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■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
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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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阿武隈川

摺上川

松
川

広瀬川

国道 399 号

国道４号

国道４号

東北中央自動車道
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東北自動車道
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島
交
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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

つきだて花工房
下手渡地区交流館

小国地区交流館

霊山
中央交流館

小国小

富成小
掛田小

大石小

堰本小大田小中央消防署

栗野小
消防組合北分署

消防組合東分署

月舘総合支所
月舘中央交流館

梁川小

富野小

白根小

山舟生小

五十沢小大枝小

梁川高校
梁川中
梁川体育館

保原高校

保原中央クリニック

聖光学院高

上保原小 市役所

東小
桃陵中

伊達小 伊達中

北福島
