪害対策の推進

④農山村地域の孤立化を回避する防災対策の強化

・…防災体制の強化に向け、関係団体との災害時連携体制の強化を図ります。また、広域的な視点
からの災害協定の締結を推進します。

・…北福島医療センターを核として、地域医療施設と連携した救急医療体制の確立、消防署等の救
急体制の強化など救急医療体制の充実を図ります。

・…災害時においても、市民が安心して生活・行動ができるよう、「災害時要援護者」の個別支援
計画の策定や災害時対応の「地域包括ケアシステム」の構築とその周知啓発に努めます。

・…「地震防災ハザードマップ」や「洪水ハザードマップ」の周知・普及を図るとともに、地震や
水害等による被害を想定した地域単位の防災マップの作成を推進します。

・…地域で実施している防災訓練の充実・強化を促進するとともに、地域住民による避難ルートの
再確認や住民参加による地域単位の防災マップづくりを促進します。

・…東日本大震災の教訓を踏まえ、学校施設の防災環境を整え、危機管理能力の育成を図ります。

・…消防団員の確保や「共助」による自主防災組織の育成、消防協力事業所表示制度の推進、消防
団を後援する協力隊の設置、消防団活動を補完する機能別団員の導入などを推進します。

・…リーダーの育成や必要な資機材の提供を行うなど、自主防災組織育成支援を推進します。また、
危機管理意識の向上を図るため、自主防災組織のリーダーに向けた防災講習会や出前講座を開
催します。

・…地域における高齢者の見守りなど、災害時も含めた支え合い活動の体制づくりを推進するため、
地域の支え合い体制活動の立ち上げ、地域活動の拠点整備及び人材育成などを支援します。

・…災害時に対応した自治会や地域コミュニティへの参加の励行、災害ボランティアの育成に努め
ます。

①防災体制の強化

②市民の防災意識の向上

③自主防災組織等の育成・強化

４）自助共助公助による防災体制の強化を図ります。
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伊達警察署

伊達警察署
富成駐在所

伊達警察署
長岡駐在所

梁川交番

梁川病院

白石市

宮城県
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行政界
都市計画区域界
地域界
主な道路
主な河川

〈防災まちづくり〉 〈水害やがけ崩れ等の安全対策〉 〈その他〉

警察署

主な医療施設主要な避難所の機能充実

住宅市街地の防災性の向上

主要な防災拠点・
地域防災拠点の機能強化 河川治水安全対策の推進

浸水想定区域（1.0m 以上）

土石流危険区域

地滑り危険区域

急傾斜地箇所

■防災まちづくり方針図
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５　水と緑・景観まちづくり方針

～豊かな自然を守り・育むとともに、うるおいある水と緑のまちづくり、
ふるさとの歴史文化や美しい景観を守り活かす、次代に引き継ぐまちづくりを進めます～

●…霊山県立公園をはじめ、阿武隈川、広瀬川などの良好な自然資源、自然豊かな公園については、水
と緑の拠点として保全・活用を図ります。

●…本市の主要な公園については、水と緑の拠点として機能の充実や魅力の向上を図るとともに、必要
に応じて機能の拡充、公園施設の整備を図ります。

●…身近な公園等が不足している地域においては、適正な誘致圏を考慮し、新たな公園の配置を検討し
ます。

●水と緑の拠点や多様な景観資源等を結ぶ水と緑のネットワークの形成を図ります。

●…ふるさと伊達のシンボルである豊かな自然景観、田園や里山景観、伊達氏発祥の由緒ある歴史、永
い歴史と人々の営みの中で育まれ受け継がれてきた歴史文化や文化的景観については、都市の資産
として積極的に保全を図るとともに、まちづくりへの活用を図ります。

●…住宅地や集落地においては、地域の特性に応じたまちなみ景観の向上に努めるとともに、宅地内の
緑化を促進し、うるおいある景観の創出に努めます。

【水と緑、景観】

（１）　基本方針

■水と緑・景観まちづくり方針の体系

①自然公園区域等の環境保全

①水と緑の拠点とネットワークづくりの推進

①固有の歴史文化資産の保全と継承

②森林の保全と活用

②身近な緑の保全と活用

②特色ある景観資源の保全と活用

③水辺環境の保全と活用

③地域の特性に応じた緑化の推進

③景観に配慮したまちなみの形成

④貴重な動植物の生息環境の維持・保全

④協働による水と緑のまちづくりの推進

④協働による景観まちづくりの推進

１）	豊かな自然を守り・育み、自然
とふれあう場としての活用を図
ります。

２）	うるおいある水と緑のまちづく
りを推進します。

３）	ふるさとの美しい景観を育み、
誇りを持って次代に引き継ぐ景
観まちづくりを推進します。
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　霊山県立自然公園をはじめ、自然環境保全地域や緑地環境保全地域が指
定されている良好な自然資源については、周辺も含めた厳正な環境保全を
図るとともに、レクリエーションへの活用を図ります。

■豊かな森林資源の保全と活用
　・……「伊達市森林整備計画」に基づく水源涵養林等の保全と適正な維持管理を推進します。
　・……名峰霊山を含む阿武隈山系の森林など、本市の約４割を占める豊かな森林の維持・保全に努
めるとともに、間伐や下草刈りなどの森林づくりや、間伐材などのエネルギー利用による森
林再生を推進します。

■森林とのふれあいの場づくりの推進
　・……霊山登山道や羽山登山道など登山道・トレッキングコースの拡充整備を図ります。
　・……霊山高原一帯の豊かな自然環境と森林資源をフィールドとした、健幸都市づくりに資する「霊
山高原ヘルス・ツーリズム構想」の推進を図ります。

　・……豊かな自然資源を活用した、エコツーリズム、グリーンツーリズムを促進し、本市の特性を
活かした農林業と体験型観光との連携を促す体制づくりを図ります。

　・……霊山こどもの村、霊山湧水の里、布川せせらぎの里、つきだて交流館もりもりなど、自然体
験型施設の利用環境の整備、学習機能の充実を図り、環境学習拠点としての形成を図ります。

　・……りょうぜん里山学校、霊山あすなろの里などの民間施設等の整備を促進し、環境学習におけ
る利活用を促進します。

　・……森林環境学習や森林観察会、緑の少年団の活動支援や企業ボランティアによる森林づくりの
促進など、森林とふれあい、学び育む取り組みを推進します。

■水環境の保全
　・……阿武隈川や広瀬川の上流域である阿武隈高地の沢、小河川等については、水環境や水質の維
持向上に努めます。

■水辺環境の保全と活用
　・…阿武隈川の河川敷を中心とした水辺空間は、既存の広場等を活かして、積極的なレクリエー
ション利用を図ります。

　・…広瀬川の水辺をはじめ、山ひだを流れ阿武隈川に注ぐ中小河川の自然性豊かな水辺空間、農
業用水用のため池（100ヶ所以上点在）、農業用排水路などについては、水辺環境の保全や
親水空間、ポケットパークの整備、遊歩道やサイクリングロードなどへの活用を推進します。

・…貴重な動植物の実態調査、開発に際しての生態系への配慮、河川や溜池等における水質浄化作
用のある自然植生の保全を図り、貴重な動植物の生息環境の維持・保全を推進します。

 （２）　水と緑・景観まちづくり方針

①自然公園区域等の環境保全

②森林の保全と活用

③水辺環境の保全と活用

④貴重な動植物の生息環境の維持・保全

１）豊かな自然を守り・育み、自然とふれあう場としての活用を図ります。
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・…関係機関と連携し、生態系や景観などに配慮した多自然型川づくりを推進します。
・…ビオトープの整備や自然観察会の開催など、身近に自然とふれあい学ぶ場づくりを推進します。

■本市の核となる水と緑の拠点の形成
　・……県立自然公園に指定されている霊山周辺地域は、森林の保全、特色ある眺望景観の維持・向上、
施設の充実を図り、観光拠点としての魅力の向上と本市の緑のシンボルゾーンとして形成し
ます。

　・……保原総合公園については、ウェルネス拠点として公園の拡充と機能の充実を図るとともに、
やながわ希望の森公園については、複合的な自然公園として再生整備を図ります。

　・……阿武隈川水辺活用ゾーンについては、市街地に近接した親水空間の整備と機能の充実、魅力
の向上を図ります。

■身近な水と緑の拠点の形成
　・……阿武隈川と広瀬川及び摺上川の合流地点周辺の水辺空間や白鳥の飛来地は、自然に親しむ場
として安全性や利便性の向上と施設の充実を図り、市民に親しまれる親水空間として計画的
な整備を促進し、身近な水と緑の拠点としての形成を図ります。

　・……赤坂の里森林公園、富成花見山森林公園、紅屋峠森林公園、月見舘森林公園等の主要な公園
については、機能の充実と利用の促進を図ります。

　・……本市において、整備の立ち遅れが見られる都市計画公園については、「（仮）伊達市緑の基本
計画」を策定し、計画に基づき適切な配置・整備を推進します。

■水と緑のネットワークの形成
　・…水と緑の拠点を結ぶ主要道路、河川等の緑化を計画的に推進すると
ともに、阿武隈川サイクリグコースや親水公園等を活用し、系統的
な水と緑のネットワークの形成を図ります。

　・……阿武隈川や広瀬川、摺上川の主要河川は、水と緑の軸として位置づ
け、サケの遡上地や白鳥の飛来地として、豊かな自然空間の保全を
図ります。

　・……水と緑の拠点や軸においては、遊歩道・回遊路、サイクリングロー
ド、小広場などの整備を推進し、水と緑のネットワークの充実を図
ります。

　・……高子二十境ハイキングコースや景観資源を結ぶふるさとの散歩道、
霊山、羽山登山道などのウォーキングルートの整備を推進します。

■市街地や集落地後背の緑の保全と活用
　・…市街地をとりまく中山間地域の農地や樹林地は、良好な景観構成要素であるとともに、貴重
な緑地資源であることから、地域の特性に応じた計画的な保全及び活用を図ります。

■里山の保全
　・…りょうぜん里山学校や既存の里山を活用し、市民が里山を身近に学び気軽に散策できる「健
康の森」づくりを推進し、里山の維持管理と保全に努めます。

■その他の身近な緑の保全と活用
　・…市街地や集落地に分布する樹林地や屋敷林、社寺林・鎮守の森等の身近な緑については、保
全に努めるとともに、身近なレクリエーションの場として活用を図ります。

①水と緑の拠点とネットワークづくりの推進

②身近な緑の保全と活用

２）うるおいある水と緑のまちづくりを推進します。
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■固有の歴史文化資産の保全と活用
　・…梁川城跡周辺、梁川亀岡八幡神社周辺、懸田城跡周辺、高子沼・高子岡城跡周辺、信仰心を
今に伝える岳林寺十六羅漢像などの貴重な史跡・文化財等の維持・保全を図ります。

　・……国の名勝、日本百景、うつくしま百名山に指定される霊山は、周辺の多くの遺構も含め維持・
保全を図るとともに、名峰霊山の景観および歴史的価値の保全と活用、PRの充実を図ります。

　・……本市の誇る伊達氏ゆかりの歴史資産については、「伊達氏ゆかりの史跡整備計画」（Ｈ 25年
３月）に基づき、「伊達物語」として史跡等のネットワーク化、特色ある資源の顕在化と学ぶ
機会の創出、史跡資源周辺を周遊する散策空間の整備、PR・イベント等の展開を推進し、景
観まちづくりへの活用を図ります。

　・……「梁川歴史と文化のまちづくり基本構想」（Ｈ 25年３月）に基づき、梁川城跡を中心とし、
城下における土蔵群を活用した「まちの駅」の整備、（仮）伊達市歴史博物館の整備などの歴史・
文化施設の整備、「伊達物語」を探訪する散策歩行空間やアクセス道路などの交通基盤や景
観整備を推進します。

■公共施設の緑化の推進
　・…公共施設や公共空間は、街路樹やポケットパークの整備、屋上緑化や壁面緑化の推進など、
適切な緑の維持管理とあわせ、率先して緑化に努めます。

　・……国道４号、国道349号等の主要幹線道路を水と緑の軸として位置づけ、街路樹やポケットパー
クの設置など、地域にふさわしい道路緑化を促進します。

■民有地の緑化の推進
　・……住宅地などの民有地においては、生け垣化やオープンガーデン、まちかど花壇など、住民と
の協働により宅地内の緑化や道端への草花の植栽を促進します。

■緑の保全・育成に関する仕組みの充実
　・…「（仮称）伊達市緑の基本計画」の策定を検討し、計画的な緑地の保全や緑化推進を図ります。
　・……住宅地の整備等に際しては、地区計画制度や緑地協定などの活用を促進します。
　・……生け垣設置の補助制度等を検討し、生け垣設置を促進します。
　・……緑化基金制度やグリーンバンク制度、緑化表彰制度等の緑に関する新たな制度を検討します。

■水と緑の普及・啓発活動の推進
　・…苗の提供や顕彰制度を充実し、花いっぱい運動の取り組みや緑のカーテンの普及を促進しま
す。

　・…環境教育の推進や各種緑化イベント等を充実し、緑化意識の啓発に努めます。

■市民参加等による緑地の保全・緑化活動の促進
　・…緑の協定、緑地協定等を活用し、緑の育成や維持管理に関する地域のルールづくりを促進す
るとともに、地域住民の協力を得て、既存の良好な樹林地や屋敷林について保存樹の指定等
により保全に努めます。

　・…本市は、アダプト制度による道路緑化・清掃等を推進していますが、今後、緑化・清掃等の
アダプト活動を行う団体や事業所等を「アダプト活動団体」に認定し、支援の充実を図ります。

　・……自然保護や緑化活動に向け、緑の少年団などによる学校や地域の主体的な活動を促進します。

①固有の歴史文化資産の保全と継承

③地域の特性に応じた緑化の推進

④協働による水と緑のまちづくりの推進

３）ふるさとの美しい景観を育み、誇りを持って次代に引き継ぐ景観まちづくりを推進します。
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　・…宮脇遺跡（霊山寺跡）や梁川城跡など、本市の貴重な文化財や史跡を調査し、その維持・保
全に向け、歴史文化遺産収蔵庫および博物館の建設を検討します。

■身近な歴史文化資源の顕在化と活用
　地域が育んできた次のような歴史文化資源を顕在化し、まちづくりへの活用を図ります。
　・…霊山や女神山等の山岳信仰、高子二十境等の景勝地
　・…「蚕都」と呼ばれ栄えた地場産業の歴史文化、本市の産業文化を偲ばせる養蚕に関わる有形
民俗文化財

　・…亀岡家住宅等の歴史的建造物や地域の繁栄を伝える近代化遺産
　・…梁川地域川北地区の「蔵の風情」を取り入れた趣あるまちなみづくり
　・…梁川城跡の史跡公園整備の検討
　・…箱崎獅子舞、羽山神社の祭り囃子、福島十大奇祭の一つであるつつこ引き祭り、蓮昌寺の
十三講会式など、郷土に伝わる伝統の祭り・芸能の維持・継承と人材育成、伊達のふるさと
夏まつりや小手姫の里夏まつりなどの本市の風物詩となる祭り・行事等の充実

■良好な自然景観の保全と活用
　・…阿武隈川や広瀬川、摺上川、霊山などの良好な自然景観の保全と活用を図ります。
　・…紅屋峠森林公園の千本桜、山舟生のアジサイ、懸田城跡や薬師堂、七ツ森林道の桜等の自然
や四季折々の風景など、特色ある自然景観の維持・保全に努めます。

■特色ある田園・農村里山景観等の保全
　・…平野部の市街地周辺に広がる果樹園や水田など豊かな田園景観の維持・保全を図ります。
　・…美しい里山景観の保全と再生を図るとともに、ふるさとの原風景を今に継承する、中山間地
域の特徴的な農山村集落景観の維持・保全と魅力の向上に努めます。

　・…霊山こどもの村、霊山湧水の里、布川せせらぎの里、つきだて花工房等の特色ある施設景観
の維持に努めます。

■良好な眺望景観の保全と活用
　・…南東の名峰霊山と阿武隈山系の緩やかな稜線、西方の吾妻連峰、北方の宮城県境の山々を遠
望する盆地からの良好な眺望景観の維持向上に努めます。

　・…優れた眺望場所については、眺望域の保全と眺望場所の魅力づくりを促進します。

■ふるさとの顔づくりの推進
　・…中心都市拠点においては、市民との協働により本市の顔となる都市景観の形成を推進すると
ともに、地域の特性や資源を活かした、個性と魅力あるシンボル景観の創出を図ります。

　・…市街地や主要な拠点周辺においては、訪れる人々をも
てなし伊達市らしさを感じさせる、魅力あふれる交流
景観の形成を推進します。

■良好なまちなみ景観の形成
　・…住宅地については、周辺景観と調和したゆとりと潤い
のあるまちなみ景観の形成を図ります。

　・…市街地周辺や郊外においては、自然環境や田園景観と
調和する、秩序あるまちなみ景観の誘導を図ります。

②特色ある景観資源の保全と活用

③景観に配慮したまちなみの形成
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■景観行政の取り組みの推進
　・…「（仮称）伊達市景観計画」の策定により、良好な景観づくりに向けた総合的な景観行政の取
り組みを推進します。

　・…景観行政を運用するために必要な事項を定め、景観計画に定めた景観まちづくりに関する
様々なルールの実効性を高めるため、本市独自の「景観条例」の制定に向けた取り組みを進
めます。

　・…市民参加による景観まちづくりを促進するための支援策の充実や、景観まちづくりの推進に
向け、「サイン整備計画」や「文化財保存整備計画」等の策定を検討します。

■市民参加など協働による景観まちづくりの推進
　・…良好なまちなみ景観の誘導を図るため、住民が任意に定める「景観協定」、「まちなみ協定」、
法律に基づく「地区計画」、「建築協定」、「緑地協定」などを活用した地域ルールづくりを促
進します。

　・…良好な景観形成活動への支援、協働による景観資源マップや景観パンフレットの作成など、
市民参加による景観形成活動を促進します。

　・…まち歩き等の景観体験イベントや景観ワークショップの開催、景観表彰制度の創設、「（仮称）
伊達市景観 100選」の選定など、景観に関する市民意識の啓発に努めます。

　・…文化財保護ボランティアの育成、ふるさとの歴史文化の学校教育を通じた継承と発展、本市
の歴史案内を行う観光ガイドの育成を図ります。

　・…地域生活拠点や観光・レクリエーション拠点、新たな都市機能の誘導拠点周辺、商業地や工
業団地周辺、国道 4号や国道 349 号、国道 399 号等の主要な幹線道路の沿道においては、
それぞれの地域の特性と調和した都市景観の向上と、良好なまちなみ景観の誘導に努めます。

■地域特性にふさわしい適切な景観コントロールの推進
　・…良好な景観形成が望まれる地区にあっては、電線類の地中化を促進します。
　・…屋外広告物や看板、標識、ごみの不法投棄、廃屋など、景観を妨げる要因については、一定
のルールに基づき規制・誘導等の取り組みを推進します。

　・…土地利用の方針や「景観計画」「景観条例」などに基づき、地域の特性に応じた良好なまち
なみの誘導を図ります。

④協働による景観まちづくりの推進

月見舘森林公園 梁川城跡
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６　健幸に住み続けられるまちづくり方針

～健幸都市づくりに向け、市民の誰もが健康で快適に安心して暮らすことのできる、
生活環境や医療・福祉の充実したまちづくりを進めます～

●…東日本大震災及び原発事故の経験を踏まえ、安心できる生活環境の中で、市民一人ひとりが「命」と「健
康」を大切に考え、誰もが生き生きと元気に暮らせるまちづくりを推進します。

●ウェルネス機能（健康増進）や医療機能の充実を図り、健康で快適な市民生活の実現を目指します。

●…多様化する社会や市民ニーズに応え、高齢者から若年ファミリー層まで、すべての市民が安心・安全・
快適に、健康に住み続けられる住まいづくりを推進します。

●…道路等の公共施設や公共交通機関、多くの市民が利用する公共公益施設などについては、施設のバ
リアフリー化やユニバーサルデザインの推進、医療やノーマライゼーションに基づく福祉の充実な
ど、高齢者や障がい者など、誰もが安全・快適に住み続けられる人にやさしいまちづくりの推進を
図ります。

●子どもが元気よく遊び、高齢者が健康で自立した生活を送ることのできる施策を推進します。

●道路・公園・下水道等、整備の立ち遅れが見られる地域の生活基盤施設の整備を促進します。

●計画的な住宅地・住宅の供給により、定住の促進を図ります。

【健康・福祉、生活環境・住まい】

（１）　基本方針

■健幸に住み続けられるまちづくり方針の体系

①ウェルネス、医療の充実したまちづくりの推進

①身近な生活環境の整備・充実

①新たな住宅地の整備

②人にやさしい福祉のまちづくりの推進

②生活利便施設の整備・充実

②良質な公的住宅の供給

③協働による健康・福祉のまちづくりの推進

③防犯まちづくりの推進

③定住促進に向けた支援策の充実

１）	誰もが安心して暮らせる健康・
福祉のまちづくりを推進します。

３）	定住を促進する良質な住まいづ
くりを推進します。

２）	安心・快適な暮らしに身近な住
環境の充実を図ります。
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■健康まちづくりの推進
　・…北福島医療センター周辺を本市の健幸都市づくりの核となる「健康・医療拠点」（（仮）ウエ
ルネスライフタウン）として位置づけ、既存医療センターの拡充、新たな医療・ウェルネス
機能の導入を検討します。

　・…「伊達市健幸都市基本構想・計画」に基づき、保原総合公園を拡充整備し、健幸都市に関す
る理解を深め、行動につなげる健康づくりの全市的な拠点となる「ウェルネスベース」をは
じめ、既存施設を活用した住民の身近な運動や交流の場となる「ウェルネスサロン」等を整
備します。

　・…健幸都市のモデル地区として霊山地域掛田地区、梁川地域白根地区を位置づけ、「健幸都市
推進協議会」の設置による健幸都市イベント等の活動、意識啓発を通して、本市全域におけ
る「健幸都市」の取り組みの展開を推進します。

　・…モデル地区においては、高齢者専用住宅、コミュニティ道路、ポケットパーク、ウェルネス
サテライトの整備、イベントの開催等の取り組みを推進していきます。

　・…霊山高原一帯の豊かな自然環境や既存施設等を有効活用した「霊山高原ヘルス・ツーリズム
構想」の検討を図り、健康への投資活動につながる拠点整備を推進します。

　・…市民が身近にスポーツに親しむよう、健康・スポーツの環境づくり、施設運営、事業企画等
を担う「総合型地域スポーツクラブ」の設置を検討します。

■地域医療の充実
　・…広域的な医療拠点である福島北医療センターの拡充を促進します。
　・…東北中央自動車道（相馬福島道路）の整備に伴う立地条件を活かし、中核病院の本市への機
能分担、放射線医療に関わる高次医療機関の誘致を検討します。また、放射線対策健康管理
を推進します。

　・…安心できる医療を確保するため、地域医療の充実とともに、関係機関と連携し、休日・夜間
救急における「病院群輪番制」の構築を図ります。

■施設のバリアフリー化の促進
　・…公園や市役所などの公共公益施設や民間の大規模施設については、ユニバーサルデザインの
導入を促進するとともに、障がい者用駐車場やユニバーサルトイレの設置、点字ブロックの
整備、ベンチや休息スペースの適正な配置、誰にでも見やすく分かりやすい案内板の設置を
促進します。

　・…多くの市民が利用する主要な道路の歩道空間については、段差の解消や休憩スペースを設け
たポケットパークを適宜配置するなど、人にやさしい道路空間の形成を目指します。

　・…駅やバス停、交通関連施設、車両等におけるユニバーサルデザインの導入の促進、分かりや
すいサイン表示の充実を図り、人にやさしい交通システムの確立を図ります。

　・…鉄道・バス等の公共交通機関及びデマンドタクシーについては、事業者との連携を図り、車
両の改善や施設のユニバーサルデザインの導入を促進します。

（２）　健幸に住み続けられるまちづくり方針

①ウェルネス、医療の充実したまちづくりの推進

②人にやさしい福祉のまちづくりの推進

１）誰もが安心して暮らせる健康・福祉のまちづくりを推進します。
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■健康・福祉のまちづくりに向けた取り組み、推進体制の強化
　・…「伊達市健幸都市基本構想」（Ｈ 24年３月）および「伊達市健幸都市基本条例」に基づく、安心・
安全で豊かな生活を営む健康・福祉のまちづくりを推進します。

　・…健幸都市の実現に向け、モデル地区（霊山地域掛田地区、梁川地域白根地区）を選定し、実
証実験を推進していきます。

　・…「人にやさしいまちづくり事業」制度の活用、福祉のまちづくりに関する指針づくり（福祉
のまちづくりハンドブック、福祉マップの作成等）を検討します。

■協働による健康・福祉のまちづくりの推進
　・…既存組織等を活用した福祉ネットワークの構築を図ります（社会福祉協議会、NPO、福祉ボ
ランティア団体等の連携強化）。

　・…地域の支え合い活動の推進、安否確認などボランティアや事業所等との連携による地域ぐる
みの高齢者見守りネットワークの充実、サポート体制の強化を図ります。

　・…地域の助け合いや支え合い活動への支援や意識啓発
を図るため、地域通貨「健幸ポイントマイレージ」
を発行し、活動促進に向けた仕組みづくりを促進し
ます。

　・…また、高齢者支援、子育て支援、地域清掃など地域
ボランティア活動については、交付金等の支援内容
の周知を図りつつ、ボランティアセンターとの連携、
「アダプト活動団体」の認定など支援体制の充実に
努めます。

■福祉施設・福祉サービスの充実
　・…既存の福祉施設の充実を図るとともに、必要に応じて施設の拡充や新たな整備を検討します。
　・…「地域福祉計画」等に基づき、高齢者・障がい者等福祉サービスの充実を図ります。
　・…高齢者が培ってきた経験、技能、知識を活かし、健康で豊かな生活が送れるよう、就労、ボ
ランティア、生涯学習、余暇活動等を通じ地域社会に参加できるような環境づくりを促進し
ます。

　・…高齢者介護や高齢者への活動支援、子育て支援などに関するＮＰＯ等の「ソーシャルビジネ
ス」の展開支援を図ります。

■高齢者・障がい者等に配慮した住まい・住環境づくりの推進
　・…高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるよう、住み替え促進等も視野に
入れた、本市独自の「高齢者専用共同住宅」の整備促進を図ります。

　・…高齢者向け賃貸住宅を認定し、生活を支援する仕組みづくりを検討します。また、サービス
付高齢者向け住宅の整備を促進します。

　・…高齢社会に対応し、既存住宅におけるバリアフリー化に対するリフォームの支援を促進しま
す。

■子育て環境の充実
　・…少子化対策として「子ども子育て支援事業計画」に基づく子育て支援の充実を図ります。
　・…未就学児の子育てを支援する「認定こども園整備事業」の推進、学童保育の充実を図ります。
　・…学校を地域に開放し、ともに学び・育つ地域社会づくりに向けた「スクールコミュニティセ
ンター」の充実を図ります。

　・…放射線被害に対応し、子どもたちの遊び場となるちびっこ広場、屋内運動場整備を推進します。
　・…教育実践センターの設置検討、教育環境に即した ICT教育の普及・充実に努めます。

③協働による健康・福祉のまちづくりの推進

健康づくりイベント
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　身近な生活基盤施設については、住民の意向や整備の必要性、緊急性を踏まえ必要性の高いも
のから順次段階的に改善整備を図ります。

■生活道路の改善・整備
　・…身近な生活道路については、主要施設へのアクセス向上、安全な通学路の確保、行き止まり
や特にみなし道路に認定されているような狭隘道路の改善、交通危険箇所の解消など、地域
の課題に応じて段階的に整備を図ります。

　・…子どもや高齢者が利用する公共施設周辺においては、歩道や横断歩道の整備、スクールゾー
ンの設置など、交通安全施設の整備・充実を図ります。

■身近な公園・緑地等の整備・充実
　・…身近な公園が不足している市街地や集落地については、個性と魅力ある街区公園やポケット
パーク、スポーツ広場、歩いて気持ちのよい緑道等の整備を図ります。

　・…住民が公園や遊び場の計画・設計や管理・運営に参加していくための手法を検討します。
　・…古川、東根川、伝樋川等の河川や水路の改修整備を推進します。

■供給処理施設の整備・充実
　・…下水道については、公共下水道全体計画見直し（Ｈ 24年３月）に基づき、公共下水道の効率的・
効果的な整備を促進するとともに、下水道計画区域外においては合併浄化槽の普及、設置支
援事業の推進を図ります。

　・…上水道については、水源を涵養する森林の保全や水質の保全、摺上川ダムを水源とする水道
施設の整備と効率的な運用、上水道の安定供給と未給水区域の解消の推進など、市民生活を
支える上水道施設の整備を推進します。

■情報ネットワークの整備、活用
　・…急速に進展する情報化社会に対応するため、電子自治体の推進、情報公開の推進等の情報通
信システムの構築を推進します。

　・…移動体通信や高速ブロードバンド網整備の充実等により、地域間情報格差の是正を図ります。

■公共施設の再編検討
　・…行政、文化、コミュニティ施設など、既存の公共施設の機能の充実を図るとともに、効率的
な運営の観点から、公共施設の集約化、統合化、施設間の連携強化をはじめ、施設の統廃合
に伴う跡地、空き施設の有効活用など、公共施設の再編を検討します。

■既存公共施設の機能充実と利活用の推進
　●行政施設
　　・…地域の行政サービスの核となる総合支所は、既存の施設を活用し、地域における拠点とし

ての適正な配置と機能の充実を図ります。
　●文化・コミュニティ施設
　　・…災害時の避難所機能を有し、本市の伝統や文化を発信し市民の多目的利活用を促す、地域

振興の拠点となる「（仮）市民ホール」の建設を検討します。

①身近な生活環境の整備・充実

②生活利便施設の整備・充実

２）安心・快適な暮らしに身近な住環境の充実を図ります。
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・…宅地化の圧力の高い保原地域の阿武隈急行周辺は、長期的な需要を見据えた計画的な住宅地の
整備・誘導を図り、定住・移住を促進します。

・…新たな住宅地の形成においては、道路・公園・下水道などの基盤整備と併せて地区計画を活用し、
周辺環境と調和する街並みや良好なゆとりある住環境の形成を図ります。

・…「公営住宅の長寿命化計画」に基づき、既存の市営住宅の維持管理を推進するとともに、空き
家については民間住宅の借り上げや家賃補助等による定住促進を図るなど、計画的な活用を検
討します。

・…市営住宅の跡地については、用途廃止後、住宅団地を造成するなど、定住促進のために有効活
用を検討します。

■まちなか居住の促進
　・…交通利便性の高い駅前地区や既存住宅市街地においては、住環境の改善・整備をはじめ生活
利便施設や生活支援機能の充実、まちなみ景観の向上等を図り、若者・中堅ファミリー層な
どを中心としたまちなか居住の促進を図ります。

　・…市街地への住み替えに際しては、市街地の空き家の活用促進や新築・増改築、リフォーム等
に関する支援策の充実を検討します。

■移住・二地域居住の促進
　・…首都圏など、他地域からの田舎暮らし（二地域居住）の高まりを受け、「空き家バンク制度」
等を創設し、移住希望者への土地・空き家の斡旋、クラインガルテン住宅（菜園付住宅）の
整備普及を図るとともに、定住促進に結びつく助成策の検討により、本市への移住・定住の
促進を図ります。

　見通しの良い公園整備、防犯灯の設置、街路灯の充実など、都市基盤整
備や既存施設の機能向上による防犯まちづくりを推進します。また、地域
ぐるみの防犯体制の強化を促進します。

　・…多様化・高度化する市民ニーズに応えるため、生涯学習などの社会教育施設の整備、サービ
スの充実を図ります。

　・…地域自治・地域振興の拠点となる「交流館」の機能充実と有効活用を図ります。
●学校教育施設
　・…学校の適正規模・適正配置の検討や耐震化など、新たな利活用を含めた施設の計画的な改築・
修繕を図ります。

　・…梁川小学校跡地の史跡公園化、保原小学校跡地の利活用の検討など、学校跡地の有効活用を
推進します。

　・…食育に資する新たな給食センターの整備を推進します。（保原・梁川地域の既存給食センター
の統合・整備）

①新たな住宅地の整備

②良質な公的住宅の供給

③定住促進に向けた支援策の充実

③防犯まちづくりの推進

３）定住を促進する良質な住まいづくりを推進します。
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白石市

宮城県
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伊達駅

卸町駅

美術館図書館前駅

曽根田駅

保原駅

梁川駅

国道 349 号

阿武隈急行線

東福島駅

福島駅

国見 I.C

福島飯坂 I.C

（仮）
 国道４号
      I.C

（仮）福島保原線
            I.C

（仮）霊山 I.C

（仮）福島北 JCT

川俣町

飯舘村

相馬市

丸森町

福島市

桑折町
国見町

阿
武
隈
川

保原総合公園

霊山地域掛田地区

梁川地域白根地区

高子沼

（仮）阿武隈 I.C

赤坂の里森林公園

富成花見山森林公園

月見舘森林公園

霊山こどもの村

やながわ希望の森公園

霊山県立自然公園

北福島
医療センター周辺

〈住環境づくり〉 〈定住促進・住まいづくり〉

公共下水道整備区域

公共下水道計画区域

上水道給水区域

公営住宅・宅地

区画整理事業地区

県北浄化センター

主な公園・緑地

〈健康・福祉のまちづくり〉
健幸づくり拠点

（ウェルネスベース）
健康・医療拠点

健幸都市モデル地区

行政施設

文化・
スポーツ施設

行政界
都市計画区域界
市街化区域
地域界

主な河川
主な道路

教育施設

社会教育施設主な医療施設

老人福祉施設

児童福祉施設等

バス路線

■健康・福祉、生活環境・住まいのまちづくり方針図
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７　環境まちづくり方針

～持続可能な社会の実現に向け、循環型社会、低炭素社会、自然共生社会
の構築など、環境に配慮したまちづくりを進めます～

●…本市の豊かな自然環境を損なうことのないよう、自然環境と共生し、自然環境に配慮したまちづく
りを推進します。

●…豊かな自然環境や田園・里山に抱かれたふるさとの景観を市民の共通財産と認識し、自然や生態系
に配慮した施設整備や自然景観と調和するまちづくりを推進します。

●…本市の新しい「エコライフスタイル」を先導するため、ごみの減量化と資源リサイクルの推進、環
境に配慮した円滑な交通環境づくり、再生可能エネルギーや新エネルギーの活用促進などを柱とし
た、循環型まちづくり、低炭素型まちづくりの推進を図ります。

●市民や事業者等との協働により、環境に配慮したまちづくりの取り組みを推進します。

【環　境】

（１）　基本方針

■環境まちづくり方針の体系

①放射性物質による影響からの環境再生

②森林資源や水環境など自然環境の保全

③自然や生態系に配慮した施設整備の推進

④環境保全型農業の推進

①ごみの減量化と資源リサイクルの推進

②環境に配慮した円滑な交通環境づくり

③再生可能エネルギー、新エネルギーの活用促進

④環境負荷低減に向けた取り組みの促進

②協働による環境と共生するまちづくり活動の促進

①…循環型・低炭素型社会の構築に向けた取り組みの
推進

１）	自然と共生する環境に配慮した
まちづくりを推進します。

３）	協働による環境まちづくりを進
めます。

２）	循環型社会の形成や低炭素型ま
ちづくりを推進します。
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・…「伊達市環境基本計画　改定版」（Ｈ 26年３月）や「伊達市除染実施計画」に基づき、計画的・
段階的な放射線被害対策、原子力災害からの環境再生に向けた取り組みを推進します。

・…放射性物質による影響については、農地や森林等の除染、吸収抑制対策等により、放射性物質
の効率的・効果的な除染・低減を図るとともに、詳細な線量マップの作成、環境放射線量のモ
ニタリング調査の充実・強化、国・県や大学等の研究機関と連携し、放射性物質対策技術の研
究開発・導入等を推進します。

・…中間貯蔵施設に関しては、国・関係機関への適正な対応・要請を図っていきます。

■森林資源や水環境の保全
　・…阿武隈高地など本市南部に広がる森林は、林業の場、自然景
観、環境保全、水源涵養、自然災害の防止、レクリエーショ
ンの場など多面的な機能を有しており、今後も機能の保全を
図ります。

　・…森林のもつ多面的な機能の維持保全を図るため、「伊達市森
林整備計画」に基づき、適正な森林資源の保全と維持管理を図るとともに、バイオマス等の
活用など、林業の振興や観光・レクリエーションの場としての活用を図ります。

　・…ごみの不法投棄の防止、下水道整備の推進と接続促進、合併処理浄化槽の普及促進などによ
り、河川、水路等の水質汚濁の防止、水環境の保全を図ります。

■ごみの不法投棄の防止
　・…不法投棄監視員による環境パトロールの充実や重点エリアの指定など、市民等との協働によ
る監視体制の強化を図り、ごみの不法投棄の発生抑制・未然防止に努めます。

・…道路整備におけるエコロード整備（けものみちの確保や法面緑化など）、河川や水路整備にお
ける自然護岸等の多自然型工法の採用など、自然生態系に配慮した施設整備を推進します。

・…環境への負荷の軽減、食に対する安全性を確保するため、有機栽培や減農薬栽培への取り組み、
家畜排泄物や農業廃棄物等の適正な処理等を促進するとともに、エコファーマーの育成・認定
促進、農業バイオマス資源の利活用など、環境保全型農業の推進を図ります。

・…営農環境の維持・向上を図るため、「農地・水・環境保全向上対策事業」の取り組みを支援・
促進します。

（２）　環境まちづくり方針

①放射性物質による影響からの環境再生

②森林資源や水環境など自然環境の保全

③自然や生態系に配慮した施設整備の推進

④環境保全型農業の推進

１）自然と共生する環境に配慮したまちづくりを推進します。
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・ごみの排出抑制・減量化、分別・再資源化を積極的に促進します。
・…家庭ごみや産業廃棄物の処理については、有害物質の発生や大気拡
散を防止するため、焼却施設及び処理施設の機能の向上や処理シス
テムの確立を図ります。

・…コンポストなど生ごみ減量化処理機購入補助金制度の周知に努め、
生ごみの減量化を図ります。

・…低炭素まちづくりに資するため、主要駅にパークアンドライド用駐車場を整備し、鉄道・バス
の公共交通機関の利用を促進します。

・…自家用車依存から脱却した「歩いて暮らせるまちづくり」に向けた歩行者ネットワークの整備、
歩行者や自転車が移動しやすい交通環境の充実を図ります。

・…エコドライブやエコカーの普及促進、モビリティマネジメントを取り入れた意識啓発活動を推
進します。

■バイオマスの利用促進
　・…木質系バイオマスのチップ化、生ゴミの堆肥原料化、廃食油の BDF化（バイオディーゼル
燃料化）の促進を図ります。

　・…豊かな森林資源を再生可能エネルギーとして林業復興に活用するなど、持続的に再生可能な
資源を活かした環境調和型産業の育成、エネルギーの地産地消や市民参加の促進を図ります。

■新エネルギー・クリーンエネルギーの活用促進
　・…主要な公共施設への太陽光パネル等の再生可能エネルギー設備や省エネ設備の導入を図りま
す。

　・…農業用水路や水道施設などを利用した小水力発電の利活用を推進します。
　・…防災拠点となる公共施設については、太陽光発電システムなどの再生可能エネルギー設備導
入を推進します。併せて、太陽光発電・小水力等の再生可能エネルギーの導入を促進する仕
組みづくりを推進します。

■自然と共生する住宅・住環境の整備推進
　・…省エネルギー、省資源型住宅の普及、自然環境に配慮した住環境の整備を推進します。
　・…家庭や事業者に対し、補助制度の活用等を通した太陽光発電や太陽熱利用の普及に努めます。
　・…LED照明や建物の高断熱化などの省エネ技術を積極的に導入していきます。

■環境負荷を軽減する公共施設の整備推進
　・…環境に配慮した学校施設のモデル的整備（エコスクール）を推進し、学校における環境マネ
ジメントシステムの普及促進を図ります。

　・…公共施設にスマートグリッド通信インタフェースを導入し、省エネの促進とCO2排出量の
削減に努めます。

①ごみの減量化と資源リサイクルの推進

②環境に配慮した円滑な交通環境づくり

③再生可能エネルギー、新エネルギーの活用促進

④環境負荷低減に向けた取り組みの促進

２）循環型社会の形成や低炭素型まちづくりを推進します。
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■「環境基本計画」等に基づく取り組みの推進
　・……「伊達市環境基本計画　改定版」（Ｈ 26年３月）に基づき、本市の環境の保全・創造と、環
境の再生・復興を推進します。

　・…「伊達市環境基本条例」に基づき、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を推進します。

■循環型・低炭素型社会の構築に向けた仕組みづくり
　・……「伊達市地域新エネルギービジョン」に基づき、中長期視点から計画的に新エネルギーの導
入拡大を図ります。

　・…市役所温暖化対策実行計画を策定し、公共施設が率先して温室効果ガス排出抑制に取り組み
ます。

　・…市民共同発電の実施に向けた仕組みづくりを推進します。
　・…環境ボランティアなど環境保全活動推進団体への支援や人材育成、新エネルギー活用に対す
る助成制度の取り組みを図ります。

■環境に関する意識の啓発
　・環境美化や緑化活動等に積極的に取り組む個人や団体を顕彰します。
　・協働による環境への取り組みを推進するための交流・連携を促進します。
　・…福島議定書、ふくしまエコチャレンジ、環境家計簿等の活用により、環境教育の一環として
の省エネの取り組みを推進します。

　・…エコライフＤＡＹ（環境負荷の少ない行動を１日だけみんなで取り組む参加型イベント）等
の実施を通して、環境を見つめ直す機会を図ります。

　・…小中学校の総合学習や生涯学習を活用した環境教育や活動の推進、環境ガイドブックの作成
など、環境に関わる情報の提供や意識啓発の充実を図ります。

■地域ぐるみの「４Ｒ運動」の普及
　・学校や商工会、自治会、事業所など地域ぐるみ、全市規模の４Ｒ運動の普及に努めます。

■協働による環境保全活動の促進
　・…里山の保全・回復、耕作放棄地の再利用、緑化や美化活動、アダプ
トプログラムによる公園や街路樹の維持管理、住民マナーの周知徹
底など、市民参加による環境保全活動の促進を図ります。

　・…市内の公園や広場等の公共施設を対象に、緑化や美化活動を地域住
民がボランティアで行う「まち美化プログラム」を推進します。

　・…「伊達市ボランティアの日」「環境美化デー」による清掃活動、環境
美化活動への参加を促進します。

①循環型・低炭素型社会の構築に向けた取り組みの推進

②協働による環境と共生するまちづくり活動の促進 

３）協働による環境まちづくりを進めます。

■４Ｒ運動
　・Ｒｅｆｕｓｅ（リフューズ）　　抑制・断る、発生源から絶つ、やめる
　・Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース）　　削減、量を減らす、無駄遣いを減らす
　・Ｒｅｕｓｅ　（リユース）　　　再利用、すぐに捨てない、同じ物を何度も使う
　・Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル）　再生、再生できるものは再資源化する



【地　域　別　構　想】

愛姫
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■地域別まちづくり方針について
■地域別まちづくり方針の考え方

■地域別まちづくり方針の構成

　…　「地域別まちづくり方針」は、今後の地域単位のまちづくり指針となるもので、基本構想で示した
まちづくり方針を踏まえるとともに、地域特性に沿ったきめの細かい「まちづくり方針」を示します。

　●…地域別まちづくり方針は、５つの地域ごとに、
地域の特性とまちづくりの課題、地域の将来像
とまちづくりの目標、地域まちづくり方針によ
り構成しています。

　●…地域まちづくり方針の施策は、基本構想の分野
別まちづくり方針の中でも、その地域で取り組
むべき主要なまちづくり施策を特化して整理し
ています。

【地域区分】
　地域区分は、地形やコミュニ
ティのまとまり、地域の特性や
歴史的な変遷等を考慮し、合併
以前の旧町単位の生活圏域を基
本として、次に示す５つの地域
に区分します。

■伊達地域
（面積：922ha）

■梁川地域
（面積：8,293ha）

■保原地域
（面積：4,199ha）

■霊山地域
（面積：8,733ha）

■月舘地域
（面積：4,363ha）

■地域区分図

川俣町

飯舘村

相馬市

丸森町
福島市

桑折町

国見町

白石市

宮城県

梁川地域

保原地域

霊山地域

月舘地域

伊達地域

■地域別まちづくり方針の構成

第４章 地域別まちづくり方針

	■○○○地域まちづくり方針

１.　地域の特性とまちづくりの課題

２.　地域の将来像とまちづくりの目標

３.　地域まちづくり方針
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１．伊達地域まちづくり方針

１－１　地域の特性とまちづくりの課題
■ 位 置 等

■ 地 域 の 特 性

・…伊達地域は、伊達市の西部に位置し、北は桑折町、西は福島市
に隣接しています。

・…阿武隈川の低地部平坦地に市街地が形成されており、地域面積
は本市全体の 3.5％程度と狭くなっています。阿武隈川は地域
南部で摺上川と合流しています。

・…地域は阿武隈川により、川西地区（阿武隈川左岸）と川東地区（阿
武隈川右岸）の東西２つの地区に分断され、JR東北本線伊達駅
が位置する川西地区を中心に市街地が形成されています。

・…地域を南北に国道４号、東西に国道 399 号が通り、JR 東北本
線伊達駅が福島市や仙台市方面への通勤・通学の拠点となって
います。

○…伊達地域の人口・世帯数は、平成 22年現在 11,193 人、3,713 世帯で、本市で唯一微増傾向に
あります。高齢化率は平成 22年現在２7.0％で、市内でも比較的高齢化率は低くなっています。

○…川西地区は、住・商・工機能が集積する中心市街地であり、伊達駅により本市の玄関口として位
置づけられています。川東地区は農業中心の土地利用となっていますが、文化教育施設や医療施
設の立地が進み、国道 399号沿道に商工業が点在するなど、都市的土地利用が進みつつあります。

○諏訪野団地等の宅地開発や志和田前地区計画の指定などにより市街地整備が進められています。
○諏訪野地区では、雨水の地下浸透や有効利用など、環境と共生した住環境整備が進められています。
○…国道４号、国道 399号、JR東北本線伊達駅など交通の要衝地で、広域的アクセスに恵まれており、
主要交通網が集積した伊達市の玄関口ともなっています。

○…東北中央自動車道（相馬福島道路）と国道４号が交差する周辺に、（仮）国道４号 IC整備が予定
されています。

○…伊達総合支所や北福島医療センター等の公共公益施設や商業業務施設が集積していますが、購買
力の流出や店舗の減少等により中心商店街の活力が低下しつつあります。

○…地域は、これまで阿武隈舟運により繁栄し、阿武隈川の親水空間は冬季に白鳥の飛来を見ること
ができます。地域南部の愛宕山山頂にある愛宕神社は、春に箱崎の獅子舞が奉舞され、周辺は信
達平野（福島盆地）を一望する優れた眺望景観を有し、トレッキングなど多くの人に親しまれる
景勝地となっています。

川俣町

飯舘村

相馬市

丸森町
福島市

桑折町

国見町

白石市

宮城県

梁川地域

保原地域

霊山地域

月舘地域

伊達地域

JR 東北本線伊達駅 資料：国勢調査

伊達地域の人口推移
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■ 主 要 な ま ち づ く り の 課 題

●…東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）国道４号 ICの整備を契機とし、都市間および地
域間の連携強化、地域振興と活性化、生活利便性の向上、防災性の向上を図るため、計画
的な土地利用の誘導と体系的な幹線道路ネットワークの再編・強化を図る必要があります。

●…阿武隈川西側は都市的土地利用が進行していますが、河川で東西に分断される東側と一体
となった計画的な土地利用が望まれます。また、摺上川周辺の都市的土地利用の促進が求
められます。

●…伊達駅周辺や国道４号、国道 399号沿道の既存商店街の活性化、幹線道路沿道における交
流拠点に資する立地の優位性を活かした適正な土地利用の誘導が求められています。

●…市の玄関口である JR東北本線伊達駅前広場整備の推進、交通結節点としての機能向上など、
鉄道利用を促進する伊達駅周辺地区の整備が必要です。

●…広域交通の要衝、地域活性化に資する東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）国道４号
IC整備促進が求められます。

●…福島市中心市街地へのアクセス利便性を活かした住環境整備や定住化を促進し、都市活力
の向上や地域コミュニティの維持・向上が求められています。

●白鳥が飛来する阿武隈川・摺上川の水辺環境など、豊かな自然資源の保全と活用が大切です。
●…愛宕山や愛宕神社等の地域資源の活用、保原地域の地域資源と連携した観光レクリエーショ
ン拠点の形成、史跡名勝を回遊する遊歩道等のネットワークづくりが求められています。

●諏訪野地区の取り組みの普及など、自然環境と共生する市街地形成が求められています。

阿武隈川

摺上川

国道 399号

国
道
４
号

東北中央自動車道

（相馬福島道路）

東
北
自
動
車
道

伊達駅

阿武
隈急
行線

（仮）福島北
　　　　JCT

桑折町

福島市

高子沼

高子駅
上保原駅

向瀬上駅

瀬上駅

愛宕山

保原地域

伊達総合支所

北福島
医療センター

（仮）
福島保原線 I.C

（仮）国道４号 I.C

伊達東小

伊達中

ピーチタウン
箱崎団地

荒町団地

諏訪野団地

チャペルのある
　　　　　団地

駅前生協団地

第三生協団地

第一生協団地

伊達第二
工業団地

河原町
生協団地

伊達ふれあいセンター

市立図書館

伊達保育園

伊達小

伊達グラウンド

志和田前地区計画

八雲神社

水雲神社

熱田神社

愛宕神社

聖光学院高

伊達幼稚園

伏黒幼稚園

大
正
橋

伊達橋

箱崎農村環境
改善センター特別養護老人ホーム

すりかみ荘

伊達東地区交流館
伊達東グラウンド

伊達市
ふるさと会館

伊達中央交流館 伊達体育館

伊達
テニスコート

長岡
駐在所

伊達窯跡
岡陣屋跡

市役所・支所

公共公益施設

教育施設

主な歴史文化資源

社　寺 主な山地

行政界

地域界

都市計画区域

地区計画

宅地造成地

市街地

農用地

主な道路

鉄道・駅

バス路線

河川・水路・湖沼

■伊達地域の現況特性
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１－２ 地域の将来像とまちづくりの目標
■ 将 来 像

■ ま ち づ く り の 目 標

人に　自然に　笑顔輝く　結いのまち
　国道４号や国道 399号、東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）国道４号 IC、ＪＲ
東北本線伊達駅の広域交通の利便性や地域資源を活用し、住・商・工の住環境と自然環
境が共生した、地域全体が笑顔と「結い」のつながりで結びつくまちづくりを目指します。

■高い利便性を活かした IC周辺や幹線道路沿道の計画的な土地利用誘導を図ります
　●…東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）国道４号 IC周辺の地域活性化に資する計画的な土
地利用の誘導

　●…利便性の高い立地条件を活かした国道４号、国道 399号の適切な沿道土地利用の誘導、広
域都市交流軸、都市連携軸にふさわしい沿道景観の形成

■ JR東北本線伊達駅を交通結節点とした円滑な市街地幹線道路網の構築を図ります
　●本市の玄関口にふさわしい駅周辺地区の整備と交通結節点機能の充実
　●…東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）国道４号 IC整備に伴う円滑な幹線道路網の再編と
機能強化の推進

■市街地都市機能の充実と環境と共生した魅力あるまちづくりを進めます
　●自然環境と共生した循環型の住環境整備、都市施設整備の充実
　●市街地に近接した自然環境と良好な地域資源の保全と活用、交流と賑わいの地域活力の向上

伊達地域市街地 長岡天王祭
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１－３ 伊達地域まちづくり方針
（１）　土地利用の方針
　伊達地域については、骨格的な幹線道路網の再編整備と拠点的な都市機能の強化を図り、現行の県
北都市計画区域を継承した新生伊達市の基盤づくりとなる計画的な都市づくりを推進します。また、
東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）国道４号 IC周辺においては、区域区分の見直しや用途地域
の見直しを検討します。

■商業業務地ゾーン
　・…（一）国見・福島線沿道の既存商店街については、空き地や空き店舗の有効活用、ユニバーサル
デザインの導入、駐車場・駐輪場、ポケットパークの整備、まちなみ景観整備等を促進し、賑
わいや回遊性を高めながら、安心・快適な、魅力ある商業業務地の形成を推進します。

■沿道型商業業務地ゾーン
　・…交通利便性の高い国道沿道の立地条件を活かし、沿道型サービス施設の立地について誘導と規
制を適正に行い、無秩序な市街地の進行を抑制します。

　・国道４号沿道は、広域都市交流軸にふさわしい適切な沿道利用を促進します。
　・…国道 399号沿道は、都市連携軸として、幹線道路の機能強化と適切な沿道利用を促進するとと
もに、農業生産環境への影響などに配慮しつつ、ロードサイド型の商業業務施設の計画的な誘
導を図り、地域の特性に応じた賑わいあるまちなみの形成を図ります。

　・…国道 399号沿道の川東地区については、地区計画等により、春先のリンゴやモモの花が美しい
果樹園風景や農業生産環境への影響などに配慮した沿道景観の形成を推進します。

■工業ゾーン
　・国道４号沿道及び伊達駅周辺の工業ゾーンについては、工業生産環境の拡充を図ります。
　・…JR 東北本線伊達駅前の工場については、社会的経済的動向を見守りながら工業団地への移転を
促進し、跡地については駅前地区整備における利用可能地として有効な活用を検討します。

■駅前地区
　・…JR 東北本線伊達駅前地区は、本市の玄関口として、一体的な都市基盤整備や土地の高度利用を
推進します。

　・…駅前地区整備にあたっては、民間活力を導入しながら、既存ストックを有効活用し、商業・業務、
文化、情報、行政、健康・福祉、教育、娯楽、居住等の都市機能を充実させます。

　・…駅前地区周辺については、生活道路や公園整備などの住環境の改善や日常生活の利便性の向上
を図り、住宅の供給と定住化を推進します。

■東北中央自動車道（相馬福島道路）IC周辺の計画的な土地利用の誘導
　・…（仮）国道４号 IC周辺は、新たな都市機能の誘導拠点として、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・医療機能等の都市機能の導入を促進します。

　・…特に、ICと近接する堂ノ内地区については、新たな都市機能の受け皿となる計画的な市街地整
備の検討を図ります。

②　地域特性に応じた良好な市街地の形成

・…国道４号、国道 399号が交差する既存商店街周辺の市街地については、地域の行政・市民サービ
スと国道 4号沿道の商業業務機能の集積に重点を置いた活力ある中心市街地の形成を推進します。

①　中心市街地の形成
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　・…IC 周辺は、良好な都市環境の創造とともに、優良農地や自然環境、地域資源や景観を保全しつつ、
一定のルールに基づく無秩序な開発や宅地化の抑制など計画的な土地利用を誘導します。

■住宅地ゾーン
　・…国道 399号南側地区については、生活道路や公園整備、工場周辺における緩衝緑化の推進等の
住環境改善を図ります。新幹線沿線や摺上川左岸の未利用地は、市民の多様なニーズに応える
居住機能や日常生活の利便性の高い住宅供給を促進します。

　・…JR 東北本線伊達駅周辺地区の幹線道路から奥まった農地や未利用地については、生活道路や公
園等の施設整備を推進し、低層住宅地の形成を図ります。

　・…川西地区の住宅地ゾーン等については、諏訪野団地の住民による環境共生型住宅地の取り組み
を事例とし、高品質な低層住宅地の維持と、ゆとりと潤いある良好な住環境の整備を図ります。

　・…志和田前地区計画などルールに基づく計画的な宅地化を誘導し、周辺環境と調和した住宅地の
形成を図ります。

■田園集落地ゾーン
　・…川東地区の田園集落地ゾーンは、農地と共生した田園地帯におけるゆとりと潤いある居住環境
の維持に努めます。また、都市基盤の改善・整備や地区計画等による住環境の向上を図ります。

■農業保全ゾーン
　・…市街地周辺の優良農地の計画的な維持・保全を図るとともに、川西地区や川東地区の市街地縁
辺部の水田や果樹園等の農業生産環境と自然的環境の保全に努めます。

■高規格道路
　・…東北中央自動車道（相馬福島道路）と（仮）国道４号 IC の整
備を促進します。

■広域幹線道路
　・…国道 4号は、福島市等近隣市町との連携強化と地域の発展に寄与する広域都市交流軸として、
国道 399号は、他地域と連携し都市機能を補完する都市連携軸として機能強化を図ります。

■幹線道路
　・…地域の骨格を形成し、周辺地域との円滑な道路交通網の確立と連携強化を図るため、次の新た
な構想路線を検討します。

　　○…（仮）保原伊達線－（仮）福島保原線 IC周辺を結び、国道 399号のバイパス機能を担う路線
　　○…（仮）伊達堂ノ内線－ JR伊達駅と国道 4号 IC方面を連絡し、IC周辺開発に伴う発生集中交

通の集散を担う路線
　　○…（仮）医療センター線－既存道路を活かし、医療センターをはじめ各拠点へのアクセスを強

化する路線
　　○…（仮）外環状線－交通が集中する（主）福島・保原線や国道 399号の交通の分散化と保原市

街地や主要な拠点、主要プロジェクト地区等の連絡を強化するため、市の外郭を形成する路線
　・地域間の連携や交流を支援する、一般県道及び一級市道の機能強化を図ります。

③　良好な住宅市街地の形成

④　農地の保全と良好な郊外住宅地・集落地の形成

①　幹線道路網の再編と機能強化

（２）　道路・交通まちづくり方針
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・…JR 東北本線伊達駅周辺は、駅前周辺地区の土地利用の促進と駅前広場やパークアンドライド型の
駐車場整備を推進し、交通結節点として伊達市の玄関口にふさわしい駅周辺整備と利便性の向上
に向けた機能充実に努め、公共交通機関の利用促進を図ります。

・…既存のバス路線の再編・充実を図るとともに、デマンド型交通システムの強化・充実に努めます。

・…地域の主要な生活道路については、通過交通の排除や狭隘区間の解消を図るとともに、歩行空間
の確保や街灯の適正設置を進め、安全で快適な生活道路網の形成を図ります。また、緊急時の対
応や防災にも配慮した機能の改善・充実を図ります。

■拠点機能の充実・強化と魅力の向上
　・…伊達駅及び国道４号と国道 399号が交差する市街地周辺は、行政、文化・教育機能、商業・業
務機能、産業・情報機能等の都市機能の充実と市民サービスの向上を図る中心都市拠点の形成
を推進します。

　・…伊達駅周辺や伊達総合支所、伊達中央交流館等の公共公益施設が集積する周辺は、伊達地域の
中心的なコミュニティの拠点として形成を図ります。

■賑わいある商業・業務地の形成と魅力の向上
　・…東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）国道４号 IC整備に伴い、幹線道路沿道における商業・
業務施設の立地を促進します。ICに近接する堂ノ内地区については、計画的な市街地整備を検
討し、近隣市町との連携した新たな商業・交流拠点の形成を図ります。

　・（一）国見・福島線沿道の既存商店街拡充を図り、地域住民の利便性向上に努めます。

■観光レクリエーション拠点の機能充実と魅力の向上
　・…阿武隈川の水辺空間は阿武隈川水辺活用ゾーンとして、サイクリングロードや親水公園等の水
辺空間を活用した観光レクリエーション拠点としての形成を図ります。

　・…東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）国道４号 IC周辺は新たな都市機能の誘導拠点として、
多様な都市機能の導入と、「道の駅」や「まちの駅」など地域の玄関口となる新たな観光レクリ
エーション拠点としての魅力の向上を図ります。

■活性化や交流を担うルート、基盤の充実
　・…白鳥が飛来し市民の憩いの場である阿武隈川、摺上川は、ふるさとの川としての親水整備やサ
イクリングコースを充実し、河川空間のレクリエーション機能の充実と活用を図ります。

■観光交流拠点や特色ある地域資源を活用したまちづくりの促進
　・…伊達氏ゆかりの史跡、伊達駅なかプラザ等の既存の観光交流拠点の機能充実を図ります。
　・…愛宕山周辺は、レクリエーション機能の充実・強化を図るとともに、豊かな自然資源を活用し、
周辺の農業と連携したエコツーリズム、グリーンツーリズム等を促進します。

　・…愛宕神社や金銀採掘跡等の歴史的資源を活用し、歴史資料保管展示施設の整備を検討するとと
もに、親水公園として整備された高子沼との連携を図り、豊かな自然や果樹・田園景観と歴史
的文化を感じさせる特色あるレクリエーションゾーンの形成を推進します。

②　公共交通の利便性の向上

③　安全・快適な暮らしの道づくり

①　中心市街地の活力向上

②　地域の活性化と観光交流のまちづくりの推進

（３）　地域活性化の方針
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　・…伊達東地区交流館周辺は、地域生活拠点として利便性の向上と機能強化を推進し、地域特性を
活かした活力と魅力の向上を図ります。

・…愛宕山や阿武隈川、摺上川等の自然環境の保全を図ります。愛宕山の一部については、高子沼周
辺との一体的な整備を図り、観光レクリエーションゾーンとしての活用を検討します。

・…阿武隈川水辺活用ゾーンは、市街地に近接した親水空間の整備、機能の充実と魅力の向上による
緑の拠点を形成します。また、阿武隈川と摺上川の合流地点周辺や白鳥の飛来地は、自然に親し
む場として計画的な親水空間の整備を促進し、身近な水と緑の拠点としての形成を図ります。

・市街地の貴重な緑地資源である農地や樹林地の地域特性に応じた計画的な保全・活用を図ります。
・…阿武隈川や摺上川等の主要河川の豊かな自然空間の保全、阿武隈川サイクリグコースの活用、国
道４号、国道 399号等の主要幹線道路の地域にふさわしい緑化などにより、水と緑のネットワー
クの形成を図ります。

・伊達市街地周辺を緑化推進重点地区に位置づけ、地域の顔にふさわしい積極的な緑化を図ります。

■歴史文化資産の保全と継承
　・…伊達氏ゆかりの歴史資産、愛宕神社の箱崎の獅子舞や金銀採掘跡等など、地域固有の歴史文化
資産の保全と景観まちづくりへの活用を図ります。

■特色ある景観資源の保全と活用
　・…桃源郷と称される桃畑の風景、愛宕山からの伊達平野の一望、季節の風物詩となっている阿武
隈川の白鳥の飛来地など、地域の特色ある景観資源の保全と活用を図ります。

■景観に配慮したまちなみの形成
　・…JR 東北本線伊達駅周辺は、伊達市の玄関口にふさわしい魅力の向上と景観形成を推進します。
　・…東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）国道４号 IC周辺は、地域特性に応じた適切な景観コ
ントロールを推進し、まちの顔となる先導的・重点的な景観形成を図ります。

　・…伊達市街地の地域特性や資源を活かし、個性的で魅力的な市街地の景観形成を図ります。
　・…国道 399号については、沿道における農地や宅地化の状況に配慮しながら、計画的な沿道利用
の誘導と併せた果樹園風景と調和するまちなみ景観の形成を推進します。

■身近な生活環境の整備・充実
　・…住宅市街地や集落地における生活道路の改善・整備、交通安全対策の充実、公共下水道の整備推進、
合併浄化槽の普及、情報基盤等の基盤整備を進め、生活環境の改善・向上を図ります。

　・…阿武隈川など親水空間を活用した自然環境と共生する緑豊かな公園整備の推進を図るとともに、
ポケットパークやスポーツ広場など、身近な公園・緑地等の整備・充実に努めます。

　・…街路灯・防犯灯の設置充実、地域ぐるみの防犯体制の強化など、防犯まちづくりを促進します。

①　自然の保全・育成とふれあいの場づくりへの活用

②　水と緑のまちづくりの推進

③　景観まちづくりの推進

①　住環境整備の推進

（４）　水と緑・景観まちづくり方針

（５）　安全・安心な身近な暮らしのまちづくり方針
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・…伊達地域の西端山麓には活断層が確認され、約 2,000 年周期で活動すると言われており、身近な
地震源に対応し、逃げないで地域に住み続ける減災の視点に立った対応策を充実していきます。

・…伊達総合支所周辺等の主要な防災拠点や指定避難所の機能強化、防災関連施設の充実・強化に努
めるとともに、北福島医療センターを核とした救急医療体制の充実を図ります。

・…（仮）国道４号 IC周辺など、新たな開発計画に際しては防災拠点としての機能を充実します。
・…伊達市街地周辺の木造密集地域や消防活動困難区域等については、生活道路の改善・整備と避難
路の安全性の確保、建物の耐震化・不燃化等を促進し、災害に強い安全な市街地を形成します。

・阿武隈川や摺上川等の治水対策の促進、低水地区における治水・内水氾濫対策の強化を図ります。

■健康まちづくりの推進
　・…北福島医療センター周辺は、健幸都市づくりの核となる「健康医療拠点」として、既存医療セ
ンターの機能拡充、新たな医療・ウェルネス機能の導入を検討します。

　・…既存施設を活用し、身近な運動や交流の場となる「ウェルネスサロン」の整備とともに、地域
ごとの拠点となる「ウェルネスサテライト」を整備します。

　・伏黒地区の医療施設の既存機能の回復を図るとともに、新たな健康医療施設の集積を促進します。

■誰もが安心して暮らせる福祉の環境づくりの推進
　・…JR 東北本線伊達駅や道路・歩行者空間、総合支所や既存公共公益施設、公園・広場、伊達市ふ
るさと会館、伊達市立図書館等の文化交流施設など、施設のバリアフリー化を促進します。

　・…既存福祉施設の機能充実、高齢者福祉や子育て環境の充実など、福祉の環境づくりを推進します。
　・…既存のスポーツや交流施設が立地する総合支所周辺は、住民が身近に利用する健康的なレクリ
エーション・ふれあいゾーンの形成と福祉機能の充実を図ります。

■生活利便施設等の整備・充実
　・…総合支所など既存の公共施設の機能充実を図るとともに、地域自治・地域振興の拠点となる「交
流館」の機能充実と有効利用を図ります。

　・…伊達市ふるさと会館等の既存の交流施設については、災害時の避難所機能や広域交流、地域振
興とコミュニティの活力向上に資する機能充実と有効活用を図ります。

　・…学校教育施設は地域コミュニティの核として、余裕教室の利活用など機能の充実と施設の改善・
改築、適正配置を検討します。

②　防災まちづくりの推進

③　福祉のまちづくりの推進

北福島医療センター周辺
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インター連絡線

（仮）福島北
　　　　JCT

桑折町

福島市

高子沼
高子駅

上保原駅

向瀬上駅

瀬上駅

愛宕山

保原地域

伊達総合支所伊達総合支所
伊達中央交流館伊達中央交流館

伊達東地区交流館伊達東地区交流館

伊達市街地

阿武隈川
水辺活用ゾーン

白鳥の飛来地

高子沼・
高子岡城跡
　　　周辺

北福島
医療センター周辺
北福島
医療センター周辺

（仮）
福島保原線 I.C

（仮）国道４号 I.C

住宅地ｿﾞｰﾝ
〈土地利用〉

田園集落地ｿﾞｰﾝ

商業業務地ｿﾞｰﾝ

沿道型商業
業務地ｿﾞｰﾝ
工業ｿﾞｰﾝ

自然・緑地ｿﾞｰﾝ

〈道路・交通〉 〈まちの拠点〉 〈交流・連携軸／主要ﾈｯﾄﾜｰｸ〉

広域都市交流軸

都市連携軸

地域連携軸

歴史文化の拠点

中心都市拠点

地域生活拠点

水と緑の拠点

観光・
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ拠点
新たな都市機能
の誘導拠点
新たな観光・
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健康・医療拠点　

〈その他〉

老人福祉施設

行政施設

文化・ｽﾎﾟｰﾂ施設

児童福祉施設等

教育施設

社会教育施設

主な医療施設

主な歴史文化資源　

行政界
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広域幹線道路
（既　設）
主要幹線道路
（整備済）

■伊達地域まちづくり方針図
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２．梁川地域まちづくり方針

２－１　地域の特性とまちづくりの課題
■ 位 置 等

■ 地 域 の 特 性

・…梁川地域は、伊達市の北部に位置し、北は国見町、宮城県白石市、
北東は宮城県丸森町に隣接しています。

・…阿武隈川とその支流の広瀬川の合流地点に市街地が広がり、市
街地外縁の豊かな田園農地、東部の里山と森林地域の、大きく
市街地と中山間地域に２分される地域です。

・…国道 349 号沿道、阿武隈急行線やながわ希望の森公園前駅か
ら梁川駅にかけて中心市街地が広がっています。

・…かつて伊達氏により本城（梁川城）が築かれた地域であり、伊
達氏の勢力拡大とともに、南奥州の中心地の一つとして多数の
寺社の建立や庭園造園が行われました。

・…江戸時代を通して一帯は養蚕産業が発展し、梁川地域は全国的
に「蚕都」として知られ隆盛を極めました。

○…梁川地域の人口・世帯数は、平成 22年現在 18,749 人、5,629 世帯で、流出超過により人口減
少傾向にあります。高齢化率は平成 22年現在 29.1％で、高齢化が進行しています。

○…中心市街地は、市役所分庁舎が立地する市行政の一翼を担うとともに、県立高等学校や美術館等
の公共公益施設や商業業務施設等が集積しています。

○…商業地は、駅前通りから広瀬川両岸の国道 349号沿道に広がっていますが、周辺地域への購買力
の流出等から既存商店街の活力の低下、空き店舗や空き地の増加が懸念されています。

○…梁川工業団地に電気機械製造業等の大型工場が立地し、市街地にはかつて栄えたニット製造業の
軽工業が点在しています。また、一部地域では、工場と住宅の混在が見られます。

○…陽光台等の宅地開発や梁川駅前地区、並松地区等の土地区画整理事業、八筋地区計画の指定など
により市街地整備が進められています。

○…市街地周辺の住環境整備が進む一方、中山間地域においては著しい人口減少から集落の維持が困
難になりつつあります。

○…阿武隈急行線と国道 349号により、福島市や仙台市等の近隣市町とのアクセスが容易となってい
ます。

○…養蚕業から転業の一つとして開発された干し柿（あんぽ柿）が、五十沢地区などの全国に誇る特
産品となっています。また、近年、「伊達鶏」など地域ブランドの確立に向けた取り組みが進めら
れています。

○…地域は、豊かな田園風景と中山間地域の里山を取り囲む阿武隈高地の森林、阿武隈川と広瀬川の
水辺環境、冬季に多数の白鳥が越冬する五十沢地区、水辺の学校周辺など、豊かな自然資源を擁
しています。

○…鎌倉幕府設立期に築城され長く伊達氏の本拠地であった梁川城跡、伊達氏の氏神であった梁川亀
岡八幡神社など伊達家ゆかりの社寺や史跡、蚕都を偲ばせる歴史的建築物とまちなみ、羽山神社
山車祭と祭り囃子の伝統行事など、由緒ある数多くの歴史文化資源を有しています。

川俣町

飯舘村

相馬市

丸森町
福島市

桑折町

国見町

白石市

宮城県

梁川地域

保原地域

霊山地域

月舘地域

伊達地域

梁川城本丸跡庭園「心字の池」 資料：国勢調査

梁川地域の人口推移
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■ 主 要 な ま ち づ く り の 課 題

●…市街地の住環境の充実を図るとともに、一部既成住宅地の市街化区域への編入が求められ
ています。また、穏やかで落ち着いた住環境の充実を基本としつつ、定住化を促すまちの
魅力向上を図ることが求められています。

●…新たな企業誘致とともに、住宅地に混在する工場の受け皿となる工業用地の整備など、職
住近接型雇用機会や工業生産環境の拡充が求められています。

●…市街地内に残る蔵や空き店舗を活用した景観整備の推進など、他地域とは一線を画した、
地域の歴史文化を活かした中心市街地の活性化が求められています。

●…市街地内幹線道路網の確立や阿武隈急行線各駅の交通結節点としての機能強化、バス交通
の充実など、安全で快適な移動手段の確保や交通利便性の向上が求められています。

●…宮城県への玄関口にあることから、白石市や丸森町等との連携・交流の強化が求められて
います。

●…中山間地域の災害や緊急時等に対応した隣接する宮城県丸森町との連携、アクセス道路の
拡幅整備や防災体制の充実が求められています。

●…伊達家ゆかりの歴史資産、かつての繁栄を今に伝える蔵や歴史的建造物、里山を囲む豊か
な自然環境など、地域固有の資源を活かしたまちづくりが重要です。また、地域資源を回
遊する遊歩道や個々の資源を結ぶネットワークの形成、歴史文化が感じられるまちなみ景
観整備が求められています。

●…中山間地域の顕著な人口減少によるコミュニティの維持、新たな地域交流とコミュニティ
の育成が求められています。
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■梁川地域の現況特性
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２－２ 地域の将来像とまちづくりの目標
■ 将 来 像

■ ま ち づ く り の 目 標

水光り　歴史と文化の香るまち
　伊達家ゆかりの歴史文化資源や蚕都を偲ばせる固有の地域資源を活かし、阿武隈川や
広瀬川等の水辺と田園の豊かな環境に囲まれた、落ち着きのあるゆったりとした住環境
の形成と歴史文化が感じられるまちづくりを目指します。

■由緒ある歴史文化資源を活かした魅力あるまちづくりを進めます
　●伊達家ゆかりの歴史文化やレクリエーション資源を活用した観光交流のまちづくりの推進
　●潤いある水辺景観や固有の地域資源を活かす中心市街地の先導的なまちなみ景観の形成

■穏やかで趣のある居住環境の形成と魅力の向上を図ります
　●豊かな自然環境や歴史文化の香るまちなみと調和した趣ある居住環境の形成
　●既存ストックを活用した都市機能の充実と定住を促す計画的な土地利用の推進

■総合的な道路交通システムの向上と安全・快適なみちづくりを進めます
　●市街地内幹線道路網の確立と鉄道利便性の向上、安全で快適な道路・歩行者空間の形成

山舟生くぼたあじさい祭りのペットボタル 梁川町五十沢特産のあんぽ柿
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２－３ 梁川地域まちづくり方針
（１）　土地利用の方針
　梁川地域については、骨格的な幹線道路網の再編整備と拠点的な都市機能の強化を図り、現行の県
北都市計画区域を継承した新生伊達市の基盤づくりとなる計画的な都市づくりを推進します。

■商業業務地ゾーン
　・…広瀬川両岸の川北・川南地区に集積する既存商店街については、都市機能の集積、空き地や空
き店舗の有効活用、ポケットパーク整備、歴史的風土のまちなみ景観整備等を促進し、地域の
賑わいを回遊する、安心・快適な魅力ある商業業務地ゾーンの形成を推進します。

■沿道型商業業務地ゾーン
　・…国道 349号は都市連携軸としての機能強化と、（一）平松・梁川線、広瀬大通り沿道と一体となっ
た計画的な土地利用の誘導により、周辺環境と調和する沿道商業ゾーンの形成を図ります。

■工業ゾーン
　・…梁川工業団地周辺は産業拠点として位置づけ、既存の工業施設と一体となった新たな産業機能
の強化を図り、職住近接型の雇用機会の拡大を促進します。

　・…梁川工業団地の西地区は、周辺の農業生産環境へ配慮しつつ保護・育成を図る地場産業の移転
先として、職住近接型の地域雇用を図る企業誘致の促進と工業用地の整備を推進します。また、
八筋地区計画などルールに基づく計画的なまちづくりを推進します。

　・舟場地区は工業ゾーンとして、工業生産環境の維持を図ります。

■駅前地区
　・…阿武隈急行線の各駅前地区は、地域や地区の玄関口として、一体的な都市基盤整備とともに、
既存ストックを有効活用し都市機能の充実を図ります。

■住宅地ゾーン
　・…梁川駅周辺及び川北地区の既存商店街周辺の住宅地ゾーンについては、良好な住環境の形成と
環境維持を図ります。また、ゆとりと安らぎを重視した低層住宅地や低密度の中層住宅地、地
場産業の工業系施設の立地を許容する一般住宅地など、特徴的な歴史的風土に即した趣のある
住宅地の形成を図ります。

　・…計画的な宅地開発が行われた陽光台地区や、住民によるまちなみ景観形成が行われている希望ヶ
丘地区の既成市街地については、低層住宅誘導ゾーンとして住環境の維持・保全を図ります。

　・…梁川駅前土地区画整理事業及び並松土地区画整理事業等によって整備された住宅地は、定住人
口の受け皿として、良好な住環境の維持に努めます。また、八筋地区計画などルールに基づく
計画的な宅地化を誘導し、周辺環境と調和した住宅地の形成を図ります。

・…阿武隈急行線梁川駅から広瀬大通り、国道 349号及び（一）平松・梁川線沿道一体の既存商店街
周辺については、地域の行政・市民サービスと近隣商業機能の集積に重点を置いた、活力ある中
心市街地の形成を推進します。

・…また、地域の中心都市拠点として、民間活力を導入しつつ既存ストックを有効活用した都市機能
の充実と都市基盤整備、土地の高度利用を促進します。

①　中心市街地の形成

②　地域特性に応じた良好な市街地の形成

③　良好な住宅市街地の形成
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（２）　道路・交通まちづくり方針

■田園集落地ゾーン
　・…市街地周辺の田園集落地ゾーンは、農地と共生した田園地帯におけるゆとりと潤いある居住環
境の維持に努めます。また、良好な田園景観の保全を図りつつ、必要に応じて都市基盤の改善・
整備による住環境の向上を図ります。

■里山集落地ゾーン
　・…地域東側の山舟生地区や白根地区などの里山集落地については、生活道路や排水施設等の基盤
整備や生活利便性の向上に努め、豊かな自然環境と共生する集落環境の維持・向上を図ります。

　・豊かな自然環境を有する地区は、その環境の維持・保全とともに、里山としての活用を図ります。

■農業保全ゾーン
　・…市街地後背に広がる水田や果樹園等の優良農地の計画的な維持・保全を図るとともに、農業生
産環境と自然的環境の保全に努めます。

■広域幹線道路
　・…国道 349 号及び国道 349 号バイパスは、他地域と連携し都市機能を補完する都市連携軸とし
て機能強化を図ります。

　・…中心市街地における通過交通の排除と渋滞緩和を目指した国道 349号バイパス整備に伴い、丸
森町へ至る県境区間の道路拡幅整備を促進し、安全で快適な幹線道路網の整備を図ります。

■幹線道路
　・都市計画道路の整備推進と、長期未整備路線など既存の都市計画道路網の見直しを検討します。
　・地域間の連携や交流を支援する、一般県道及び一級市道の機能強化を図ります。
　・…道路幅員が狭く交通量の多い幹線道路で歩道が未設置の区間については、関係機関との調整を
図りながら、ユニバーサルデザインに基づいた歩きやすい安全な歩道整備を推進します。

・…阿武隈急行線の各駅周辺は、交通結節点として地域の玄関口にふさわしい駅前広場や駅周辺整備
と機能充実に努め、公共交通機関の利便性の向上と利用促進を図ります。

・既存のバス路線の再編・充実を図るとともに、デマンド型交通システムの強化・充実に努めます。

・…地域の主要な生活道路については、通過交通の排除や狭隘区間の解消を図るとともに、歩行空間
の確保や街灯の適正設置を進め、安全で快適な生活道路網の形成を図ります。また、緊急時の対
応や防災にも配慮した機能の改善・充実を図ります。

④　農地の保全と良好な郊外住宅地・集落地、里山集落地の形成

①　幹線道路網の再編と機能強化

②　公共交通の利便性の向上

③　安全・快適な暮らしの道づくり
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（３）　地域活性化の方針

（４）　水と緑・景観まちづくり方針

■拠点機能の充実・強化と魅力の向上
　・…国道 349号沿道や広瀬川に沿う市街地周辺は、近隣商業
機能の充実と行政・市民サービスの向上、文化・教育機
能等を取り込んだ複合機能型の中心都市拠点の形成を推
進します。

　・…梁川中央交流館等の行政施設や教育施設、希望の森公園等の文化交流施設が集積する周辺は、
梁川地域の中心的なコミュニティの拠点として形成を図ります。

　・梁川分庁舎・総合支所周辺地区は、行政施設の集積を有効活用し、行政機能の強化を図ります。

■賑わいある商業・業務地の形成と魅力の向上
　・…広瀬川両岸の川北・川南地区周辺は、既存商業・業務施設の活性化と魅力の向上を図ります。
　・…広瀬川と国道 349号の交差する周辺は、商業・業務施設の積極的な立地推進とともに、美術館
や広瀬川河川敷公園など既存ストックの活用と集客施設の整備により、商業・業務、交流の場
を形成する“多機能複合コア”を創出し、地域の活性化を推進します。

　・…市民や事業者、道路管理者等との連携を図りつつ、蔵の活用や空き地・空き店舗の有効活用を
図るとともに、ユニバーサルデザインの導入、ポケットパークの整備、まちなみ景観整備等を
促進し、賑わい・回遊性を高め、安心して買い物を楽しめる魅力的な商業地の形成を図ります。

・…梁川橋周辺の阿武隈川一帯は、水とふれあうウォーター・レクリエーションゾーンとして、広域
的な親水拠点となる楽しさと親しみのある水辺空間の形成を図ります。

■観光レクリエーション拠点の機能充実と魅力の向上
　・…やながわ希望の森公園周辺は観光・レクリエーション拠点として、緑とうるおいある景観の創
出と、多くの市民に親しまれるレクリエーション機能の充実と魅力の向上を図ります。

■活性化や交流を担うルート、基盤の充実
　・…阿武隈川や広瀬川、塩野川、伝樋川等の河川や豊かな自然環境、田園風景、やながわ希望の森
公園等のレクリエーション施設、梁川城跡、伊達家や松前藩ゆかりの神社仏閣等の歴史文化資源、
主な拠点施設等を、道路・公共施設の緑化やポケットパーク、ゆとりある歩行者空間により結
びつけ、地域住民も来訪者も楽しめる「まちなか回遊散歩道」づくりを推進します。

■観光交流拠点や特色ある地域資源を活用したまちづくりの促進
　・…伊達氏ゆかりの史跡、梁川ステーションプラザ等の既存の観光交流拠点の機能充実を図ります。
　・…二野袋公園等の各種公園や河川空間のレクリエーション活用を図ります。
　・…「梁川亀岡八幡神社周辺」、「梁川城跡周辺」等については、新たな観光交流拠点（歴史文化の拠点）
として環境整備等の魅力づくりを進めます。

　・…伊達氏発祥の歴史を中心に、梁川城跡や両河岸周辺の歴史文化資源、梁川亀岡八幡神社や蔵の
まちなみなど、史跡や固有の歴史文化資源を活用した歴史観光のまちづくりを推進します。

　・…富野地区交流館、五十沢地区交流館、東大枝地区交流館、堰本地区交流館、山舟生地区交流館、
白根地区交流館、粟野地区交流館等の地域の交流館周辺は、地域生活拠点として利便性の向上
と機能強化を推進し、地域特性を活かした活力と魅力の向上を図ります。

①　中心市街地の活力向上

①　自然の保全・育成とふれあいの場づくりへの活用

②　地域の活性化と観光交流のまちづくりの推進
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（５）　安全・安心な身近な暮らしのまちづくり方針

・…やながわ希望の森公園は、複合的な自然公園としての再生整備を推進し、緑の拠点の形成を図り
ます。また、阿武隈川と広瀬川の合流地点周辺は、計画的な親水空間の整備を促進し、二野袋公
園等の主要な公園の機能充実と利用促進により、身近な水と緑の拠点の形成を図ります。

・…市街地の貴重な緑地資源である農地や樹林地の地域特性に応じた計画的な保全・活用を図ります。
・…阿武隈川や広瀬川等の主要河川の豊かな自然空間の保全、阿武隈川サイクリグコースの活用、国
道 349号、（主）浪江・国見線等の主要幹線道路の地域にふさわしい緑化などにより、水と緑のネッ
トワークの形成を図ります。

・…梁川市街地周辺を緑化推進重点地区に位置づけ、地域の顔にふさわしい積極的な緑化を図ります。

■歴史文化資産の保全と継承
　・…梁川亀岡八幡神社周辺、梁川城跡周辺、大條城跡周辺は、貴重な史跡・文化財等の維持・保全
を図るとともに、「歴史文化の拠点」としての魅力の向上と景観整備を推進します。

　・…梁川城跡を中心とした、土蔵群を活用した「まちの駅」の整備、（仮）伊達市歴史博物館などの
歴史・文化施設の整備、川北地区の蔵の風情を取り入れた趣あるまちなみづくり、伊達物語を
探訪する散策歩行空間やアクセス道路等の交通基盤や景観整備を推進します。

　・…「伊達物語」として伊達氏ゆかりの歴史資産を効果的に活かした景観まちづくりを推進します。

■特色ある景観資源の保全と活用
　・…阿武隈川・広瀬川等のうるおいある水辺景観、二野袋公園の藤等の四季折々の風景など、特色
ある自然景観の維持・保全に努めるとともに、地域に点在する伊達氏ゆかりの社寺や蔵の風景、
田園風景等と調和した、地域の表情を際だたせる特色ある景観形成を推進します。

　・…地域東部の中山間地域の農山村景観や里山景観の維持・保全に努めます。

■景観に配慮したまちなみの形成
　・…阿武隈急行線各駅周辺は、地域の玄関口にふさわしい魅力の向上と景観形成を推進します。
　・…梁川地域川北地区では、「蔵の風情を取り入れた和風のまちなみづくり協定」を結び、協定運営
委員会を組織し良好な景観形成に努めています。今後も、歴史的建造物の保全と併せ、これら
と調和した梁川地域を象徴する歴史文化を醸す個性あるまちなみの保全・
育成に努めます。

　・…梁川市街地の地域特性や資源を活かし、個性的で魅力的な市街地の景観形
成を図ります。

　・…国道 349 号や（一）梁川・霊山線等の主要幹線道路は、田園・果樹園風
景など沿道景観と調和した道路景観の形成を推進します。

■身近な生活環境の整備・充実
　・…住宅市街地や集落地における生活道路の改善・整備、交通安全対策の充実、公共下水道の整備
推進、合併浄化槽の普及、情報基盤等の基盤整備を進め、生活環境の改善・向上を図ります。

　・…県北流域下水道の浄化センターの適正な維持管理と安定性の確保を図ります。
　・…やながわ希望の森公園等の既存の公園の機能充実を図るとともに、阿武隈川や広瀬川など親水
空間を活用した自然環境と共生する公園整備を推進します。また、住宅地や集落地に不足する
身近な公園・広場等の整備・充実に努めます。

　・…街路灯・防犯灯の設置充実、地域ぐるみの防犯体制の強化など、防犯まちづくりを促進します。

②　水と緑のまちづくりの推進

③　景観まちづくりの推進

①　住環境整備の推進
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■生活利便施設等の整備・充実
・…総合支所など既存の公共施設の機能充実を図るとともに、地域自治・地域振興の拠点となる「交
流館」の機能充実と有効利用を図ります。

・…梁川美術館等の既存の交流施設については、災害時の避難所機能や広域交流、地域振興とコミュ
ニティの活力向上に資する機能充実と有効活用を図ります。

・…学校教育施設は地域コミュニティの核として、余裕教室の利活用など機能の充実と施設の改善・
改築、適正配置を検討します。また、梁川小学校跡地の史跡公園化の検討など、学校跡地の有効
活用を推進します。

・…梁川・保原地域の既存給食センターの統合による、新たな給食センターの整備を推進します。

・…梁川分庁舎・総合支所周辺等の主要な防災拠点や指定避難所の機能強化、防災関連施設の充実・
強化に努めるとともに、梁川病院等の地域医療施設と連携した救急医療体制の充実を図ります。

・…梁川市街地周辺の木造密集地域や消防活動困難区域等については、生活道路の改善・整備と避難
路の安全性の確保、建物の耐震化・不燃化等を促進し、災害に強い安全な市街地を形成します。

・…緊急時迂回路の確保など、地域東部の中山間地域における災害時孤立対策の強化を図ります。
・…阿武隈川や広瀬川等の治水対策の促進、低水地区の治水・内水氾濫対策の強化を図ります。
・…中山間地域の土砂災害危険区域における安全対策の強化、警戒区域指定の周知徹底に努めます。

■健康まちづくりの推進
　・…既存施設を活用し、身近な運動や交流の場となる「ウェルネスサロン」の整備とともに、地域
ごとの拠点となる「ウェルネスサテライト」を整備します。

　・梁川地域白根地区は「健幸都市」のモデル地区として、様々な取り組みを推進します。
　・梁川病院など福祉・医療関連施設との連携強化による地域医療体制の充実に努めます。

■誰もが安心して暮らせる福祉の環境づくりの推進
　・…阿武隈急行線各駅や道路・歩行者空間、総合支所や既存公共公益施設、やながわ希望の森公園
等の公園・広場、歴史文化を中心とした文化交流施設など、施設のバリアフリー化を促進します。

　・既存福祉施設の機能充実、高齢者福祉や子育て環境の充実など、福祉の環境づくりを推進します。

②　防災まちづくりの推進

③　福祉のまちづくりの推進

梁川亀岡八幡神社 やながわ希望の森公園
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３．保原地域まちづくり方針

３－１　地域の特性とまちづくりの課題
■ 位 置 等

■ 地 域 の 特 性

・…保原地域は、伊達市の西側に位置し、南西は福島市、北は桑折
町に隣接しています。

・…地域南部は阿武隈高地の森林が広がり、北部を阿武隈川、地域
を支川となる東根川、伝樋川が流れ、河川低地部の市街地周辺
は果樹園や水田などの農地が開けた、県北の穀倉地帯の一部を
担う肥沃な田園地帯となっています。

・阿武隈急行線保原駅を中心に市街地が広がっています。
・…地域は、古くは養蚕、近世は行政・経済・文化・教育等の機能
を担う中心地の一つ、国道 349 号や国道 399 号等の交通の要
衝地としての繁栄を経てきており、行政機能が集積する本市の
中核地域となっています。

○…保原地域の人口・世帯数は、平成 22年現在 23,654 人、7,701 世帯で、本市人口の約 36％を占
め人口密度も高い地域ですが、年々人口は横ばいから減少傾向にあります。高齢化率は平成 22年
現在 25.7％で、市内で最も低くなっています。

○…保原駅周辺から北側には商業店舗が、大泉駅周辺には市役所本庁舎、警察署、消防署、県の合同
庁舎等が立地し、本市の行政の中心地となっています。また、市街地外縁部は、住宅団地や既存
集落など良好な住環境が形成されています。

○…中心市街地は、行政機関や医療・福祉施設等の公共公益施設に加え、商・工業施設が比較的充実
しており、阿武隈急行線保原駅の南には電気、食品関連企業が立地する工業団地があります。

○…高子ハイタウンや高子団地、みずほ団地、富成グリーンタウン等の宅地開発や、宮下地区の土地
区画整理事業、保原駅前地区計画の指定などにより市街地整備が進められています。

○…阿武隈急行線と国道 349号、399号により、福島市や宮城県へのアクセスが容易となっています。
○…東北中央自動車道と（主）福島・保原線が交差する周辺に、（仮）福島保原線 IC整備が予定され
ています。

○…既存商業地は陣屋通りや国道 349 号、国道 399 号沿道に形成されていますが、人口減少、購買
力の流出や空洞化などにより活力が低下しつつあります。

○…地場産業であるニット製造業に加え、誘致企業を中心とした電子機器関連工場が地域の基幹産業
として定着しています。また、全国的に評価が高い「福島の桃」ブランドの生産地にもなってい
ます。

○…保原総合公園や赤坂の里森林公園、紅屋峠森林公園、富成花見山森林公園、阿武隈川や東根川、
高子沼周辺の親水空間、雨乞山のトレッキングなど、自然・レクリエーション資源を身近に有し
ています。

○…伊達氏が最初に居留した高子岡城跡、福島十大奇祭の一つであるつつこ引き祭り、旧亀岡家住宅
の歴史的建造物等の歴史資源を有しています。
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保原町の薬師堂 資料：国勢調査



95

■ 主 要 な ま ち づ く り の 課 題

●…東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）福島保原線 ICの整備を契機とし、都市間および
地域間の連携強化、地域振興と活性化、生活利便性の向上、防災性の向上を図るため、計
画的な土地利用の誘導と体系的な幹線道路ネットワークの再編・強化を図る必要があります。

●…国道 399 号、（主）福島・保原線沿道は開発圧力が高く、計画的な市街地整備と伊達地域
との都市機能の連携を強化する適正な土地利用の誘導が求められています。

●…保原工業団地の基盤整備の充実とともに、新たな企業誘致と住宅地に混在する工場の受け
皿となる工業用地の整備など、職住近接型雇用機会の向上と土地利用の整序化を促進する
ことが必要です。

●…既成市街地の住環境整備と福島市への近接性を活かした新たな住宅地の供給が求められて
います。

●…広域交通の要衝、活性化に資する東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）福島保原線 IC
整備促進が求められます。

●…市街地内幹線道路網の確立と歩行者の安全性の確保、阿武隈急行線各駅の交通結節点とし
ての機能強化、利便性の高い公共交通システムの確立が求められています。

●…商業業務、行政機能が集積する本市の中核地域にふさわしい都市機能の充実と市街地活性
化が重要です。

●…阿武隈急行線保原駅前地区の都市的土地利用の促進と、陣屋通り、国道 349 号、国道
399号沿道の中心商店街としての賑わいの向上、利用者の安全性と快適性の向上が求めら
れています。

●…豊かな自然環境や歴史資源の有効活用、保原総合公園等との連携を図ったレクリエーショ
ン機能の充実など、魅力的なうるおいのあるまちづくりが求められています。
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■保原地域の現況特性
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宅地造成地
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３－２ 地域の将来像とまちづくりの目標
■ 将 来 像

■ ま ち づ く り の 目 標

未来を紡ぐ　人と地域の　交流拠点のまち
　市役所本庁舎をはじめとした行政機能等の集積を活かし、既成市街地の住環境整備、
商業・業務、工業の更なる充実を図り、本市の中心地として、未来の伊達市を紡ぐ、人・
もの・文化が交流する活気と活力あるまちづくりを目指します。

■伊達市の中心市街地としての都市機能の充実と魅力づくりを進めます
　●行政、中心商業業務、産業機能など都市機能の充実による活力ある中心市街地の形成
　●地域資源と既存のレクリエーション資源が連携した魅力ある観光交流のまちづくりの推進

■中心地域にふさわしい計画的な土地利用の誘導と良好な市街地形成を進めます
　●田園や自然など良好な環境と調和した中心地域にふさわしい計画的な土地利用の推進
　●…東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）福島保原線 IC周辺の定住促進と地域活性化に資す
る土地利用の誘導

■中心市街地の幹線道路網の機能強化と安全で快適なみちづくりを進めます
　●…東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）福島保原線 IC整備に伴う都市間、地域間の連携を
強化する市街地幹線道路網の整序と機能強化の推進

　●駅や各施設、賑わい空間を結び回遊する安全で快適なみちづくりの推進

保原駅 保原市街地の陣屋通りの街並み
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３－３ 保原地域まちづくり方針
（１）　土地利用の方針
　保原地域については、骨格的な幹線道路網の再編整備と拠点的な都市機能の強化を図り、現行の県
北都市計画区域を継承した新生伊達市の基盤づくりとなる計画的な都市づくりを推進します。また、
東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）福島保原線 IC周辺においては、区域区分の見直しや用途地
域の見直しを検討します。

■商業業務地ゾーン
　・…保原駅周辺及び既存商店街、幹線 1号線沿線周辺は、地域住民や来訪者等の購買ニーズに応え
る店舗、文化・行政施設など都市機能の集積を図るとともに、安心・快適な買い物空間の整備
とまちなみ景観の誘導による魅力の向上を図り、本市の中心にふさわしい商業業務地の賑わい
を再生します。

　・保原駅前地区計画などルールに基づく計画的なまちづくりを推進します。

■沿道型商業業務地ゾーン
　・…国道 349 号、国道 399 号沿道は、都市連携軸として、幹線道路の機能強化と適切な沿道利用
を促進するとともに、農業生産環境への影響などに配慮しつつ、ロードサイド型の商業業務施
設の計画的な誘導を図り、地域の特性に応じた賑わいあるまちなみの形成を図ります。

　・…（主）福島・保原線沿道については、ロードサイド型の商業施設等の集積を図り、賑わいある沿
道型商業業務ゾーンの形成を図るとともに、隣接する地域生活拠点と一体となった魅力づくり
を推進します。また、中心部の商業業務地とのバランスに配慮した店舗の立地など計画的な規制・
誘導による土地利用を推進します。

■工業ゾーン
　・…保原工業団地周辺は産業拠点として位置づけ、既存の工業施設と一体となった新たな産業機能
の強化を図るとともに、東北中央自動車道（相馬福島道路）の整備効果を活かし工業、流通、
研究開発機能などが集積する新たな産業拠点の形成を図ります。

　・…新たな企業誘致や市街地等で住宅地に混在する工場の移転等の受け皿として、保原工業団地の
拡張整備を検討し、雇用機会の確保と住工混在地区の解消に取り組みます。

■駅前地区
　・…阿武隈急行線の各駅前地区は、地域や地区の玄関口として、一体的な都市基盤整備とともに、
既存ストックを有効活用し都市機能の充実を図ります。

　・…宅地化が進行する阿武隈急行線高子駅、上保原駅周辺は、一定のルールに基づく計画的な宅地
化の誘導を図ります。

■東北中央自動車道（相馬福島道路）IC周辺の計画的な土地利用の誘導
　・…（仮）福島保原線 IC周辺は、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
住を促す住宅地整備など多様な都市機能の導入を促進し、良好な都市環境の形成と魅力の向上
を図ります。

・…保原駅周辺の行政機関の集積する市街地については、本市の中心的な行政・市民サービス機能と
中心商業業務機能の集積に重点を置いた活力ある中心市街地の形成を推進します。

・…中心市街地内においては、環状道路の整備促進とともに、歩行者が快適に利用できるモール等に
よる歩行空間を整備し、中心市街地に相応しい道路空間が整備された市街地を形成します。

①　中心市街地の形成

②　地域特性に応じた良好な市街地の形成
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　・…IC 周辺は、良好な都市環境の創造とともに、優良農地や自然環境、地域資源や景観を保全しつつ、
一定のルールに基づく無秩序な開発や宅地化の抑制など計画的な土地利用を誘導します。

③　良好な住宅市街地の形成

④　農地の保全と良好な郊外住宅地・集落地、里山集落地の形成

■住宅地ゾーン
　・…高子駅北側は、定住促進のための新たな住宅地整備（土地区画整理事業等）を推進します。
　・…既存住宅地については、身近な公園、生活道路等の生活基盤施設の改善、適切な土地利用の誘
導により、住環境の維持・向上を図ります。

　・…高子団地や高子ハイタウン、（主）福島・保原線及び（一）伊達・霊山線等沿道の既成市街地に
ついては、適切な土地利用の誘導により、良好な住環境の維持・向上を図ります。

■田園集落地ゾーン
　・…市街地周辺の田園集落地ゾーンは、農地と共生した田園地帯におけるゆとりと潤いある居住環
境の維持に努めます。また、良好な田園景観の保全を図りつつ、必要に応じて都市基盤の改善・
整備による住環境の向上を図ります。

■里山集落地ゾーン
　・…地域西側の富成地区などの里山集落地については、生活道路や排水施設等
の基盤整備や生活利便性の向上に努め、豊かな自然環境と共生する集落環
境の維持・向上を図ります。

■農業保全ゾーン
　・…市街地後背に広がる水田や果樹園等の優良農地の計画的な維持・保全を図
るとともに、農業生産環境と自然的環境の保全に努めます。

（２）　道路・交通まちづくり方針

■高規格道路
　・東北中央自動車道（相馬福島道路）と（仮）福島保原線 ICの整備を促進します。

■広域幹線・主要幹線道路
　・…国道 349 号及び国道 399 号は、他地域と連携し都市機能を補完する都市連携軸、地域連携軸
として、機能強化を図るとともに、骨格連携軸にふさわしい道路景観の形成を図ります。

■幹線道路
　・…地域の骨格を形成し、周辺地域との円滑な道路交通網の確立と連携強化を図るため、次の新た
な構想路線を検討します。

　　○…（仮）福島保原バイパス－福島市の福島北幹線から月ノ輪大橋を経て、福島工業団地～複合
産業拠点（保原工業団地）方面を結ぶ（主）福島・保原線のバイパス機能を担う路線

　　○…（仮）保原伊達線－（仮）福島保原線 IC周辺を結び、国道399号のバイパス機能を担う路線
　　○…（仮）インター連絡線－（仮）福島保原線 ICを連絡する主要なアクセス道路で、複合産業拠

点（保原工業団地）～（仮）福島保原線 IC及び各種拠点ゾーンを連絡する路線
　　○…（仮）内環状線－交通が集中する保原市街地の交通の分散化と円滑化を図るため、保原市街

地の外郭を形成する路線

①　幹線道路網の再編と機能強化
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　・都市計画道路の整備推進と、長期未整備路線など既存の都市計画道路網の見直しを検討します。
　・地域間の連携や交流を支援する、主要地方道及び一般県道、一級市道の機能強化を図ります。
　・…道路幅員が狭く交通量の多い幹線道路で歩道が未設置の区間については、関係機関との調整を
図りながら、ユニバーサルデザインに基づいた歩きやすい安全な歩道整備を推進します。

②　公共交通の利便性の向上

③　安全・快適な暮らしの道づくり

・…阿武隈急行線の各駅周辺は、交通結節点として地域の玄関口にふさわしい駅前広場や駅周辺整備
と機能充実に努め、公共交通機関の利便性の向上と利用促進を図ります。

・…既存のバス路線の再編・充実を図るとともに、デマンド型交通システムの強化・充実に努めます。

　・…地域の主要な生活道路については、通過交通の排除や狭隘区間の解消を図るとともに、歩行空
間の確保や街灯の適正設置を進め、安全で快適な生活道路網の形成を図ります。また、緊急時
の対応や防災にも配慮した機能の改善・充実を図ります。

（３）　地域活性化の方針

■拠点機能の充実・強化と魅力の向上
　・…保原駅周辺、国道 349 号、陣屋通り（（一）伊達・霊山線）沿道を中心に、保原地域の中心市
街地に相応しい中心商業・業務機能、産業・情報機能、文化・教育機能等の都市機能の集積と、
本市の中心的な行政・市民サービスの向上を図る中心都市拠点の形成を推進します。

　・…市役所や保原中央交流館、保原市民センター等の行政施設、保原駅コミュニティセンターや保
原総合公園等の文化交流施設が集積する周辺は、保原地域の中心的なコミュニティの拠点とし
て形成を図ります。

　・市役所庁舎周辺地区は、行政施設の集積を有効活用し、行政機能の強化を図ります。

■賑わいある商業・業務地の形成と魅力の向上
　・…東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）福島保原線 IC整備に伴い、商業施設の誘致促進、地
域環境と共生する郊外大型店舗の誘致を促進し、新たな商業・業務地の形成を図ります。

　・…保原駅周辺及び既存商店街、幹線1号線周辺は、地域住民や来訪者等のニーズに応える店舗、文化・
行政施設など都市機能の集積を図るとともに、安心・快適な買い物空間の整備とまちなみ景観
の誘導による魅力の向上を図り、本市の中心にふさわしい商業・業務地の賑わいを再生します。

　・…阿武隈急行線保原駅から国道 349号沿道には、安全な買い物空間が確保されたゆとりある空間
を整備し、賑わいと活力ある中心市街地のショッピングモールを形成します。

■観光レクリエーション拠点の機能充実と魅力の向上
　・…保原総合公園周辺は観光・レクリエーション拠点として、緑とうるおいある景観の創出と、公
式競技が行える運動施設整備など、地域住民の各種レクリエーション機能の拡充を図ります。
また、交流活性化へ寄与する「健康づくり拠点（ウェルネスベース）」の形成を図ります。

　・…東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）福島保原線 IC周辺は新たな都市機能の誘導拠点として、
多様な都市機能の導入と、「道の駅」や「まちの駅」など地域の玄関口となる新たな観光レクリ
エーション拠点としての魅力の向上を図ります。

…

①　中心市街地の活力向上

②　地域の活性化と観光交流のまちづくりの推進
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■活性化や交流を担うルート、基盤の充実
　・…国道 399号周辺及び陣屋通りから保原駅前周辺にいたるルートは、中心市街地の重要なシンボ
ルロードとして、玄関口にふさわしい景観の形成と、商業活動をはじめとする都市の活力と賑
わい軸の形成とともに、快適な歩行空間の創出を図ります。

　・…阿武隈急行線保原駅周辺については、商業業務地区を回遊する道路・ルートの整備を推進します。
　・…高子沼二十境ハイキングコースなど豊かな自然環境を活用した観光交流ルートの形成を図ります。

■観光交流拠点や特色ある地域資源を活用したまちづくりの促進
　・…赤坂の里森林公園、富成花見山森林公園、紅屋峠森林公園など、市街地や里山周辺の各種公園
や河川空間のレクリエーション活用を図ります。

　・…「高子沼・高子岡城跡周辺」については、新たな観光交流拠点（歴史文化の拠点）として環境整
備等の魅力づくりを進めます。

　・…市街地周辺の田園農地や丘陵地裾野の桃畑など優良農地の維持・保全を図るとともに、自然環
境や文化資源と連携した観光・レクリエーション及び交流の場としての活用に努めます。

　・…大田地区交流館、上保原地区交流館、柱沢地区交流館、富成地区交流館等の地域の交流館周辺は、
地域生活拠点として生活利便性の向上や地域特性を活かした活力と魅力の向上を図ります。

（４）　水と緑・景観まちづくり方針

■歴史文化資産の保全と継承
　・…高子沼・高子岡城跡周辺は、貴重な史跡・文化財等の維持・保全を図るとともに、「歴史文化の
拠点」としての魅力の向上と景観整備を推進します。

　・…「伊達物語」として伊達氏ゆかりの歴史資産を効果的に活かした景観まちづくりを推進します。

■特色ある景観資源の保全と活用
　・…阿武隈川・東根川等のうるおいある水辺景観、紅屋峠森林公園の千本桜等の四季折々の風景など、
特色ある自然景観の維持・保全に努めます。

　・…高子二十境の景勝地の維持保全と、桃畑や市街地の眺望景観の活用、ハイキングコースや高子沼・
高子岡城跡周辺と連携したふるさとの散歩道等の整備を推進します。

　・…地域南西部の中山間地域の農山村景観や里山景観の維持・保全に努めます。

①　自然の保全・育成とふれあいの場づくりへの活用

②　水と緑のまちづくりの推進

③　景観まちづくりの推進

・…赤坂緑地環境保全地域や花見山緑地環境保全地域などの良好な自然環
境の厳正な保全を図るとともに、レクリエーション活用を図ります。

・…保原総合公園は、ウェルネス拠点として公園の拡充と機能充実による緑の拠点の形成を図ります。
また、阿武隈川と東根川の合流地点周辺の計画的な親水空間の整備促進、古川、伝樋川、東根堰
の水辺を活かした親水公園の配置、赤坂の里森林公園、富成花見山森林公園、紅屋峠森林公園等
の主要な公園の機能充実と利用促進により、身近な水と緑の拠点の形成を図ります。

・…市街地の貴重な緑地資源である農地や樹林地の地域特性に応じた計画的な保全・活用を図ります。
・…阿武隈川や東根川等の主要河川の豊かな自然空間の保全、阿武隈川サイクリングコースの活用、
国道 349号、国道 399号、（主）福島・保原線等の主要幹線道路の地域にふさわしい緑化などに
より、水と緑のネットワークの形成を図ります。

・…保原市街地周辺を緑化推進重点地区に位置づけ、地域の顔にふさわしい積極的な緑化を図ります。
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（５）　安全・安心な身近な暮らしのまちづくり方針

■身近な生活環境の整備・充実
　・…住宅市街地や集落地における生活道路の改善・整備、交通安全対策の充実、公共下水道の整備推進、
合併浄化槽の普及、情報基盤等の基盤整備を進め、生活環境の改善・向上を図ります。

　・…衛生処理組合清掃センター等の適正な維持管理と効率的な運用を図ります。
　・…保原総合公園等の既存の都市公園の機能充実を図るとともに、阿武隈川や東根川など親水空間
を活用した自然環境と共生する公園整備を推進します。また、商業地における空き地を活用し
たポケットパークの配置や、住宅地や集落地に不足する身近な公園・広場等の整備・充実に努
めます。

　・…街路灯・防犯灯の設置充実、地域ぐるみの防犯体制の強化など、防犯まちづくりを促進します。

■生活利便施設等の整備・充実
　・…総合支所など既存の公共施設の機能充実を図るとともに、地域自治・地域振興の拠点となる「交
流館」の機能充実と有効利用を図ります。

　・…保原市民センター等の既存の文化交流施設の機能充実と有効活用を図るとともに、保原中央交
流館や体育館等が集積する周辺は、新たな文化交流施設の集積地区としての機能強化を図ります。

　・…学校教育施設は地域コミュニティの核として、余裕教室の利活用など機能の充実と施設の改善・
改築、適正配置を検討します。また、保原小学校跡地の利活用の検討など、学校跡地の有効活
用を推進します。

　・…保原・梁川地域の既存給食センターの統合による、新たな給食センターの整備を推進します。

・…地域では、保原小学校において防災拠点機能の強化を図るため、太陽光発電システムを整備しま
した。今後も、市役所や中央消防署周辺等の主要な防災拠点や指定避難所の機能強化、防災関連
施設の充実・強化に努めるとともに、保原体育館等の耐震改修を推進します。また、地域医療施
設と連携した救急医療体制の充実を図ります。

・…（仮）福島保原線 IC周辺など、新たな開発計画に際しては防災拠点としての機能を充実します。
・…保原市街地周辺の木造密集地域や消防活動困難区域等については、生活道路の改善・整備と避難
路の安全性の確保、建物の耐震化・不燃化等を促進し、災害に強い安全な市街地を形成します。

・…緊急時迂回路の確保など、地域南西部の中山間地域における災害時孤立対策の強化を図ります。
・…阿武隈川や東根川等の治水対策の促進、低水地区の治水・内水氾濫対策の強化を図ります。
・…中山間地域の土砂災害危険区域における安全対策の強化、警戒区域指定の周知徹底に努めます。

①　住環境整備の推進

②　防災まちづくりの推進

■景観に配慮したまちなみの形成
　・…阿武隈急行線各駅周辺は、地域の玄関口にふさわしい魅力の向上と景観形成を推進します。
　・…東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）福島保原線 IC周辺は、地域特性に応じた適切な景観
コントロールを推進し、まちの顔となる先導的・重点的な景観形成を図ります。

　・…保原地域の中心都市拠点は、伊達市の顔となるふるさとの顔づくりを推進するとともに、保原
市街地の地域特性や資源を活かし、個性的で魅力的な市街地の景観形成を図ります。

　・…国道 349号や国道 399号、（主）福島・保原線等の主要幹線道路は、田園・果樹園風景など沿
道景観と調和した道路景観の形成を推進します。
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■健康まちづくりの推進
　・…保原総合公園を拡充整備し、健幸都市に関する理解を深め、行動につなげる健康づくりの全市
的な拠点となる「ウェルネスベース」を整備します。

　・…既存施設を活用し、身近な運動や交流の場となる「ウェルネスサロン」の整備とともに、地域
ごとの拠点となる「ウェルネスサテライト」を整備します。

　・…中心市街地に立地する既存の医療施設は、身近に利用できる医療機関として既存機能維持を図
るとともに、新たな施設の集積を促進し、地域医療体制の充実に努めます。

■誰もが安心して暮らせる福祉の環境づくりの推進
　・…阿武隈急行線各駅や道路・歩行者空間、市役所や既存公共公益施設、保原総合公園等の公園・広場、
保原市民センター等の文化交流施設など、施設のバリアフリー化を促進します。

　・…既存福祉施設の機能充実、高齢者福祉や子育て環境の充実など、福祉の環境づくりを推進します。
　・…保原工業団地東側への複合的な福祉施設の集積や、高子地区への地域生活に密着した福祉サー
ビスを提供する福祉施設の集積を図ります。

③　福祉のまちづくりの推進

ももの里マラソン 保原総合公園

紅屋峠千本桜

愛姫
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４．霊山地域まちづくり方針

４－１　地域の特性とまちづくりの課題
■ 位 置 等

■ 地 域 の 特 性

・…霊山地域は、伊達市の中部に位置し、西は福島市、東は宮城県
丸森町、相馬市、飯舘村に隣接しています。

・…霊山県立自然公園の麓に広がる阿武隈山系の北端の丘陵地に位
置し、南北に広瀬川、小国川が流れ、本市で最大の面積を有す
る豊かな自然環境に囲まれた地域です。

・…（主）丸森・霊山線、小国川に沿い市街地が形成されており、
阿武隈高地の中山間地域は林業や農業を中心とする集落地が点
在しています。

・…古くから福島市と相馬市を結ぶ国道 115号や国道 349 号の道
路交通の要衝地として栄えてきました。

・…南北朝時代には、後村上天皇を奉じた霊山を中心とした陸奥の
国府が移され、一時期王城が築かれていました。

○…霊山地域の人口・世帯数は、平成 22年現在 8,443 人、2,647 世帯で、人口減少傾向が続き、特
に中山間地域の人口減少が顕著となっています。高齢化率は平成 22年現在 32.2％で、本市で最
も高齢化率とその進行が顕著となっており、過疎化と限界集落の発生が懸念されています。

○…（一）梁川・霊山線と小国川に帯状に沿う市街地に、総合支所や交流館、学校等が集積しています。
○…市街地や集落地の一部では、狭あい道路や行き止まり道路、老朽化した木造密集住宅地、耕作放
棄地や空き家の増加、また、山間地の地形的特性から災害時の危険性の高い地区も見受けられます。

○…谷津団地等の宅地開発や、下川原地区、東陣場地区、繕木地区計画の指定などにより市街地整備
が進められています。

○…東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）霊山 IC整備が予定されており、小国地区では道の駅が
計画され、地域振興とともに、将来的に周辺への開発圧力が強まることが予想されています。

○…国の名勝、日本百景、うつくしま百名山、県立自然公園に指定される地域東側の霊山一帯は、南
北朝時代の重要な城跡遺構として国の史跡にも指定されており、年間を通して観光客が訪れる本
市を代表する観光地です。また、りょうぜん紅彩館や霊山こどもの村等のレクリエーション施設
も充実しています。

○…地域は、古くは奥州の山岳仏教の拠点として、また、地方行政や産業の中心地として栄えてきた
歴史があり、南北朝時代の北畠公を奉った霊山神社、懸田城跡と古城山、養蚕の地として栄えた
掛田地区など、歴史的資産や良好な景観資源を数多く有しています。
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国見町
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霊山県立自然公園 資料：国勢調査
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■ 主 要 な ま ち づ く り の 課 題

●…東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）霊山 ICの整備を契機とし、都市間および地域間
の連携強化、地域振興と活性化、生活利便性の向上、防災性の向上を図るため、計画的な
土地利用の誘導と体系的な幹線道路ネットワークの再編・強化を図る必要があります。

●…相馬市、飯舘村など、浜通り地域への玄関口にあることから、これらの都市との連携・交
流の強化が求められています。

●…東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）霊山 ICや道の駅予定地周辺の無秩序な開発圧力
の抑制、計画的な土地利用の誘導と、豊かな自然や景観等の地域資源と調和を図った秩序
ある市街地整備が必要です。

●…市街地や集落地の狭あい道路や老朽化した木造住宅密集地の改善、集落孤立化の回避、地
形的特性による自然災害の危険性の高い地区の改善など、緊急時へ対応した安全なまちづ
くりが必要です。

●…広域交通の要衝、地域活性化に資する東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）霊山線 IC
整備促進が求められます。

●…東北中央自動車道（相馬福島道路）整備を見すえた、将来的な市街地形成にふさわしい主
要幹線道路網、道路ネットワークの形成とともに、市街地や集落地の生活道路の改善・整
備が必要です。

●…子どもや高齢者など交通弱者の移動手段の確保に向けた公共交通機関の充実が必要です。
●…かつての奥州の山岳仏教や地方行政・産業の拠点であった由緒ある歴史性、霊山周辺のシ
ンボル性と中山間地の豊かな自然環境や景観等を積極的に保全・活用した観光活性化が求
められています。

●…中山間地域における深刻な人口減少により、地域の日常生活を支える生活基盤整備の充実
とともに、既存コミュニティの維持、新たな地域交流とコミュニティの育成が求められて
います。
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日向前団地

（仮）霊山 I.C

茶臼山

霊山総合支所

霊山県立自然公園

市役所・支所

公共公益施設

教育施設

主な山

行政界

地域界

都市計画区域

地区計画

市街地

農用地

霊山県立自然公園

主な道路

鉄道・駅

バス路線

河川・水路・湖沼主な歴史文化資源

社　寺

主な公園・緑地

主な観光交流施設

宅地造成地

■霊山地域の現況特性

市役所・支所

公共公益施設

教育施設

医療施設

主な山

行政界

地域界

都市計画区域

地区計画

土地区画整理事業

市街地

農用地

主な道路

鉄道・駅

バス路線

河川・水路・湖沼

主な歴史文化資源

社　寺

主な公園・緑地

宅地造成地
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４－２ 地域の将来像とまちづくりの目標
■ 将 来 像

■ ま ち づ く り の 目 標

秀峰霊山　ふれあい　和みのまち
　四季折々の異なる表情を魅せる秀峰霊山と周辺の豊かな自然、固有の歴史文化を活か
し、地域住民はもとより来訪者もその歴史や風土を体感し共有することで、住み続けた
い、また訪れたいと想う、ふれあいと交流を高める心和むまちづくりを目指します。

■霊山を核とした本市を代表する観光交流拠点の形成と地域振興の展開を図ります
　●…霊山高原一帯の豊かな自然や歴史文化、景観を活用した本市のシンボルとなる観光レクリ
エーション拠点の形成

　●…霊山高原ヘルス・ツーリズムの推進や道の駅整備など、新たな観光交流拠点づくりの展開と
地域振興の促進

■都市間・地域間連携の強化と中山間地域の交流を高める道路整備を推進します
　●…東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）霊山 IC整備に伴う広域アクセスや地域間連携を強
化する幹線道路整備の推進

　●地域を結び、暮らしや防災、観光活性化に資する中山間地域の交通環境づくりの推進

■（仮）霊山 IC周辺の計画的な土地利用の誘導と環境と調和した住環境づくりを進めます
　●…東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）霊山 IC、道の駅予定地周辺の地域活性化に資する
計画的な土地利用の誘導

　●豊かな自然環境と調和した中山間地域の快適な住環境づくりの推進

霊山市街地周辺 りょうぜん紅彩館
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４－３ 霊山地域まちづくり方針
（１）　土地利用の方針
　霊山地域については、東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）霊山 IC整備に伴う将来的な拠点的
開発の圧力が想定されるため、霊山都市計画区域を準都市計画区域に変更し、都市活力の向上及び創
出と、乱開発を防ぐ秩序ある土地利用を推進します。

■中心市街地の形成
　・…（主）丸森・霊山線沿道の既存商店街周辺の市街地は、中心都市拠点として商業・業務や行政、
文化機能等が集積する拠点の形成を図るとともに、今後も地域の商業核として商業・業務機能
や地域の行政・市民サービス機能の向上による中心市街地の形成を推進します。

■工業ゾーン
　・…霊山第一・第二工業団地及び見城坂工業団地周辺は産業拠点として位置づけ、工業生産環境の
拡充を図ります。また、地域産業の活性化と若年層の定住を促す就業の場として、計画的な工
業生産環境の充実を図りながら優良企業の誘致を促進します。また、繕木地区計画などルール
に基づく計画的なまちづくりを推進します。

■東北中央自動車道（相馬福島道路）IC周辺の計画的な土地利用の誘導
　・…（仮）霊山 IC周辺、（仮）阿武隈 IC周辺は、新たな都市機能の誘導拠点として多様な都市機能
の導入と魅力の向上を図ります。（仮）霊山 IC周辺および小国地区については、サービスエリ
アを兼ねた「道の駅」の整備を促進します。

　・…IC 周辺は、良好な都市環境の創造とともに、優良農地や自然環境、地域資源や景観を保全しつつ、
一定のルールに基づく無秩序な開発や宅地化の抑制など計画的な土地利用を誘導します。

■住宅地ゾーン
　・…地域連携軸である国道 115号及び国道 349号沿道の機能強化と適切な沿道利用を促進すると
ともに、周辺住宅地と調和した住環境を維持・確保しつつ、店舗・事務所・沿道サービス施設
との共存を図り、沿道型複合住宅地の形成を誘導します。

　・…掛田地区、下小国地区の住宅地ゾーンについては、住環境の維持・保全と店舗・事業所等との
適切な共存を図りつつ、低中層集合住宅を中心とした一般住宅地として形成を図ります。

　・…日向前団地及び谷津団地は、今後も良好な住環境の維持・保全に努めます。
　・…下川原地区計画、東陣場地区計画などルールに基づく計画的な宅地化を誘導し、周辺環境と調
和した住宅地の形成を図ります。

■里山集落地ゾーン
　・…市街地周辺の里山集落地については、生活道路等の基盤整備や低未利用地の有効活用を進め、
集落地内の住宅地形成を図ります。

　・…山間の霊山地区や石戸地区などの里山集落地については、生活道路や排水施設等の基盤整備や
生活利便性の向上に努め、豊かな自然環境と共生する集落環境の維持・向上を図ります。

①　地域特性に応じた良好な市街地の形成

②　良好な住宅市街地の形成

③　農地の保全と良好な里山集落地の形成
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■農業保全ゾーン
　・…市街地や里山集落地の優良農地の計画的な維持・保全とともに、農業生産環境と自然的環境の
保全に努め、グリーンツーリズムの推進など耕作放棄地の有効活用を促進します。

（２）　道路・交通まちづくり方針

（３）　地域活性化の方針

①　幹線道路網の再編と機能強化

①　中心市街地の活力向上

②　公共交通の利便性の向上

③　安全・快適な暮らしの道づくり

■高規格道路
　・東北中央自動車道（相馬福島道路）と（仮）霊山 IC、（仮）
阿武隈 ICの整備を促進します。

■広域幹線道路
　・…国道 349 号は、保原地域と中山間地域の霊山地域、月舘地域を結ぶ南北の地域連携軸として、
国道 115号は霊山地域と福島市を結ぶ地域連携軸として機能強化を図ります。

■幹線道路
　・…東北中央自動車道（相馬福島道路）及び（仮）霊山 IC整備に伴い、地域内外との交流を担い、
周辺地域との円滑な道路交通ネットワークの確立に向けた幹線道路網の機能強化を図ります。

　・地域間の連携や交流を支援する、主要地方道及び一般県道の機能強化を図ります。
　・…道路幅員が狭く、交通量の多い（主）丸森・霊山線等の幹線道路で歩道が未設置の区間については、
関係機関との調整を図りながら、ユニバーサルデザインに基づいた歩きやすい安全な歩道整備
を推進します。

■拠点機能の充実・強化と魅力の向上
　・…（主）丸森・霊山線沿道の中心市街地周辺は、行政・文化機能、商業・業務機能、生活支援、交
流等の都市機能の充実と市民サービスの向上を図る地域の中心都市拠点の形成を推進します。

　・…霊山総合支所、霊山中央交流館周辺を霊山地域の中心的なコミュニティの拠点と位置づけ、保
原地域など他地域との都市機能の補完を図りながら、都市機能の充実を図ります。

■賑わいある商業・業務地の形成と魅力の向上
　・…東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）霊山 IC整備に伴い、商業施設の誘致促進、地域環境
と共生する郊外型大型店舗の誘致を促進し、新たな商業・業務地の形成を図ります。

　・…（主）丸森・霊山線沿道の既存商店街の充実・活性化を図り、地域住民の利便性向上に努めます。

・…既存のバス路線の再編・充実を図るとともに、公共交通空白・不便地域の解消に向けたデマンド
型交通システムを充実・強化し、地域の実情や特性に即した公共交通の充実に努めます。

・…地域の主要な生活道路については、通過交通の排除や狭隘区間の解消を図るとともに、歩行空間
の確保や街灯の適正設置を進め、安全で快適な生活道路網の形成を図ります。また、主要な道路
にはポケットパークを整備し、公園やコミュニティスペースとしての整備を図ります。

・…緊急時の対応や防災性に配慮し、災害時の避難路としての機能改善と中心市街地との連携を強化
し、利便性の高い安全で快適な生活環境を確立します。
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（４）　水と緑・景観まちづくり方針
①　自然の保全・育成とふれあいの場づくりへの活用

②　水と緑のまちづくりの推進

②　地域の活性化と観光交流のまちづくりの推進

・…霊山県立自然公園の豊かな自然と景観の厳正な保全を図るとともに、霊山高原一帯をフィールド
とした「霊山高原ヘルス・ツーリズム」の展開を図ります。

・…茶臼山自然環境保全地域や御幸山緑地環境保全地域、石田ブヨメキ自然環境保全地域などの良好
な自然環境の厳正な保全を図るとともに、茶臼山周辺については、懸田城跡周辺などの歴史的文
化資源と一体となった歴史公園の整備を推進します。

・…霊山こどもの村、霊山湧水の里など、自然体験型施設の利用環境整備や学習機能の充実による環
境学習拠点の形成を図り、自然とのふれあいの場づくりを推進します。

・…霊山周辺地域は、水と緑の拠点として森林の保全、特色ある眺望景観の維持・向上、施設の充実
を図り、観光拠点としての魅力の向上と本市の緑のシンボルゾーンを形成します。

■観光レクリエーション拠点の機能充実と魅力の向上
　・…霊山県立自然公園周辺は、森林機能の厳正な保全を図るとともに、特徴的な自然景観や眺望、
歴史文化的資源等の景観資源を活用し、本市のシンボルとなる観光・レクリエーション拠点の
形成を図ります。

　・…東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）霊山 IC周辺、（仮）阿武隈 IC周辺は新たな都市機能
の誘導拠点として、多様な都市機能の導入を図ります。また、（仮）霊山 ICの小国地区については、
地域防災拠点機能を併せもつ「道の駅」の建設を促進し、地場産品による第６次化ビジネスの
展開を検討します。

■活性化や交流を担うルート、基盤の充実
　・…中心市街地や集落、霊山周辺が一体となり連携を強化した、観光交流ネットワークづくりを推
進します。

　・…市街地周辺の主要拠点や商店街、河川、公園等を結ぶ、回遊性の高い歩行空間の形成を図ります。
　・…小国川に沿い市街地内を回遊する緑道を整備します。

■観光交流拠点や特色ある地域資源を活用したまちづくりの促進
　・…霊山周辺のレクリエーション機能の充実・強化を図るとともに、新たな観光交流拠点となる「霊
山高原ヘルス・ツーリズム」の整備を検討します。

　　…整備にあたっては、道の駅との連携、豊かな自然環境や既存施設、観光資源を活用し、宿泊機
能や研修・会合機能、プレイフィールド機能を併せ持ち、健康への投資活動につながる面的整
備の検討とともに、広域連携や協働による手法の展開を図ります。

　・りょうぜん紅彩館等の既存の観光交流拠点の機能充実を図ります。
　・…霊山こどもの村、霊山湧水の里、りょうぜん里山学校等の既存の交流施設については、自然体
験型施設の整備、学習機能の充実を図り、環境学習拠点としての形成を図ります。

　・…豊かな自然資源と周辺の農業とが連携したエコツーリズム、グリーンツーリズム等を促進します。
　・…霊山神社周辺、懸田城跡周辺については、新たな観光交流拠点（歴史文化の拠点）として環境
整備等の魅力づくりを推進するとともに、史跡名勝霊山を中心に、史跡や固有の歴史文化資源
を活用した歴史観光のまちづくりを推進します。

　・…霊山地区交流館、石戸地区交流館、小国地区交流館等の地域の交流館周辺は、地域生活拠点と
して生活利便性の向上や地域特性を活かした活力と魅力の向上を図ります。
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・…里山の維持管理と保全に努めるとともに、りょうぜん里山学校や既存の里山を活用し、里山を身
近に学び気軽に散策できる「健康の森」づくりを推進します。

・…市街地内の防災機能など多様な機能を有する計画的な公園整備、集落内の小広場等の整備や小・
中学校を活用した身近な公園的機能の充実を推進します。

・…緑道の整備による小国川の親水空間の整備など主要河川の豊かな自然空間の保全と活用、国道
115号、国道 349号等の主要幹線道路の地域にふさわしい緑化などにより、水と緑のネットワー
クの形成を図ります。

・霊山市街地周辺を緑化推進重点地区に位置づけ、地域の顔にふさわしい緑化を図ります。

③　景観まちづくりの推進
■歴史文化資産の保全と継承
　・…霊山神社周辺、懸田城跡周辺は、貴重な史跡・文化財等の維持・保全を図るとともに、「歴史文
化の拠点」としての魅力の向上と景観整備を推進します。

　・…国の名勝霊山は、周辺の多くの遺構も含め維持・保全を図るとともに、名峰霊山の景観および
歴史的価値の保全と活用、PRの充実に努めます。

　・…霊山の山岳信仰、宮脇遺跡（霊山寺跡）等の潜在的な景観資源の顕在化と活用を図ります。

■特色ある景観資源の保全と活用
　・…掛田地区における養蚕の地として栄えた営みの歴史文化の顕在化と景観まちづくりへの活用を
図ります。

　・…広瀬川、小国川等のうるおいある水辺景観、茶臼山の桜等の四季折々の風景など、特色ある自
然景観の維持・保全に努めます。

　・…霊山こどもの村、霊山湧水の里、りょうぜん里山学校等の特色ある施設景観の維持と、交流景
観の魅力の向上を図ります。

　・…中山間地域の特徴的な農山村景観や里山景観の維持・保全に努めます。

■景観に配慮したまちなみの形成
　・…東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）霊山 ICや小国地区周辺は、地域特性に応じた適切な
景観コントロールを推進し、まちの顔となる先導的・重点的な景観形成を図ります。

　・…霊山市街地の地域特性や資源を活かし、個性的で魅力的な市街地の景観形成を図ります。
　・…国道 115号や国道 349号、（主）丸森・霊山線等の主要幹線道路は、田園・果樹園風景など沿
道景観と調和した道路景観の形成を推進します。

（５）　安全・安心な身近な暮らしのまちづくり方針
①　住環境整備の推進
■身近な生活環境の整備・充実
　・…市街地や集落地における生活道路の改善・整備、交通安全対策の充実、合併処理浄化槽の普及促進、
情報基盤等の基盤整備を進め、生活環境の改善・向上を図ります。

　・…公園が不足する住宅地や集落地においては、広瀬川や小国川などの親水空間、雑木林や樹林地、
耕作放棄地、社寺境内地等を活用した身近な公園・広場の整備・充実に努めます。

　・…街路灯・防犯灯の設置充実、地域ぐるみの防犯体制の強化など、防犯まちづくりを促進します。

■生活利便施設等の整備・充実
　・…総合支所など既存の公共施設の機能充実を図るとともに、地域自治・地域振興の拠点となる「交
流館」の機能充実と有効利用を図ります。

　・…りょうぜん紅彩館等の既存の交流施設については、災害時の避難所機能や広域交流、地域振興
とコミュニティの活力向上に資する機能充実と有効活用を図ります。
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②　防災まちづくりの推進

③　福祉のまちづくりの推進

・…霊山総合支所周辺等の主要な防災拠点や指定避難所の機能強化、防災関連施設の充実・強化に努
めるとともに、霊山体育館等の耐震改修を推進します。また、消防署と地域医療施設が連携した
救急医療体制の充実を図ります。

・…（仮）霊山 IC周辺や道の駅周辺など、新たな開発計画に際しては防災拠点としての機能整備を充
実します。

・…霊山市街地周辺の木造密集地域や消防活動困難区域等については、生活道路の改善・整備と避難
路の安全性の確保、建物の耐震化・不燃化等を促進し、災害に強い安全な市街地を形成します。

・…緊急時迂回路の確保、防災ヘリポートの充実など、中山間農村地域における災害時孤立対策の強
化を図ります。

・…広瀬川等の治水対策の促進、中山間地域の土砂災害危険区域における安全対策の強化、警戒区域
指定の周知徹底に努めます。

■健康まちづくりの推進
　・…既存施設を活用し、身近な運動や交流の場となる「ウェルネスサロン」の整備とともに、地域
ごとの拠点となる「ウェルネスサテライト」を整備します。

　・…霊山地域掛田地区は「健幸都市」のモデル地区として、高齢者専用住宅、コミュニティ道路、ポケッ
トパーク及びウェルネスサテライトの整備、イベント開催等の取り組みを推進します。

　・…霊山高原一帯の豊かな自然環境や既存施設等を有効活用した「霊山高原ヘルス・ツーリズム構想」
の検討を図り、健康への投資活動（健康の回復・維持・増進）につながる拠点整備を推進します。

　・…広域医療機関や福祉・医療関連施設との連携強化による地域医療体制の充実に努めます。

■誰もが安心して暮らせる福祉の環境づくりの推進
　・…道路・歩行者空間、総合支所や既存公共公益施設、公園・広場、霊山こどもの村や霊山湧水の
里等の文化交流施設など、施設のバリアフリー化を促進します。特に、東北中央自動車道（相
馬福島道路）（仮）霊山 IC・小国地区の道の駅整備に際しては、先導的なバリアフリー整備を
推進します。

　・…既存福祉施設の機能充実、高齢者福祉や子育て環境の充実など、福祉の環境づくりを推進します。
　・…霊山中央交流館周辺において、高齢者に対応した高齢者専用共同住宅の建設を推進します。

・…学校教育施設は地域コミュニティの核として、余裕教室の利活用など機能の充実と施設の改善・
改築、適正配置を検討します。また、コミュニティ活動や防災活動に資する拠点として、運営の
検討や施設整備を進め有効活用を図ります。

霊山県立自然公園と周辺の森林、農地霊山太鼓まつり
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東北中央自動車道

（相馬福島道路）

福島市

梁川地域

保原地域

月舘地域

飯舘村

相馬市

丸森町
宮城県

国道349号

国道 115号

ゴルフ場
林道御戸内線

（主）丸森・霊山線

（
一
）
上
小
国
・
下
川
原
線

（
主
）
霊
山
・
松
川
線

一貫森

古城山

りょうぜん里山学校

霊山湧水の里

りょうぜん紅彩館

雨乞山

御幸山

三郷森山

霊山

（仮）阿武隈 I.C

林道大 霊山線

林道
小坂線

林
道柿

木作線

（
主
）

浪江 ・ 国 見 線

阿武
隈急
行線

石田川

小
国
川

広
瀬
川

国有林

霊山こどもの村

掛田地区

霊山市街地

（仮）霊山 I.C

霊山県立自然公園

霊山神社周辺

懸田城跡周辺

霊山総合支所

霊山中央交流館

霊山地区交流館

石戸地区交流館

小国地区交流館

住宅地ｿﾞｰﾝ
〈土地利用〉

里山集落地ｿﾞｰﾝ

工業ｿﾞｰﾝ

自然・緑地ｿﾞｰﾝ

県立自然公園

国有林

〈道路・交通〉 〈まちの拠点〉
高規格道路
（計　画）

幹線道路
（整備済）

広域幹線道路
（既　設）

幹線道路
（構　想）

〈交流・連携軸／主要ﾈｯﾄﾜｰｸ〉

都市連携軸

地域連携軸

歴史文化の拠点

中心都市拠点

地域生活拠点

産業拠点

水と緑の拠点

観光・
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ拠点
新たな都市機能
の誘導拠点
新たな観光・
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ拠点

健幸都市ﾓﾃﾞﾙ地区　

主要な
交通結節点

地域幹線道路
（整備済）
地域幹線道路
（計　画）
その他の主要道路

〈その他〉

老人福祉施設

行政施設

文化・ｽﾎﾟｰﾂ施設

児童福祉施設等

教育施設

社会教育施設

主な医療施設

主な歴史文化資源　

主な公園・緑地　

主な観光交流施設　

行政界
都市計画区域界
市街化区域界
地域界
鉄道・駅

主な山地
河川・水路・湖沼

■霊山地域まちづくり方針図
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５．月舘地域まちづくり方針

５－１　地域の特性とまちづくりの課題
■ 位 置 等

■ 地 域 の 特 性

・…月舘地域は、伊達市の南部に位置し、南は川俣町、東は飯舘村、
西は福島市に隣接しています。

・…東は阿武隈高地の三郷森山、無垢路岐山、西は御幸山、堀沢山、
女神山等の山々に囲まれ、広瀬川が地域を南北に縦貫する阿武
隈山系の北端の丘陵地に位置しています。

・…国道 349 号と国道 399 号の交差する周辺に市街地が形成され、
中山間地域の谷合や平坦部に林業や農業を中心とする昔ながら
の里山集落地が点在しています。

・…地域は古くから養蚕・製糸が営まれ、養蚕機織の発祥の地とし
て栄えてきました。

○…月舘地域の人口・世帯数は、平成 22年現在 3,988 人、1,180 世帯で、若者の転出や少子化に伴
う人口減少が続いています。高齢化率は平成 22年現在 32.0％で、高齢化の進行が顕著となって
おり、過疎化と限界集落の発生が懸念されています。

○…地域は阿武隈高地に位置し、国道 349号と国道 399号の交差する周辺に市街地が形成されており、
総合支所や交流館、学校等が立地し、山間の河川や道路沿いに集落地が点在しています。

○…市街地や集落地の一部では、狭あい道路や行き止まり道路、老朽化した木造密集住宅地、耕作放
棄地や空き家の増加、また、山間地の地形的特性から災害時の危険性の高い地区も見受けられます。

○市街地周辺では、つきだて夢見の郷等の宅地開発が進められています。
○…東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）霊山 IC、国道 349号御代田バイパス、道の駅の整備等
により、周辺の地域振興への波及効果が期待されています。

○…農業が主力産業であり、つきだて交流館もりもりでは農産物の直売や特産品の加工、農や里山を
活かした体験・交流活動の取り組みが行われています。

○せせらぎの里やつきだて花工房等が地域の観光交流、レクリエーション拠点となっています。
○…地域は、三郷森山や御幸山、女神山等の緑豊かな山々に囲まれた昔ながらの里山の原風景が残さ
れています。山岳信仰や小手姫伝説が残るうつくしま百名山である女神山は、多くの登山客が訪
れています。

川俣町

飯舘村

相馬市

丸森町
福島市

桑折町

国見町

白石市

宮城県

梁川地域

保原地域

霊山地域

月舘地域

伊達地域

月舘地域の人口推移

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

5,524

S60 年 H2年 H7年 H12年 H17年 H22年

5,365 5,039 4,653 4,394 3,988

女神山周辺 資料：国勢調査
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■ 主 要 な ま ち づ く り の 課 題

●…東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）霊山 IC及び道の駅整備に伴い、周辺地区や国道
349号沿道の適正な土地利用誘導と、豊かな自然環境や地域特性と調和する里山地域づく
りが必要です。

●…過疎化の抑制に向けた住宅供給や定住促進、生活道路等の住環境の改善を図るとともに、
急傾斜地の防災対策や集落孤立化への対応、医療福祉の充実等による安全・安心な地域づ
くりが必要です。

●…国道 349 号、国道 399 号等の地域の主要幹線道路は、幅員の狭さや歩道未整備区間など
早急な改善・整備が求められています。また、周辺市町村をアクセスする計画的な道路整
備など、利便性の向上とともに防災の視点も踏まえた総合的な道路交通網の確立が必要です。

●子どもや高齢者など交通弱者の移動手段確保へ向けた公共交通機関の充実が必要です。
●…自然豊かな里山における農産物や特産物、月見舘森林公園やつきだて花工房等の既存の交
流施設を活用し、交通アクセス性と集客力の強化による観光交流のまちづくりが求められ
ています。

●…豊かな自然環境と郷土の里山景観、固有の歴史資源等を活かした魅力ある里山地域づくり
と地域振興が求められています。

●…中山間地域における深刻な人口減少により、地域の日常生活を支える生活基盤整備の充実
とともに、既存コミュニティの維持、新たな地域交流とコミュニティの育成が求められて
います。

東北中央自動車道

（相馬福島道路）

霊山地域

霊山地域

川俣町
飯舘村

国
道

349
号

国道
399 号

御幸山

堀沢山

三郷森山

女神山 無垢路岐山

月舘総合支所

ゴルフ場

（一）臼石・月舘線

（
一

）
月

舘
・

川
俣

線

広
瀬
川

糠
田
川

布
川

月舘小

月舘中

月舘幼稚園

月舘中央交流館月舘駐在所

月舘体育館

月舘運動場
屋内ゲートボール場「すぱーく月舘」

月舘保育所
保健福祉センター

岳林寺

熊野神社

下神山磨崖仏

小手姫神社

小志貴神社

夢見の郷

岩内団地

御代田

下手渡地区交流館
下手渡藩陣屋跡

布川地区交流館

御代田地区交流館

特別養護老人ホーム
星風苑

御代田コミュニティセンター

小手小

・つきだて花工房
・つきだて交流館
　　　  もりもり

・月見舘森林公園
・布川せせらぎの里

（仮）霊山 I.C

霊山県立自然公園

市役所・支所

公共公益施設

教育施設

主な山

行政界

地域界

都市計画区域

地区計画地区

市街地

農用地

霊山県立自然公園

主な道路

鉄道・駅

バス路線

河川・水路・湖沼主な歴史文化資源

社　寺

主な公園・緑地

主な観光交流施設

宅地造成地

■月舘地域の現況特性

市役所・支所

公共公益施設

教育施設

医療施設

主な山

行政界

地域界

都市計画区域

地区計画

土地区画整理事業

市街地

農用地

主な道路

鉄道・駅

バス路線

河川・水路・湖沼

主な歴史文化資源

社　寺

主な公園・緑地

宅地造成地
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５－２ 地域の将来像とまちづくりの目標
■ 将 来 像

■ ま ち づ く り の 目 標

みんな顔見知り　ゆったり住んで　安心なまち
　自然豊かな昔ながらの里山に残る「みんなが顔見知り」という特性を活かし、人と人
が織り成す「人の和」、「家族の和」、「地域の和」を大切にした、安全・安心に里山の暮
らしを楽しみ穏やかに暮らし続けることのできるまちづくりを目指します。

■魅力ある地域資源を活かした交流を育む里山地域づくりを推進します
　●…豊かな自然や郷土の里山景観、歴史文化、素朴な営みを活かす観光交流のまちづくりの推進
　●……東北中央自動車道（相馬福島道路）（仮）霊山 IC、道の駅整備を契機とした地域振興・活性
化の促進

■豊かな自然と里山、素朴な営みが共生した穏やかに暮らせるまちづくりを進めます
　●…自然環境や里山、農地、暮らしが共生した良好な住環境を維持する土地利用の推進
　●…豊かに地域に暮らし続ける身近な生活基盤の充実、安心・快適な住環境づくりの推進

■地域を結ぶ道づくりと暮らしの安全・安心を支える交通環境の充実を図ります
　●……地域間連携、暮らしや防災、地域振興等を支える中山間地域の道路交通環境の充実と機能強
化の推進

せせらぎの里 小手姫の里夏まつりの灯ろう
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５－３ 月舘地域まちづくり方針
（１）　土地利用の方針

（２）　道路・交通まちづくり方針

　月舘地域については、東北中央自動車道（相馬福島道路）整備に伴う将来的な拠点的開発の圧力が
想定されるため、地域の中心地が形成されている国道 349号沿道周辺を霊山地域から拡大する形で準
都市計画区域として新たに指定し、都市活力の向上及び創出と、乱開発を防ぐ秩序ある土地利用を推
進します。

■中心市街地の形成
　・…国道 349号沿道の既存商店街及び総合支所周辺の市街地は、中心都市拠点として行政、商業・
業務、サービス、生活支援等の都市機能の充実による中心市街地の形成を推進します。

　・地域連携軸である国道 349号、国道 399号沿道の機能強化と適切な沿道利用を促進します。

■工業ゾーン
　・…国道 349号沿道の御代田地区工業地は、既存の工場地の生産環境の拡充を推進します。
　・公害の未然防止と環境保全等に配慮しながら、新たな工業用地の確保について検討します。

■住宅地ゾーン
　・既存商店街や総合支所周辺は、良好な住環境を維持・保全する住宅地ゾーンの形成を図ります。

■広域幹線道路
　・…国道 349号は、中山間地域の月舘、霊山地域、また、保原地域を結ぶ南北の地域連携軸として
機能強化を図ります。

　・…国道 399号は、地域の骨格を形成する広域幹線道路として機能強化を図ります。

■幹線道路
　・…東北中央自動車道（相馬福島道路）及び（仮）霊山 IC整備に伴い、地域間の連携や交流を支援
する一般県道の機能強化と、環境保全や景観形成に十分配慮し、周辺地域との円滑な道路交通
ネットワークの確立に向けた幹線道路網の機能強化を図ります。

■里山集落地ゾーン
　・…市街地周辺や山間の里山集落地については、生活道路や排水施設等の基盤整備や生活利便性の
向上に努め、里山景観の保全と豊かな自然環境と共生する集落環境の維持・向上を図ります。

　・…総合支所周辺や集落地内においては、多様化する生活ニーズに対応した住環境整備や交流人口
の増加に向けた計画的な土地利用を図り、自然と調和した里山環境づくりを推進します。

■農業保全ゾーン
　・…市街地や里山集落地の優良農地の計画的な維持・保全とともに、農業生産環境と自然的環境の
保全に努め、グリーンツーリズムの推進など耕作放棄地の有効活用を促進します。

①　地域特性に応じた良好な市街地の形成

②　良好な住宅市街地の形成

①　幹線道路網の再編と機能強化

③　農地の保全と良好な里山集落地の形成
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（３）　地域活性化の方針

・…既存のバス路線の再編・充実を図るとともに、公共交通空白・不便地域の解消に向けたデマンド
型交通システムを充実・強化し、地域の実情や特性に即した公共交通の充実に努めます。

・…地域の主要な生活道路については、通過交通の排除や狭隘区間の解消を
図るとともに、歩行空間の確保や街灯の適正設置を進め、安全で快適な
生活道路網の形成を図ります。また、主要な道路にはポケットパークを
整備し、公園やコミュニティスペースとしての整備を図ります。

・…急時の対応や防災性に配慮し、災害時の避難路としての機能改善と中心市
街地との連携を強化し、利便性の高い安全で快適な生活環境を確立します。

■拠点機能の充実・強化と魅力の向上
　・…既存の中心市街地の周辺は、行政・文化機能、商業・業務機能、生活支援、交流等の都市機能
の充実と市民サービスの向上を図る地域の中心都市拠点の形成を推進します。

　・…月舘総合支所、月舘中央交流館周辺を月舘地域の中心的なコミュニティの拠点と位置づけ、霊
山地域など他地域との都市機能の補完を図りながら、都市機能の充実を図ります。

■賑わいある商業・業務地の形成と魅力の向上
　・既存の商店街の充実・活性化を図り、地域住民の利便性向上に努めます。

■観光レクリエーション拠点の機能充実と魅力の向上
　・…女神山周辺については、山岳信仰や歴史的背景を活かした魅力の向上と、登山道や憩いの場等
の基盤整備、エコツーリズム、グリーンツーリズムを促進し、新たな観光・レクリエーション
拠点の育成を図ります。また、つきだて花工房や観光スポットと連携した地域振興を推進します。

■活性化や交流を担うルート、基盤の充実
　・…中心市街地や集落、各観光スポットが一体となり連携を強化した、観光交流ネットワークづく
りを推進します。

　・市街地周辺の主要拠点や商店街、河川、公園等を結ぶ、回遊性の高い歩行空間の形成を図ります。

■観光交流拠点や特色ある地域資源を活用したまちづくりの促進
　・…つきだて花工房周辺は、農産物の直売や来訪者との交流を図る観光交流拠点としての機能充実
を図るとともに、豊かな自然環境と共生する地域特色を活かした里山づくりを推進します。

　・月見舘森林公園など、市街地や里山周辺の公園や河川空間のレクリエーション活用を図ります。
　・…布川せせらぎの里、つきだて交流館もりもり等の既存の交流施設については、自然体験型施設
の整備、学習機能の充実を図り、環境学習拠点としての形成を図ります。

　・…併せて、公園緑地の確保や水辺空間の活用等による潤いある環境整備に努め、各観光交流拠点
と連携し、地域の特産農産物を提供するなどの集客・交流の場づくりを進め、美しくゆとりの
ある里山づくりを推進します。

　・…道路幅員が狭く交通量の多い幹線道路で歩道が未設置の区間については、関係機関との調整を
図りながら、ユニバーサルデザインに基づいた歩きやすい安全な歩道整備を推進します。

②　公共交通の利便性の向上

③　安全・快適な暮らしの道づくり

①　中心市街地の活力向上

②　地域の活性化と観光交流のまちづくりの推進
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　・…山間の農山村地域については、東北中央自動車道（相馬福島道路）や（仮）霊山 IC整備等を契
機とし、地域資源の活用による地域振興、各種体験交流事業による地域活性化を推進します。

　・…下手渡地区交流館、御代田地区交流館、地区交流館等の地域の交流館周辺は、地域生活拠点と
して生活利便性の向上や地域特性を活かした活力と魅力の向上を図ります。

（４）　水と緑・景観まちづくり方針

・…御幸山緑地環境保全地域などの良好な自然環境の厳正な保全を図るとともに、レクリエーション
活用を図ります。

・…布川せせらぎの里、つきだて交流館もりもりなど、自然体験型施設の利用環境整備や学習機能の
充実による環境学習拠点の形成を図り、自然とのふれあいの場づくりを推進します。

・…月見舘森林公園等の主要な公園の機能充実と利用促進により、身近な水と緑の拠点の形成を図り
ます。

・…里山の維持管理と保全に努めるとともに、つきだて花工房周辺や布川せせらぎの里周辺のスポー
ツ・レクリエーション活動や交流の場、地域の憩いの場、森林や河川、里山の多様な機能を学習
する場としての適正な維持管理に努めます。

・…市街地内の防災機能など多様な機能を有する計画的な公園整備、集落内の小広場等の整備や小・
中学校を活用した身近な公園的機能の充実を推進します。

・…広瀬川など主要河川の豊かな自然空間の保全と活用、国道 349号等の幹線道路の地域にふさわし
い緑化などにより、水と緑のネットワークの形成を図ります。

・月舘市街地周辺を緑化推進重点地区に位置づけ、地域の顔にふさわしい積極的な緑化を図ります。

■身近な歴史文化資源の保全と継承
　・…女神山の山岳信仰や昔ながらの祭り・伝統行事、月舘流灯花火大会などの地域の風物詩の継承
と充実、景観まちづくりへの活用を図ります。

■特色ある景観資源の保全と活用
　・…養蚕機械の発祥の地として栄えた暮らしと産業の歴史文化の顕在化と、景観まちづくりへの活
用を図ります。

　・…豊かな自然環境や広瀬川等のうるおいある水辺景観、地域の四季折々の風景など、特色ある自
然景観の維持・保全に努めます。

　・…布川せせらぎの里、つきだて花工房等の特色ある施設景観の維持と、交流景観の魅力の向上を
図ります。

　・中山間地域の特徴的な農山村景観や良好な里山景観の維持・保全に努めます。

■景観に配慮したまちなみの形成
　・…月舘市街地の地域特性や資源を活かし、個性的で魅
力的な市街地の景観形成を図ります。

　・…国道 349号や国道 399号等の主要幹線道路は、田
園・果樹園風景など沿道景観と調和した道路景観の
形成を推進します。

①　自然の保全・育成とふれあいの場づくりへの活用

②　水と緑のまちづくりの推進

③　景観まちづくりの推進

つきだて花工房
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（５）　安全・安心な身近な暮らしのまちづくり方針

■身近な生活環境の整備・充実
　・…市街地や集落地における生活道路の改善・整備、交通安全対策の充実、合併処理浄化槽の普及促進、
情報基盤等の基盤整備を進め、生活環境の改善・向上を図ります。

　・…公園が不足する住宅地や集落地においては、広瀬川などの親水空間、雑木林や樹林地、耕作放棄地、
社寺境内地等を活用した身近な公園・広場の整備・充実に努めます。

　・街路灯・防犯灯の設置充実、地域ぐるみの防犯体制の強化など、防犯まちづくりを促進します。

■生活利便施設等の整備・充実
　・…総合支所など既存の公共施設の機能充実を図るとともに、地域自治・地域振興の拠点となる「交
流館」の機能充実と有効利用を図ります。

　・…ニーズや地域活性化への貢献、周辺土地利用との調整、交通アクセスの状況、他の核的施設と
の連携等など、配置や整備内容等についての総合的な検討を進め、生活利便施設の充実を図り
ます。

　・…つきだて花工房、つきだて交流館もりもり等の既存の交流施設については、災害時の避難所機
能や広域交流、地域振興とコミュニティの活力向上に資する機能充実と有効活用を図ります。

　・…学校教育施設は地域コミュニティの核として、余裕教室の利活用など機能の充実と施設の改善・
建て替え、適正配置を検討します。また、コミュニティ活動や防災活動に資する拠点として、
運営の検討や施設整備を進め有効活用を図ります。

・…月舘総合支所周辺等の主要な防災拠点や指定避難所の機能強化、防災関連施設の充実・強化に努
めるとともに、地域医療施設が連携した緊急時の救急医療体制の充実を図ります。

・…月舘市街地周辺の木造密集地域や消防活動困難区域等については、生活道路の改善・整備と避難
路の安全性の確保、建物の耐震化・不燃化等を促進し、災害に強い安全な市街地を形成します。

・…緊急時迂回路の確保、防災ヘリポートの充実など、中山間農村地域における災害時孤立対策の強
化を図ります。

・…広瀬川等の治水対策の促進、中山間地域の土砂災害危険区域における安全対策の強化、警戒区域
指定の周知徹底に努めます。

■健康まちづくりの推進
　・…既存施設を活用し、身近な運動や交流の場となる「ウェルネスサロン」の整備とともに、地域
ごとの拠点となる「ウェルネスサテライト」を整備します。

　・…広域医療機関や福祉・医療関連施設との連携強化による地域医療体制の充実に努めます。

■誰もが安心して暮らせる福祉の環境づくりの推進
　・…道路・歩行者空間、総合支所や既存公共公益施設、公園・広場、つきだて花工房等の文化交流
施設など、施設のバリアフリー化を促進します。

　・…既存福祉施設の機能充実、高齢者福祉や子育て環境の
充実など、福祉の環境づくりを推進します。

①　住環境整備の推進

②　防災まちづくりの推進

③　福祉のまちづくりの推進

月舘あじさいの小径
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東北中央自動車道

（相馬福島道路）

霊山地域

川俣町

飯舘村

国道 349号

国道 399号

御幸山

堀沢山

三郷森山

女神山 無垢路岐山

月舘総合支所
月舘中央交流館

御代田地区交流館

布川地区交流館

御代田バイパス

下手渡地区交流館

・つきだて花工房
・つきだて交流館もりもり

ゴルフ場

(一
) 臼
石・
月舘
線

(一
) 月
舘
・
川
俣
線

広
瀬
川

（仮）霊山 I.C

月舘市街地

女神山周辺

霊山県立自然公園

月見舘森林公園

住宅地ｿﾞｰﾝ
〈土地利用〉

里山集落地ｿﾞｰﾝ

自然・緑地ｿﾞｰﾝ

〈道路・交通〉 〈まちの拠点〉
高規格道路
（計　画）

幹線道路
（整備済）

広域幹線道路
（既　設）

〈交流・連携軸／主要ﾈｯﾄﾜｰｸ〉

地域連携軸中心都市拠点

地域生活拠点

水と緑の拠点

観光・
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ拠点
新たな都市機能
の誘導拠点
新たな観光・
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ拠点

主要な
交通結節点

その他の
主要道路

地域幹線道路
（整備済）
地域幹線道路
（計　画）

〈その他〉

老人福祉施設

行政施設

文化・ｽﾎﾟｰﾂ施設

児童福祉施設等

教育施設

社会教育施設

主な歴史文化資源

主な公園・緑地　

主な観光交流施設　

行政界
都市計画区域界
地域界

主な山地
河川・水路・湖沼

■月舘地域まちづくり方針図



【計画の実現に向けて】

伊達政宗（17代）



121

１　まちづくりの基本的な考え方

（１）　協働によるまちづくりの推進
　まちづくりは、「市民・事業者等・行政」がまちづくりの目標や将来像を共有し、お互いの知恵とエ
ネルギーを結集しそれぞれの役割を果たしながら、密接に連携し協働していくことが重要です。
　真に「健幸」で暮らしやすいまちづくりを進めていくには様々な困難も予想されますが、それを乗
り越えていくには、市民をはじめとした多様な主体による十分な協議と協力が不可欠となります。
　これから目指すべき新生伊達市のまちづくりは、市民主体を基本として、これまで以上に市民参加
の取り組みを継続し、さらに発展させ、事業者等及び行政とともに相互の適切な役割と責任を認識し、
ともに考え・行動し育んでいく「協働」により実践していきます。

■まちづくりの役割分担相関図

■まちづくり主体の役割

伊達市協働のまちづくりシンポジウム
協力と連携

協力と連携 協力と連携

市　民
（市民、自治会、
NPO等の団体）

事業者等
行　政

（伊達市、福島
県・国、関係機

関等）

協働の
まちづくり

■市　民
　まちづくりの主役は市民です。
自分たちが住む地域をもう一度
見直し、周辺に配慮した住まいづ
くりや暮らし方など、自らできる
ことを自発的に進めていくこと
が重要です。
　一方、市民一人一人が活動する
には限界があります。個人の活動
を超えた、地域の自治会、ＮＰＯ
（特定非営利活動法人）やボラン
ティア団体・グループなどは、今
後のまちづくりの牽引役として、
地域住民との連携強化と、活発な
活動を展開していくことが期待
されます。

■事業者等
　商業、工業、デベロッ
パー、ハウスメーカーなど
の民間事業者や企業等は、
企業活動や経済活動、研
究・教育活動を通じて直接
的・間接的にまちづくりに
関わっています。
　事業者等もまちづくりの
担い手の一員としての役割
と責任を理解し、積極的に
まちづくりに参加するとと
もに、専門的な知識を活か
した協力や支援など、社会
的な役割を果たしていくこ
とが求められています。

■行　政
　行政は、「伊達市都市計画
マスタープラン」に基づき、
市民、事業者等との協働の
もと、都市計画の決定や具
体的なまちづくり事業の実
施など総合的・効率的なま
ちづくりを推進していきま
す。
　また、まちづくりに関す
る情報提供や意識啓発、ま
ちづくり活動への支援、ま
ちづくり推進体制の充実な
ど、協働によるまちづくり
の推進に向けた合意調整や
地盤づくりに努めます。

第５章 計画の実現に向けて
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（２）　長期的な視点に立った戦略的・計画的なまちづくりの推進
　まちづくりには、長い時間と多大な費用、多く
の市民の理解と労力が必要となります。また、持
続的なまちづくりを推進するためには、安定した
財源の確保が不可欠となり、限られた財源と人材
をいかに活用し、計画的かつ効果的に事業を行っ
ていくかという視点が重要となります。
　地方分権の進展に伴い、厳しい財政状況の中、
効率的な都市経営が求められており、本市では平
成 27年 4月に策定した「伊達市第２次総合計画」
（平成 27年度～平成 34年度）において、持続可
能な行政経営の推進を目標に、地域との協働のも
と、行財政運営の効率化・健全化に取り組んでい
ます。
　今後のまちづくりは、これまで整備されてきた公共施設や都市基盤などのストックを維持・活用し
つつ、限られた財源と人材をいかに活用し、効果的に事業投資していくかという視点が求められてい
ます。また、民間活力の活用等も検討しながら、事業の効果や優先性を見極めた的確な事業実施や施
策推進が重要となります。

　そのため、整備の必要性や緊急性、住民等の合意形成、事業の熟度、事業効果等の様々な観点から
検討を行い、国・県及び関係機関との連携強化を図りながら、多様な方策による財源の確保を図りつつ、
長期的な行財政運営の視点に立った戦略的かつ計画的なまちづくりを推進していきます。
　また、東日本大震災からの復旧・復興に係る関連事業に要する財源を確保するため、国や県に対し、
財政支援や税制度の優遇措置を要請し、これまで以上に効率的な行財政運営を進めていきます。

協働のまちづくり推進市民会議
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２　都市計画マスタープランの実現に向けた施策

　「伊達市都市計画マスタープラン」で掲げた将来像やまちづくりの目標、まちづくり方針の実現に向
け、次のような施策の取り組みを図ります。

■実現に向けた施策の体系

⑴
参
加
と
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

（3）重点施策の推進

⑵
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の

効
果
的
な
活
用

１）	市民を主体とした参加と協働
のまちづくりの推進

２）	協働によるまちづくりを促す
仕組みづくり

３）	行政の推進体制の充実と仕組
みづくり

１）	都市計画の指針・地域まちづ
くりの指針としての活用

３）	都市計画マスタープランの進
行管理と見直し

４）	都市計画区域等の見直しと新
しい地域ルールの確立

２）国や県、関係機関等との連携に向けた活用

①まちづくりの普及・啓発活動の推進
②市民の主体的なまちづくり活動の支援
③�情報発信と市民意向を反映する多様な手法の
実施

①�参加型・協働によるまちづくりへの支援策の
充実
②まちづくりを支援する組織づくりの充実

①庁内体制の充実と連携の強化
②庁内まちづくりの人材育成
③まちづくり条例等の策定の取り組み

①都市計画の総合的な指針としての活用
②地域まちづくりの指針としての活用
③�まちづくり事業や地域のルールづくりへの活用

①都市計画マスタープランの周知と進行管理
②都市計画マスタープランの計画の見直し

①都市計画区域等の見直し
②新しい地域ルールの確立

①伊達市健幸都市基本構想・基本計画の推進
②（仮称）伊達市インターチェンジ周辺土地利用構想の推進
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（１）　参加と協働のまちづくりの推進　
　本市では、市民が主体となったまちづくり活動が拡がりをみせ、協働の気運が芽生えています。
　「参加と協働のまちづくり」を推進するためには、市民のまちづくりへの関心や参加意欲をより高め
ていくとともに、今ある活動の小さな芽を育て、活動の輪を広げていくことが重要です。
　そのため、参加型まちづくりの積極的な推進、参加型まちづくりを促す支援策や仕組みの充実、行
政の推進体制の充実を図り、市民が積極的に参加できるような取り組みを推進していきます。

１）市民を主体とした参加と協働のまちづくりの推進

　まちづくりは、市民の暮らしや環境を向上していくことが大切であり、そのためには、身近なと
ころから「自分の暮らす地域の現状や問題点は何か」、「どのようなまちづくりが望ましいか」など、
まちづくりに関する様々な情報提供や問題提起から、関心を喚起していくことが必要です。
　そのため、市の広報やホームページでの情報公開、パンフレット等によるＰＲ、シンポジウムや
まちづくり講座、イベントなどの開催、さらに、学校教育や社会教育を通したまちづくりに関する
情報の共有化など、子どもたちや高齢者にもわかりやすく誰もが興味をもてるよう、まちづくりの
普及・啓発に努めていきます。

　本市は、５つの地域の連携強化を図り、“ひと”や“もの”、“情報”等が行き交い、市民相互が助
け合い協力し合う、コミュニティの充実した都市づくりを目指すとともに、地域独自のまちづくり
が相互に連携・調整できる体制をつくり、本市全体の魅力の向上を図ることを目標としています。
　地域では、梁川川北地区の蔵のまちなみの協定運営委員会による良好な景観づくりや、白根地区
の健幸都市推進協議会、専門部会による健幸なまちづくりに向けた活動の取り組み、さらに、市内
におけるアダプト制度による緑化・清掃活動など、市民の主体的な活動が盛んに行われています。
　本市は、「生涯学習ボランティア活動支援センター」において「総合人材バンク」を設置しており、
このような既存の組織を活動基盤として、自治会や各種ボランティア団体、ＮＰＯなどの活動と連携・
強化を図ることで更に充実・発展させ、活力あるまちづくりや地域づくりに結びつけていけるよう、
活動機会の充実と活動を支援する仕組みづくりを推進していきます。

　本市では、行政のみでは解決できない多様な地域の課題について、市民の提案を募集し、市と提
案団体とが協働して行う「公募提案型協働モデル事業」を実施し、市民意向の把握に努めています。
多様な主体のまちづくりへの関心や自主的なまちづくりへの参加意欲を高めるためには、様々なま
ちづくりに関する情報発信とともに、まちづくり活動に関わる情報・意見等を行政が受け止めるシ
ステムの確立を図ることが必要です。
　そのため、既存の公募提案型協働モデル事業の充実を図るとともに、アンケート調査やワーク
ショップの開催等を通じた市民意向の把握や、まちづくりの成果を公開し意見交換を行う機会の充
実、PC（パブリックコメント）＊1 や PI（パブリックインボルブメント）手法＊2 を活用した意見聴
取の機会の拡充、市民からまちづくりに係わる都市計画の内容について提案を行うことのできる「都
市計画提案制度＊3」の活用を図ります。

①　まちづくりの普及・啓発活動の推進

②　市民の主体的なまちづくり活動の支援

③　情報発信と市民意向を反映する多様な手法の実施

注）＊１　PC（パブリックコメント）：一般的には住民意見という意味。ここでは、行政計画などを原案段階で公表し、
一般住民から意見を募り、その上で意思決定を行う手続きのことをいいます。

　　＊２　PI（パブリックインボルブメント）：一般的には、行政が立案・策定する計画など、政策決定の過程に広
く住民の意見を求め、策定の過程を知る機会を設ける仕組みのことを指しています。

　　＊３　都市計画提案制度：地域のまちづくりに対する取り組みを都市計画行政に積極的に取り込んでいくため、
住民または、まちづくり団体からの都市計画決定などの提案ができる制度です。
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２）協働によるまちづくりを促す仕組みづくり

　本市では、市民と行政がともに地域特性を活かしたまちづくりを推進するため、有識者や公募、
NPO等の市民活動団体関係者等の委員で構成する「伊達市協働のまちづくり推進市民会議」の設置
や、「伊達市市政アドバイザー」の委嘱等により、計画や施策の検討・推進とともに、協働によるま
ちづくりの普及・啓発を行っています。
　また、都市の若者を「伊達市地域おこし支援員」として、中山間地域の 10地区（平成 25年 10
月現在）において、地域づくり活動やまちづくり計画の策定等に取り組む国の地域おこし協力隊事
業を活用した「生き生き集落づくり事業」の推進や、中山間地域のコミュニティの再生など地域課
題の解決に向けた「復興支援員」を設置しています。
　まちづくりは、できるところから少しずつ実現していくという大変息の長い仕事です。そのため、
小さくても目に見えるような成果を多くの市民と共有することで、まちづくりの気運を持続し、少
しずつ高めていくことが必要です。
　そのため、自分たちの住むまちを良くしようと自発的に取り組む地域のまちづくり活動に対して、
必要な情報提供、話し合いの場づくり、まちづくり専門家の派遣等の支援策を充実していきます。
　また、ＮＰＯ（特定非営利活動法人）、ボランティア団体等の活動や、その中から出てくる積極的
な提案は、まちづくりを進める上で重要な役割を果たすことから積極的な支援を図るなど、市民等
が様々なまちづくり活動に自主的に取り組み、参加していけるよう、次のような支援策の取り組み
を推進していきます。

　まちづくりの現場では、市民やNPO・ボランティア団体、事業者、行政等、多様なプレーヤー（ま
ちづくり主体）が関わってきます。まちづくりを円滑に進めていくためには、これらの多様なプレー
ヤーの橋渡し、接着剤となる柔軟で小回りのきく組織・体制づくりが必要です。
　本市では、平成 23年度に「市民活動支援センター」を
設置し、諸団体や活動ネットワークの核として、市民への
情報提供や各種講座等を開催し、団体活動の活性化や育成
を支援しています。
　今後も市民等の主体的な活動を促すため、ボランティア
活動やNPO法人開設への支援など、支援活動センターの
充実を図るとともに、本市にふさわしい「まちづくり支援
組織」の検討を進めていきます。

①　参加型・協働によるまちづくりへの支援策の充実

②　まちづくりを支援する組織づくりの充実

■想定される支援策（例）

○まちづくり相談窓口の設置（全市および各地域など）
○まちづくりに関する情報提供の充実（伊達市広報・ホームページ、インターネットの活用等）
○…「伊達市協働のまちづくり推進市民会議」、「伊達市市政アドバイザー」、「伊達市地域おこし支
援員活動」、「復興支援員」等の既存のまちづくり支援策の充実・拡充

○まちづくり協議組織等の認定制度の活用
○…まちづくり専門家派遣制度、「いきいき事業基金」等のまちづくり活動に対する助成金交付制度
等の充実

○…まちづくりリーダー育成のための「まちづくりセミナー」の開催、「総合人材バンク」、「伊達市
ボランティアコーディネーター」の活用等の人材育成　など

伊達市のイノシシ革を使った製品
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３）行政の推進体制の充実と仕組みづくり

　都市計画マスタープランに基づくまちづくりを推進するためには、ハードとソフトが融合した総
合的かつ一体的な展開が必要です。そのため、都市計画や都市整備・建設分野だけではなく、商工、
農政、観光、防災、環境、福祉、教育・文化など、庁内の様々な分野と連携しながら、個々の計画
や事業の調整を行ない、総合的に進めていく必要があります。
　そのため、関係各課の協議・調整の場となる横断的な検討組織の充実を図るとともに、計画段階
から事業実施段階に至るまで、より多くの市民やまちづくりに関わる組織、事業者等の意見を反映
する体制づくりを推進していきます。

　参加と協働のまちづくりや、継続的なまちづくりを推進していくためには、まちづくりについて
の専門的な知識と熱意ある行政職員の育成が重要です。
　そのため、まちづくりの研修や地域での実践的なまちづくり活動を通じて行政職員の専門性を高
めるなど、まちづくり人材の育成を図ります。

　協働によるまちづくりを進めていくためには、市民、NPO・ボランティア団体、事業者、行政等が、
まちづくりに取り組む姿勢や理念について共通の認識を持つ必要があります。
　今日、全国的には、協働のまちづくりの行動指針となる「まちづくり条例」を制定している自治
体が増えつつあります。
　本市では、健幸都市基本条例や住みよいまちづくり安全安心条例、情報公開条例、建築協定条例
など、まちづくりに関わる多くの条例を定めています。
　今後、協働によるまちづくりの一層の推進を図るため、本市の特性・実情に即した「まちづくり条例」
の制定に取り組みます。

①　庁内体制の充実と連携の強化

②　庁内まちづくりの人材育成

③　まちづくり条例等の策定の取り組み

市民懇談会風景
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（２）　都市計画マスタープランの効果的な運用
　伊達市都市計画マスタープランは、市民、事業者、行政等が「まちの将来像」を共有し、その実現
に向けた協働のまちづくりを積極的に推進していく指針の一つとして定めたものです。
　そのため、都市計画の基本的方針として、都市計画の運用やまちづくり事業の実施に際し活用して
いくことはもとより、地域単位のまちづくりのガイドラインとしての活用、多様な分野の施策との連携、
国や県、関係機関との連携に向けた活用など、効果的な運用を図ります。
　また、効率的かつ効果的なまちづくりを推進するため、計画の適切な進行管理と、本市をとりまく
社会情勢の変化に柔軟に対応し、必要に応じて計画の見直しを行います。

１）都市計画の指針・地域まちづくりの指針としての活用

　都市計画マスタープランは、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、まちづくりにお
ける上位計画として、今後の土地利用や道路交通、都市施設、都市整備やまちづくりに関する整備、
開発および保全に関する関係各種計画の総合的な指針として活用を図り、その他の関連計画との整
合・調整を図ることが重要となります。
　また、各種都市計画事業等のまちづくり事業の実施に際しても、都市計画マスタープランに即し
た実施計画が基本となり、それらの事業の適切かつ効果的な事業化を図っていくものです。
　今後、本市をとりまく社会情勢の変化等において、次に示すような現在の都市計画の変更や新た
な都市計画の決定が必要となる場合については、本計画に示すまちづくり方針に即し、市民意向等
を勘案しながら、適切な都市計画の変更・決定を図っていきます。

　本マスタープランは、将来像、分野別まちづくり方針、地域別まちづくり方針で構成され、どの
セクションにおいても、それぞれ１つのまちづくり方針として完結するように編集しています。
　このため、都市計画の総合的な指針としての活用はもとより、市全体のまちづくりの方向性につ
いて統一した認識のもと、各地域が連携し合いながらまちづくりの実現を図る上での、地域まちづ
くりの指針としての活用を図ります。

　公共施設の整備や道路・公園・下水道・河川などの基盤整備など、地域の具体的なまちづくり事
業を行う際は、本計画に示すまちづくり方針に基づき事業の推進を図ります。
　また、地区計画など、まちづくりに関する地域ルールについても、都市計画の提案制度や地区計
画の申出制度の活用を推進し、市民や事業者等と協働した特色あるまちづくりを進めます。

①　都市計画の総合的な指針としての活用

②　地域まちづくりの指針としての活用

③　まちづくり事業や地域のルールづくりへの活用

■想定される都市計画の変更・決定

○都市計画区域の再編（県北都市計画区域、霊山都市計画区域）
○用途地域の変更（東北中央自動車道（相馬福島道路）周辺など）
○都市施設の決定・変更（都市計画道路、都市計画公園など）
○地区計画の決定　など 



128

２）国や県、関係機関等との連携に向けた活用

３）都市計画マスタープランの進行管理と見直し

　国や県、近隣市町村との広域的なまちづくりや、本市所管外のまちづくりを推進する場面では、
本マスタープランをもとに連携・調整を図っていきます。
　特に、東北中央自動車道（相馬福島道路）IC周辺整備をはじめ、道路や河川等の事業者となる国
や県に対して、事業の早期実現を働きかけていきます。
　また、JR東北本線や阿武隈急行線、バスなどの交通事業者、警察、消防、医療機関など、多様な
関係機関との協議・調整と協力を得ながら、まちづくりを推進していきます。
　東日本大震災の復旧・復興にあたっては、本市は市内のみならず県全体、ひいては南東北の交流・
地域活性化に貢献し、復興を牽引する存在を目指すことが重要となっています。
　特に、浜通りの復興に向け、地理的条件を活かした復興の牽引役となることが必要です。そのため、
人口減少や福島原発事故の影響の中、多様で複雑な地域課題の解決に向け、近隣市町との十分な協議・
調整のもと、地理的及び歴史的な背景や将来ビジョンを共有する地域との広域的な協力・協調を図り、
定住促進や地域活性化等を見据え、広域交通網整備、観光、防災など、県北地域全体の復興・振興
に向け連携を強化していきます。
　また、復興特区制度を活用した規制緩和や財政支援など、国や県が実施する事業や支援との連携
や整合を図り、計画的・効果的な復興を推進していきます。

　都市計画マスタープランの活用の第一歩は、その内容を広く市民に知ってもらうことです。その
ため、総合支所や交流館等をはじめとする公共施設等での閲覧をはじめ、市の広報やホームペーシ
の活用などにより、周知を図ります。
　計画の進行管理については、定期的にまちづくりの進捗状況を公開するとともに、行政、市民が
協働で進行管理を行う体制づくりを検討します。

　都市計画マスタープランは、概ね 20年後を見据えた計画として策定されますが、計画に掲げた
まちづくり施策の進捗状況を点検・評価しながら、時代の変化に柔軟に対応する必要があります。
　そのため、東北中央自動車道（相馬福島道路）整備や復興施策の進捗状況など、今後の本市をと
りまく社会経済情勢の変化や、国や県、市の上位計画等の変更が生じた場合、「第２次伊達市総合計画」
における施策との調整や各種事業等の熟度なども勘案し、必要に応じて施策の見直しを図ります。

■都市計画マスタープランの進行管理のイメージ

①　都市計画マスタープランの周知と進行管理

②　都市計画マスタープランの計画の見直し

計画（PLAN）

 評価（CHECK）

見直し・改善（ACTION）   実行（DO）

・計画の立案
・�事業効果の予測、事業実施
に向けた予算確保など

・�行政評価システム等による
進行管理・評価

・市民意向の把握など

・施策の見直しの検討
・�社会状況の変化や市民ニー
ズに即した見直しなど

・施策・事業の推進
・�事業内容、進捗状況等の情
報公開など

連携・協働
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４）都市計画区域等の見直しと新しい地域ルールの確立

　本市の土地利用の現状と将来的な変化を見据え、現行の都市計画区域、区域区分、用途地域につ
いて次のような方向で見直し等を検討します。

■都市計画区域の再編検討
【県北都市計画区域】
　○…伊達・梁川・保原地域については、近隣市町との広域的連携の見地から区域区分を行う県北都
市計画区域（線引き都市計画区域）として良好な市街地の形成、優良な農地との調和など計画
的な都市づくりを進めてきました。

　○…これらの三つの地域は、東北中央自動車道（相馬福島道路）の整備に伴い土地利用の変化が予
想されることから、一体的な都市づくりと地域の実情に即した計画的な土地利用の推進、及び
効率的な都市計画の推進を図るため、現行の区域区分等について見直しを検討します。

　○…この都市計画区域内においては、骨格的な幹線道路網の再編・整備と拠点的な都市機能の強化
を図り、新生伊達市の基盤づくりを図ります。

【準都市計画区域】
　○…霊山及び月舘地域については、両地域ともに人口動態や産業活動の動向が減少傾向にあり、都
市的な活用が低下しています。伊達市都市計画として一体的な都市づくりを推進することを前
提に、伊達・梁川・保原地域の都市計画区域を核とする都市機能の分担を図ります。

　○…なお、東北中央自動車道（相馬福島道路）及び ICの整備による開発等の需要が想定されますが、
法制度による適正な土地利用コントロールを行うことで、大きな混乱は避けられるものと考え
られます。従って、両地域においては、法制度による適正な土地利用コントロールを行い、保
全を主としたまちづくりを進めます。

　○…霊山地域においては、IC開発の需要等から、保全を主とした秩序ある適正な土地利用のコント
ロールを図るため、都市計画法による誘導・規制を継続することとし、霊山都市計画区域を準
都市計画区域に変更し、整備・保全型土地利用を誘導します。

　○…月舘地域については、開発の需要を適正にコントロールすることを目的として、主として中心
市街地が形成されている国道 349号沿道に、霊山地域から拡大する形で準都市計画区域を指定
し、整備・保全型の誘導を図ります。

■区域区分や用途地域の見直し検討
　…　東北中央自動車道（相馬福島道路）の整備により、市街化の進行が予想される（仮）国道 4号
IC周辺地域や（仮）福島保原線 IC周辺地域においては、市街化の動向や後述する「（仮称）伊達
市インターチェンジ周辺土地利用構想」を勘案しながら、区域区分の見直し（市街化区域への編入）
や土地利用計画に応じた用途地域の見直しを検討します。

①　都市計画区域等の見直し

東北中央自動車道整備（相馬福島道路）（霊山石田地区）
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　都市計画による規制を補完し、地域の実情にあったきめの細かい土地利用の誘導を図るため、次
のような取り組みを推進します。

■土地利用ガイドラインの作成
　…　用途地域を除くいわゆる白地地域につ
いては、都市計画法に基づく直接的な土地
利用誘導の手だてがないのが実情です。そ
のため、この点を補完するために本マス
タープランの土地利用方針に基づき「土地
利用ガイドライン」を作成し、土地利用の
方向を地域毎にきめ細かく定め、計画的な
土地利用の誘導を図ります。

　…　また、土地利用ガイドラインに実効性を
もたせるため、次に示す土地利用に関する
条例等の制定に向けた検討を図ります。

■土地利用に関する条例等の検討
　○…近年、いくつかの自治体で都市と農村地域の共生を目指した計画的な土地利用の推進を図るた
め、自治体独自の「土地利用条例」等を制定している事例が増えています。

　○…本市においても、土地利用ガイドラインに実効性をもたせるため、田園集落地をはじめ白地地
域における計画的な土地利用の誘導を図るため、土地利用に関する条例の検討を図ります。

■地区計画ガイドラインの積極的な活用（ルールに基づくまちづくりの推進）
　○…本市は、「伊達市市街化調整区域における地区計画制度の運用基準の概要（地区計画ガイドライ
ン）」により、市街化調整区域等における良好な居住環境の維持・形成、及び、安全・安心なま
ちづくりに寄与する地域の特性に応じた土地利用の誘導に取り組んでいます。

　○…計画的な土地利用や地域の特性に応じた良好な住環境を形成するためには、法律や条例に基づ
く制度だけでなく、そこに暮らす市民自らがまちを大切にし、土地の使い方、建物の建て方、
ゴミの出し方、緑の育成等についての共通のルールをつくり、育てていくことが望まれます。

　○…まちのルールとしては、法律に基づき、本市で取り組んでいる住民の合意形成に基づく「地区
計画」や「建築協定」、「緑地協定」といったものや、住民等が任意に定める「まちづくり協定」、
「景観協定」などがあります。

　○…本市では、地区計画制度による地域の特性に応じた良好な地域づくりの誘導を推進するととも
に、こうした自発的なルールづくりがまちづくりの重要なきっかけになるものと考え、これら
の制度の活用と住民の自主的なルールづくりを積極的に支援していきます。

②　新しい地域ルールの確立

■土地利用ガイドライン（例）

１．ガイドラインの対象地域　～用途地域を除く全域～
２．土地利用地域の区分
　●�田園居住地域（伊達、梁川、保原市街地周辺の宅

地化が進み農地と住宅が混在する住宅地、集落地）
　●里山集落地域（霊山・月舘地域周辺の農業集落地）
　●沿道サービス地域（幹線道路沿道）
　●農業保全地域（農振農用地）
　●自然環境保全地域（森林等の自然・緑地ゾーン）
３．土地利用地域のガイドライン
　●対象地域
　●土地利用の方針
　●制限に関する事項
　　・特定用途制限地域（都市計画区域のみ）
　　・開発行為・建築行為の制限に関する事項等
４．その他
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　まちづくりは、長い時間と労力、多大な費用が必要となります。厳しい財政状況の中で、都市計
画マスタープランを効率的に実現していくためには、各々の施策や事業の必要性、緊急性、費用対
効果などを勘案し、長期的な行財政運営の視点に立った戦略的かつ計画的なまちづくりを推進して
いく必要があります。
　そのため、「伊達市都市計画マスタープラン」では、次のような重点施策を位置づけ、積極的な推
進を図っていきます。

　本市では、「健幸都市～安心して子育てができ、安心して歳がとれるまち」を目指して、「伊達市
健幸都市基本構想」（平成 24年 3月）及び、「伊達市健幸都市基本計画」（平成 26年５月）の策定、「健
幸都市基本条例」の制定を行いました。
　本構想・計画を、本市の将来の都市づくりを牽引する重点施策として位置づけ、重点的な取り組
みを図ります。

１．すべての人が健康なまち
２．すべての人が心豊かに安心して生活できるまち
３．放射線を正しく理解し心身の健康が守られるまち

●健康づくり　～　健康をうながすまち
●暮らしづくり　～　自然と歩きたくなるまち
●ひとづくり　～　健幸マインドのまち

安心して子育てができ、安心して歳がとれるまち

（３）　重点施策の推進　

伊達市健幸都市基本構想・基本計画の推進重点施策－１

■健幸都市基本構想・計画の骨子

【基本理念】

【将来像】

【健幸都市づくりの基本方針】

【重点的な取り組み】

1. 健幸クラウドの充実・活用（市民の健康に関するデータベースと分析システム）
2. 健康づくりの拠点の整備
　（ウェルネスベースとウェルネスサロン、ウェルネスサテライトなど）
3. 普及啓発（イベント等各種周知・普及事業）
4. 健幸マイレージの構築（健幸ポイント制度など仕組みの充実）
5. モデル地区での取り組みの充実（霊山地域掛田地区、梁川地域白根地区）
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　東北中央自動車道（相馬福島道路）及び ICの整備は、本市の復興・再生に向けた好機であり、大
きな整備効果や波及効果が期待されています。
　本マスタープランでは、（仮）国道４号 IC周辺及び（仮）福島保原線 IC周辺地域等を“伊達市の
復興・再生を牽引する戦略的な都市機能の誘導拠点”として位置づけ、都市の再生・活性化に向け
た次のような「（仮称）伊達市インターチェンジ周辺土地利用構想」の推進を図ります。

（仮称）伊達市インターチェンジ周辺土地利用構想の推進重点施策－２

■「（仮称）伊達市インターチェンジ周辺土地利用構想」の概要

■「（仮称）伊達市インターチェンジ周辺土地利用構想」の範囲

【地域づくりの目標】

【地域整備の基本方針】

～伊達市の復興・再生と健幸都市づくりを牽引する戦略的かつモデル的な地域づくりの推進～

　「第２次伊達市総合計画」や「伊達市再生・発展まちづくりグランドデザイン」に掲げる将来
像と再生・発展戦略に基づき、伊達市の復興・再生を支え、未来を牽引する戦略的プロジェク
ト地域として、自然環境や地域農業との共生を図るとともに、ICの整備効果を最大限に活かし
ながら、健康、医療をはじめ、産業、居住、観光レクリエーション、交流文化など多様な都市
機能を備え、環境を重視した、活力と誰もが安心して生活できる地域づくりを目指します。

●定住の促進と誰もが安心して生活できるまちづくりを目指します。
●本市の次代を担う新たな産業の誘致と育成を目指します。
●農を活かした地域づくり～地域農業の再編と活性化を目指します。
●計画的な土地利用の推進を目指します。
●新たな地域づくりを支える道路交通体系の確立を目指します。
●良好な地域資源を活用した地域づくりを目指します。
●環境を重視した地域づくりを目指します。
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　　用語解説

あ　行 
ＩＴ
インフォメーションテクノロジー（英語：infor
mation…technology）の頭文字をとった略語で、
情報技術のこと。インターネット、通信、コン
ピュータなど情報に関する技術をさす。

アイデンティティ
自己が環境や時間の変化にかかわらず、連続す
る同一のものであること。主体性。自己同一性。

空き家バンク（制度）
空き家の有効活用を通し、地域住民と都市住民
の交流拡大および定住促進による地域の活性化
を図る事を目的に、空き家情報の提供を行う制
度。空き家などを賃貸および売却を希望する所
有者から物件の提供を求め、行政のホームペー
ジなどを通じて「空き家バンク」へ登録した物
件情報を希望する人へ提供するもの。

アグリツーリズム
広義には「都市と農村の交流」のこと。農場で
休暇を過ごしたり、農業体験を通してふれあい
の中で生まれる交流を楽しむ余暇活動のこと。

アダプトプログラム
里親制度をさす。ボランティアとなる住民や団
体が里親となって、一定区画（公園など）を自
らの養子とみなし、清掃・美化などを行い面倒
をみる仕組みのこと。

遺　構
残存する古い建築物。また、昔の都市や建造物
の形や構造を知るための手がかりとなる残存物。

移動体通信
どちらかまたは両方を動かせる通信方式。携帯
電話や PHS等の無線を利用したサービスを指す。

インフラ
インフラストラクチャー（英語：infrastructu
re）の略語で、基盤や構造の意味をもつ。一般的
には、道路、上下水道などのほか、学校、病院、
公園、通信、交通等も含めた生活や経済活動を
支える社会基盤のこと。

ウェルネス
積極的に心身の健康維持・増進を図ろうとする

生活態度・行動。
ウェルネスサロン
「伊達市健幸都市基本計画（平成…26 年…5 月）」
において、健幸都市を推進するための最も身近
な健康づくり及び交流の場として位置づけられ、
集会所や既存公共施設等を活用し、管理運営は
市民主体で、市は必要な支援を行うとしている。

ウェルネスサテライト
上記と同様、地区レベルの健康づくり及び交流
の拠点施設として位置づけられ、交流館や既存
の公共施設等を活用し、運動教室や脳トレーニ
ング、筋力トレーニング、人材育成、健康デー
タの集約等を行うとしている。

雨水流出抑制（施設）
雨水が急激に河川に流れ込むことにより生じる
洪水（都市型洪水）に対応し、宅地内に降った
雨水が直接下水道管や河川に流れ込むピーク時
の量を抑えるための施設。主に、宅地内に降っ
た雨水を一時的に貯留する貯留施設（遊水池等）
と雨水を地中に分散・浸透させる浸透施設（浸
透桝 ･浸透管等）がある。

エコツーリズム
環境や社会的なものまで含めての生態系の維持
と保護を意識し、地域社会発展への貢献を考慮
したツーリズム（旅行、リクリエーション）の
こと。…エコツーリズムを具体化したツアーをエ
コツアーと呼ぶ。

エコファーマー
平成 11 年 7月に制定された「持続性の高い農
業生産方式の導入の促進に関する法律（持続農
業法）」第 4条に基づき、認定された農業者。土
づくりや化学肥料・化学農薬の使用低減を一体
的に行う「環境にやさしい農業」の実践者のこと。

ＮＰＯ（特定非営利活動法人）
ノンプロフィットオーガニゼーション（英語：
non-profit…organization）の略語で、行政や民
間企業に属さず、社会的に必要な公益的活動を
行う住民による非営利の組織のこと。

ＭＣＡ無線
1 つの制御局から発する複数の周波数を、多数

※主に都市計画マスタープランで使われる用語を含む

参 考 資 料



134

のユーザーが利用することで周波数の有効利用を
図るシステム。パワーが大きい上、複数の中継局
を利用できるので、広域通信が可能となるなど通
話距離が格段に異なる。

延焼遮断帯
道路、河川、鉄道、公園、緑道等の都市施設と、
それらの沿線の一定範囲に建つ不燃化建築物によ
り構築される、市街地火災の延焼を防止する帯状
の不燃空間である。

オープンガーデン
ガーデニングの先進国イギリスで発祥し、個人の
庭を開放し、一定期間一般の人々に開放するなど、
地域の美化に寄与するボランティア活動のこと。

オープンスペース
公園・広場・河川・農地など、建物によって覆わ
れていない土地を総称していう。

温室効果（ガス）
大気中の二酸化炭素やメタンなどのガスは、太陽
からの熱を地球に封じ込め地表を暖める働きがあ
り、これらのガスを温室効果ガスという。近年、
産業の発展や森林伐採等の人間活動の活発化に伴
い温室効果ガスの濃度が増加し、大気中に蓄熱さ
れる量が増え地球規模での気温上昇（温暖化）が
進行し、京都議定書をはじめ世界各国の排出量削
減対象となっている。

か　行 
ガイドライン
ある物事に対する方針についての指針・指標のこ
と。ルールやマナーなどの決まり事、約束事を明
文化し、それらを守った行動をするための具体的
な方向性を示すもの。

過疎化
人口が急激かつ大幅に減少したため、地域社会の
機能が低下し、住民が一定の生活水準を維持する
ことが困難になりつつある状態、あるいはその過
疎がさらに進行する状態のこと。

合併処理浄化槽
し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽のこと。
下水道のない地域での水環境の汚染の防止に有効
とされる。

環境保全型農業
農薬や化学肥料の使用を抑え、自然生態系本来の
力を利用して行う農業のこと。
間伐材
森林の成長過程で密集化する立木を間引く間伐の

過程で発生する木材のこと。
狭あい道路
法律上の定義はないが、主に幅員 4m未満の狭
い道路のことで、いわゆる 2項道路※をさす場
合が多い。自治体によっては細街路とも呼ぶ。
※ 2項道路：…建築基準法第 42 条第 2項の規定

により、建築基準法上の道路とみ
なされる道路、建築基準法施行前
の要件を満たさない敷地を救済す
るための規定（みなし道路）

協　働
複数の主体が、何らかの目標を共有し、ともに
力を合わせて活動すること。まちづくりの場合、
住民と行政等がそれぞれの役割を担いながら、
ともに協力し取り組みを進めるという意味で使
用する。

クラインガルテン
ドイツなどヨーロッパで盛んな市民農園の形態
の一つであり、比較的広い区画を長期間賃貸す
る農地の賃借制度（独語：kleingarten）。日本
後の直訳では「小さな庭」であるが、市民農園
や市民菜園とも言われ、野菜や果樹、草花を育て、
生きがいや余暇の楽しみの創出、都市部での緑
地保全や自然教育の場として大きな役割を果た
している。日本では地方自治体の公共事業とし
て、農山村の遊休農地を利用し整備されたもの
が多い。

クリーンエネルギー
電気や熱などに変換しても、二酸化炭素や窒素
酸化物などの有害物質を排出しない（または少
ない）エネルギーのこと。一般的には、自然エ
ネルギーである風力・太陽熱・水力・地熱・潮
力などが挙げられる。

グリーンツーリズム
農山漁村において、その自然と文化、人々との
交流を楽しむ滞在型の余暇活動のこと。また、
そうした余暇の過ごし方を奨励することで地域
振興を図ろうとする取り組みのこと。

グリーンバンク（制度）
植物を譲りたい人、譲り受けたい人がその内容
を登録し、…情報を見た希望者との間で直接引き渡
しを行う制度。

グローバル化
政治・経済、文化など、様々な側面において、
従来の国家・地域の垣根を越え、地球規模で資
本や情報のやり取りが行われること。
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景観協定
景観法に規定された良好な景観の形成に関する
協定で、協定の締結には景観計画区域内の一団
の土地所有者や借地権者の全員の合意が必要と
なる。地域特性にあったきめ細やかな景観に関
するルールを定め、自主的な規制を行うことが
できる制度。

牽　引
大きな力で引っ張ること、引き寄せること。また、
大勢の先頭に立って引っ張っていくこと。

限界集落
過疎化などで人口の 50％が 65歳以上の高齢者
になり、様々な社会的共同生活の維持が困難に
なった集落のこと。共同体として存続できる「限
界」として表現されている。

顕在化
これまであまりわからなかったものやことが、
はっきりと形に現われてくること。

建築協定
一定区域の土地所有者等の地域住民により、区
域内における建築物の用途や形態、構造などに
関して、一般の建築基準法の規定より厳しい基
準を定める協定。

耕作放棄地
農林業センサスにおいて「以前耕地であったも
ので、過去１年以上作物を栽培せず、数年の間
に再び耕作する考えのない土地」と定義されて
いる統計上の用語。

交通結節点
異なる交通手段（又は同じ交通手段）を相互に
連絡する乗り換え・乗り継ぎが行われる場所・
施設。移動の一連の動きの中のひとつの重要な
要素であり、「つなぐ空間」と「たまる空間」と
しての役割を有する。

コミュニティ
一般的に、地域共同体または地域共同社会のこ
と。まちづくりの分野では、主に住民相互の協
力と連帯による地域のまちづくりの意味などで
使用される。

固　有
本来備わっていること、そのものだけにあること。

コンポスト
有機物を微生物の働きで分解させて堆肥にする
処理方法、またはその堆肥のこと。

さ　行 
サイクルアンドライド
まちなかへの自動車の流入を抑制し、バス・電
車等の公共交通利用を促進するために、自転車
でバス停・駅に来てバス・電車に乗り換えるシ
ステム。

サイン
元来、記号（合図）のことをいうが、まちづく
りの分野では標識、案内板、解説板、看板など
の総称として用いられる。

里　山
人里の近くにあり、薪炭の利用や林業の場とし
て生活や産業に結びついて維持されてきた森林
のこと。人の手が入ることで、生物生息環境と
しても独自の生態系を維持してきたが、生活様
式の変化に伴い里山の荒廃が進行してきている。

山岳信仰
山を神聖視し、崇拝の対象とする信仰のこと。
自然崇拝の一種で、狩猟民族など山岳と関係の
深い民族が山岳地とそれに付帯する自然環境に
対して抱く畏敬の念、雄大さや厳しい自然環境
に圧倒され恐れ敬う感情などから発展した宗教
形態であると想定されている。

暫　定
正式な決定がなされるまで、仮の措置として、
とりあえず定めること。

自助共助
「自助」は、自分の身を自分の努力によって守る
こと。「共助」は、身近な人たちがお互いに助け
合うこと。災害時には、自助および共助による
行動が極めて重要とされる。

循環型社会
再使用・再生利用を第一に考え、新たな資源の
投入をできるだけ抑えるとともに、自然生態系
に戻す排出物の量を最小限化することで、環境
への負荷をできる限り少なくした循環を基調と
した社会。

小水力発電
農業用水や小川の流れなどを使い、水車で小型
発電機をまわして発電することをいう。厳密
な定義はないが、新エネ法の対象である出力
1,000KW以下の比較的小規模な発電施設を総
称していう。太陽光や風力と違い、一定の水の
流れがあれば気象条件に左右されずに発電でき
る。
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消流雪用水
道路の除雪、屋根雪の処理などのために使われる
水、道路の消雪パイプ。

食　育
様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」
を選択する力を習得し、健全な食生活を実践する
ことができる人間を育てること。食品の安全性や
食事と疾病との関係、食品の栄養特性やその組み
合わせ方、食文化、地域固有の食材等を適切に理
解するため、全国的な情報提供活動や地域におけ
る実践活動などが行われている。

水源涵養（林）
地表を流れる河川の水量や地下水が枯渇しないよ
うに補給する働き、能力を水源涵養機能という。
河川の上流に広がる森林は、雨水や雪解け水を貯
え、徐々に河川水や地下水として放出することで
水源涵養機能を果たし、こうした森林を水源涵養
林という。

スクールコミュニティ
「学校」を核とした、あるいは「学校」という場
や関係を介在させた、人々の結びつきや関わりの
状態を指し、学校や子どもを「縁」として、地域
の大人と教師の関わり、学校と地域社会の協働関
係のあり方を、より良好なものにしていこうとす
る考え方や実践のこと。

スクールゾーン
歩行者と車の通行を分けて、通学通園時の幼児・
児童の安全を図ることを目的に、小学校や幼稚園
などの概ね半径 500 ｍの範囲で設定するゾーン
のこと。

ストック
蓄えた物、資源などのことをいう。

スプロール
市街地が無計画に郊外に拡大し、虫食い状の無秩
序な市街地を形成すること。（英語：sprawl）

スマートグリッド通信インターフェース事業
地域レベルでの高度なエネルギーマネジメントの
実現のために、必要となる通信用設備等の導入を
支援する事業。総務省による被災地域情報化推進
事業（情報通信技術利活用事業費補助金）の一つ。

潜在（的）
表面に現れないで内部に隠れて存在している様子。

線引き
都市計画の区域区分の通称。都市計画法では、都
市計画区域をすでに市街地となっている区域およ
び計画的に市街地にしていく区域（市街化区域）
と、市街化を抑える区域（市街化調整区域）の２

つの区域に分けて段階的な市街化を図ることと
されている。このことを一般的に「線引き」と呼ぶ。

ソーシャルキャピタル
人々の協調行動を活発にすることにより、社会
の効率性を高めることのできる「信頼」「規範」
「ネットワーク」といった社会組織の特徴。物的
資本（Physical…Capital）…や人的資本（Human…
Capital）…などと並ぶ新しい概念。

ソーシャルビジネス
少子高齢化や環境・貧困等の社会的課題の解決
を図るための取り組みを、持続可能な事業とし
て展開すること。このような地域社会の課題解
決に向け、住民、ＮＰＯ、企業など、様々な主
体が協力しながらビジネス手法を活用して取り
組むことをいう。

た　行 
ターミナル
鉄道・バスなどの終着駅。また、交通路線が集
中し、発着する所。

多自然型工法
自然や生態系に配慮した工法のこと。道路では
けものみちの確保や自然型擁壁の設置、河川・
水路では、魚道の確保、多自然型護岸、ワンド
の設置、緑化では実のなる木など生き物の生息
に配慮した緑化などが行われる。

地域通貨
国が発行する ｢法定通貨｣ とは異なり、特定の
地域やコミュニティのなかで、財・サービスを
交換するためのシステム、またはそこで流通す
る通貨のこと。その特徴は、限定された範囲で
流通すること、利子を持たないことなどがあり、
現在、コミュニティのつながりや地域経済の活
性化を促進するものとして活用されている。

地域包括ケアシステム
高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らし
を人生の最後まで続けることができるよう、住
まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に
提供されるシステムのこと。

地球温暖化
物の燃焼に伴い発生する二酸化炭素などは、地
球から宇宙に熱を逃す赤外線を吸収して地球の
温度を高く保つ効果があるため、温室効果ガス
と呼ばれる。このような温室効果ガスの大気中
の濃度が高くなることにより、地球上の気温が
上昇する現象のこと。
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地区計画
都市計画法に基づき比較的小規模の地区を対象
に、建築物の建築形態、公共施設の配置などか
らみて、それぞれの区域の特性にふさわしい良
好な環境の街区を一体として整備・保全するた
め定められる計画。

地産地消
地域生産地域消費の略語で、地域で生産された
農・水産物をその地域で消費すること。国の基
本計画では、地域で生産された農産物等を地域
で消費しようとする活動を通じて、農業者等と
消費者を結び付けることにより、消費者と生産
者が「顔が見え、話ができる」関係と地域の農
産物・食品を購入する機会の提供とともに、地
域の農業等と関連産業の活性化を図ることを位
置づけている。

チャレンジショップ
商店街活性化を目的とした空き店舗対策として、
地元商工会、商店街振興組合等が、空き店舗の
一部を店舗開業希望者に期間限定で格安に賃貸
する創業支援事業のこと。

中山間地域
平野の外縁部から山間地域をいう。山地の多い
日本では、このような中山間地が国土面積の
73％を占めている。

鎮守の森
神社に付随して参道や拝所を囲むように設定・
維持されている森林の通称。かつては神社を囲
むように必ず存在した森林のことで、杜の字を
あてることも多い。

ツーリズム
観光事業、旅行業、または観光旅行のこと。

つつこ引き祭り
江戸時代中期から「商売繁盛・五穀豊穣・無病
息災」を祈り、ふかしたもち米を入れたつつこ
を引き合う祭り。つつこの藁（わら）を持ち帰
ると縁起が良いと言われている。

低床バス
客室床面をほぼ全長にわたって低くつくり、乗
降口との段差を小さく、もしくは無くしてフラッ
トにし、乗降しやすくしたバスのこと。

低炭素（化）
地球温暖化の最大の原因といわれる二酸化炭素
の排出をできるだけ抑えながら、経済発展を図
り、人々が安心して暮らすことができる社会づ
くりを行うこと。

デマンド（交通）

デマンド（英語：demand）とは「要求、要請」
という意味。利用者が電話で手続きを行い、運
行区域内の希望する乗降場から目的地まで乗合
で運行し、予約がなければ運行しない新しい公
共交通のこと。小型車で済むことから、経費削
減やバスが走れない狭い道でも運行ができる。

デマンド型乗合タクシー
交通空白・不便地域への対応や不採算バス路線
対策等の課題に対応し、予約のあった利用者を
乗合により運行、ドア・ツー・ドアの送迎を行
うタクシーに準じた利便性と、乗合・低料金と
いうバスに準じた特徴を兼ね備えた移動サービ
ス。

デマンドバス（システム）
自家用車に近い感覚で利用するという発想で生
まれたバスシステム。情報提供端末や電話等に
よるリクエストに応じたバス運行を行うことに
より、高齢者等の移動利便性の向上や効率的な
バス運行の実現を可能にする。過疎により路線
バスが廃止された後の交通手段として導入され
るケースが多い。

東山道（とうさんどう）
古代日本の律令制における、広域地方行政区画
である五畿七道の一つ。本州内陸部を近江国か
ら陸奥国に貫く行政区分、および同所を通る幹
線道路（古代から中世）を指す。江戸時代にな
ると、江戸を中心とする五街道が整備され、幹
線道路としての東山道は中山道・日光例幣使街
道・奥州街道などに再編された。

都市（基盤）施設
道路・公園・下水道など、様々な都市活動を支
えるための施設のこと。

都市計画区域
都市計画を策定する区域の単位となるものであ
り、都市の実態や将来の計画を勘案して、一体
の都市地域となるべき区域として県が指定する
区域。

都市計画提案制度
土地所有者やNPO、民間事業者等が、一定規模
以上の一団の土地について、土地所有者の３分
の２以上の同意等一定の条件を満たした場合に、
都市計画の決定や変更の提案ができる制度。

土地区画整理事業
地区内の土地所有者から土地の一部を提供して
もらい（減歩）、その土地を道路や公園などの新
たな公共用地として活用し、整然とした市街地
を整備することにより、居住環境の向上と区画
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を整形化して利用増進を図る事業。
トレーサビリティ
食品の安全を確保するために、栽培や飼育から
加工・製造・流通などの過程を明確にすること、
また、その仕組み。

トレッキング
山歩き。登頂を目指すことを主な目的とする登
山に対し、特に山頂にはこだわらず、山の中を
歩くことを目的とする。ハイキングは、自然風
景や歴史的な景観等を楽しむため、軽装で一定
のコースや距離を歩くことをいう。

な　行 
内水氾濫
河川の水を外水と呼ぶのに対し、堤防で守られ
た内側の土地（人が住んでいる場所）にある水
を内水と呼ぶ。大雨時の側溝、下水道、排水路
の溢水や、支川と本川の合流地帯等での本川の
水位上昇から外水が小河川に逆流するなど、内
水の水はけが悪化し、建物や土地・道路などが
水につかってしまうことを内水氾濫という。

二地域居住（マルチハビテーション）
二地域以上の、複数の居住空間に生活すること、
定住という概念を超えた多面的な居住形態をい
う。マルチ（multi-「多様な」）とハビテーショ
ン（habitation「居住」）を組みあわせた造語で、
マルチハビテーションとも呼ばれる。

ノーマライゼーション
障害者と健常者、お互いが特別に区別されるこ
となく、社会生活をともにするのが正常なこと
であり、本来の望ましい姿であるとする考え方。
またそれに向けた運動や施策等も含まれる。

農地バンク制度
近年、農業従事者の高齢化や後継者不足等によ
り耕作放棄地が増加傾向にあり、このような農
地を登録してもらい借り受け希望者へ紹介し、
農地の有効活用と貸し借りを支援する制度。正
式には「農業経営基盤促進法における農地保有
合理化制度及び農用地利用集積計画制度」という。

乗合タクシー
過疎地や交通空白地域等での輸送需要や住民
ニーズに対応するため、乗車定員 10人以下の自
動車、いわゆるタクシー車輌を使用した運行形
態。乗合バスと同様の定時定路線方式やデマン
ド方式などがある。

法面（のりめん）

切土や盛土によって造成された人工的な斜面の
こと。

は　行 
パークアンドライド
交通混雑の緩和や大気汚染等の改善のため、車
を都市郊外の駐車場に止めて、鉄道やバスに乗
り換え、市街地や特定地域に入るなど、自家用
車とバス・鉄道などを適切に組み合わせた交通
システムのこと。

バイオマス
生物資源（bio）の量（mass）を表す概念で、
一般的には「再生可能な、生物由来の有機性資
源で化石燃料を除いたもの」をいう。

バイオディーゼル燃料
生物由来油からつくられるディーゼルエンジン
用燃料の総称であり、バイオマスエネルギーの
ひとつ。バイオディーゼルフューエル（英語：
bio…diesel…fuel）の頭文字をとってBDFともい
う。

バイパス
迂回のための流路、あるいは迂回することその
ものを意味し、都市計画では、混雑する市街地
や山間部の狭い区間などを迂回する「バイパス
道路」のことをいう。

ハザードマップ
自然災害による被害を予測し、その被害範囲を
地図化したもの。予測される災害の発生地点、
被害の拡大範囲や被害程度、さらには避難経路、
避難場所等の情報が既存の地図上に図示される。
ハザードマップの活用により、災害発生時に住
民が迅速・的確に避難を行うことができ、二次
災害発生予想箇所を避けることができるため、
災害による被害低減に有効となる。

パブリックインボルブメント（ＰＩ）
計画づくりの初期の段階から、関係する住民等
に情報を提供したうえで、広く意見を聴き、そ
れを計画づくりに反映していく住民参加手法。

パブリックコメント
意見公募手続き、意見提出制度のこと。行政な
ど公的な機関が、規制・規則などの制定・改廃、
計画の策定などにあたり、原案を事前に公表し
て住民等から広く意見や情報提供を求め、意思
決定に反映させる制度。

バリアフリー
障害のある人が社会生活をしていく上で障壁（バ
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リア）となるものを除去することをいう。段差
の解消など物理的な障壁の除去から、障害者の
社会参加を困難にしている社会的、制度的、心
理的な全ての障壁の除去という、より広義的な
意味も含む。

ビオトープ
ドイツ語のビオ（bio「生命」）とトープ（top「場
所」）との合成語で、多様な生物が共存・共生で
きる環境を持った場所や空間のこと。緑豊かな
自然の水辺や雑木林がその代表例である。また、
開発事業などに際して積極的に保全、回復、創
出が図られる野生生物の成育・生息環境という
意味でも用いられる。

費用対効果
コストパフォーマンス（英語：cost…performa
nce）と同義語。あるものが持つコスト（費用）
とパフォーマンス（効果）を対比させた度合い。
投資しようとする商品やサービスなどの価格が、
満足度・機能などの価値に見合っているかどう
かを示す指標として用いられる。

フィルムコミッション
映画やドラマのロケーション（野外撮影）を地
元に誘致し、スムーズに撮影が図られるよう支
援する活動で、地域の自然や歴史等をＰＲし、
住民のふるさとへの愛着や意識の醸成を図る上
で効果的である。現在、福島県で「福島県フィ
ルムコミッションネットワーク」を推進している。

風評被害
根拠のない噂のために受ける被害、経済的な被
害。非難を受ける対象とは別のものが攻撃され
てしまうことなど。

付加価値
生産過程で新たに付け加えられる価値のこと。
何らかのモノを使って、新しいモノを生み出す
と、元々のモノより高価値なモノとなり、この
ように「価値が付加される」という意味合いで
「付加価値」と呼ばれる。一般的に使われる場合、
通常とは違う、独自の価値やサービスが付随す
るケースに用いることが多い。

福島議定書
福島県では、二酸化炭素排出量等の削減目標を
定め、地球温暖化防止に向けた二酸化炭素排出
削減活動に関して、事業所ごとに福島県知事と
議定書を取り交わす事業を実施している。

福祉有償運送
バスやタクシー等の公共交通機関等で十分な輸
送サービスが確保できない場合、一定要件を満

たしたNPO法人、公益法人や社会福祉法人等が
運送主体となり、営利と認められない実費の範
囲内の対価により、乗車定員 11人未満の自家用
自動車を活用し、事前に会員登録した住民等に
対して行うドア・ツー・ドアの個別輸送サービ
スをいう。

ブロードバンド
英語のブロード（broad「広い」）とバンド（band
「帯域」）の複合語で、データをやりとりするた
めの電波や電気信号、光信号などの広い周波数
帯域のこと。一般的には、それを利用した高速・
大容量の通信回線や通信環境のことをいう。

プロモーション
販売などの促進、奨励活動のこと。広告、宣伝、
昇格、昇進という意味もある。

文化的景観（制度）
文化的景観とは、文化財保護法で「地域におけ
る人々の生活または生業及び当該地域の風土に
より形成された景観地で我が国民の生活又は生
業の理解のため欠くことのできないもの（文化
財保護法第二条第一項第五号）」と定められてい
る景観のこと。「景観法」の制定と併せ「文化財
保護法」の一部改正により、これまで文化財と
して保護の対象外であった農地や里山など、人
と自然との関わりの中でつくり上げられた景観
（＝文化的景観）も保護の対象として位置づけら
れた制度。

ポケットパーク
歩行者が休憩、または近隣住民が交流するため
の空間で、道路もしくは道路沿いに設けられた
小さい広場のこと。「ベストポケットパーク」の
略で、ベスト（チョッキ）のポケット程度の小
さい公園という意味。

ポテンシャル
可能性として持っている能力、潜在的な力のこと。

ま　行 
マスタープラン
基本的な方針として位置づけられる計画、また
は全体の基本となる計画のこと。

マニュアル
手引書、取扱説明書。

道の駅
国土交通省（制度開始時は建設省）により登録
された、休憩施設と地域振興施設が一体となっ
た道路施設のこと。道路利用者のための「休憩
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機能」、道路利用者や地域住民のための「情報発
信機能」、道の駅をきっかけに地域が連携し活力
ある地域づくりをともに行うための「地域の連
携機能」の 3つの機能を併せ持つ。

みなし道路（２項道路）
幅員 4メートル未満の道で、特定行政庁が建築
基準法第 42 条第 2項の規定により指定し、道
路とみなしたものをいう。

モビリティマネジメント
１人１人のモビリティ（移動）が、社会的にも
個人的にも望ましい方向（過度な自動車利用か
ら公共交通等を適切に利用する等）に変化する
ことを促す、コミュニケーションを中心とした
交通政策。

や　行 
谷　戸
谷間、湿地、丘陵地が浸食されて形成された谷
状の地形。

有機的
有機体のように、多くの部分が緊密な連関をも
ちながら全体を形づくっているさま。

ユニバーサルデザイン
全ての人のためのデザインという意味。年齢や
障害の有無などにかかわらず、最初からできる
だけ多くの人が利用可能であるようにデザイン
すること

要　衝
軍事・交通・産業などのうえで大切な地点、要
所のこと。

用途地域
都市計画法により、都市の環境保全や利便性の
増進のために、地域特性に応じて計画的に建物
の用途に一定の制限を行う地域のこと。住居系・
商業系・工業系の地域に大別される。

ら　行 
ライフスタイル
一般的には生活様式を示し、衣食住のみではな
く、交際や娯楽なども含む暮らしぶりのことを
いう。さらに、生活に対する考え方や習慣をも
含む意味でも使用される。

ライフライン
元来は、「命綱」の意味（英語：life…line）。エネ
ルギー供給施設、水供給施設、交通施設、情報
施設など、生活や暮らしを支えるため地域には

りめぐらされている基盤施設のことをいう。
リーディング
他の語の上に付いて、先頭または首位である意
を表す。本計画では、先導的なという意味で用
いる。

緑地協定（制度）
都市緑地法に基づく制度で、一団の土地所有者
等の全員の合意により、市長の認可を受けて締
結される緑地の保全または緑化に関する協定。
協定には、対象区域、樹木を植栽する場所や種類、
違反した場合の措置などが定められ、認可の公
告後にその区域に移転してきた者に対しても効
力を有する。

レクリエーション
精神的、肉体的な疲労回復や日常生活に潤いを
求めて行う余暇活動のこと。休養、娯楽という
意味もある。

ロードヒーティング
道路の融雪及び凍結防止のため路面の温度を上
げる施設。

６次産業（化）
第一次産業である農林水産業が、その生産だけ
にとどまらず、それを原材料とした加工食品の
製造・販売や観光農園のような地域資源を活か
したサービスなど、第２次産業や第３次産業に
まで踏み込むこと。農林水産省は、農漁村の活
性化のため、地域の第１次産業とこれに関連す
る第２次、第３次産業に係る事業の融合等によ
り、地域ビジネスの展開と新たな業態の創出を
行う６次産業化の取り組みを推進している。

わ　行 
ワークショップ
作業場・研修会などの意味を持つ言葉であるが、
都市計画やまちづくりの分野では、地域にかか
わる諸問題に対応するために、様々な立場の参
加者が、経験交流や合意形成の手法など多様な
協働作業を通じて、地域の課題発見、創造的な
解決策や計画案の考察、それらの評価などを行っ
ていく活動のことを指している。

…
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　【アニメの概要】

17代　伊達政宗と政宗を支える歴代の当主が織りなす戦国青春グラフティ。
舞台は「伊達氏発祥の地」福島県伊達市。

　時は戦国時代、敵に囲まれ絶体絶命の伊達政宗（15）。初陣に際し伊達家ゆかりの梁川八幡神社に必
勝祈願をする。すると氏神である龍が現れ、冥界の扉を開くという“冥龍眼”と16個の宝玉を手に入れる。
　しかし、それを付けねらう謎の忍び集団からの奇襲を受ける政宗。絶体絶命と思った瞬間 “冥龍眼”
の力が解印し、突如謎の男が現れる。その男は強大な力で敵を圧倒するが、さらなる政宗のピンチを救
うために “必殺技！ご先祖合体” を繰り出す。“冥龍眼” は伊達家の歴代の当主 16人を現世に復活させ、
彼等と政宗を合体させる事で圧倒的な力を生み出すという神玉であった。そして、最初に現れた漢こそ、
伝説の伊達家創主朝宗その人であった。
　伊達の未来の為、襲いかかる敵と戦う政宗とご先祖の活躍を描く戦国青春グラフティ “政宗ダテニク
ル” ここに開幕！

～ 政宗ダテニクルとは ～　

　伊達市は、アニメを通じ伊達氏発祥の地であることを広く PR

するため、アニメ制作会社福島ガイナックスとともに「政宗ダテ

ニクル」を製作することとなりました。
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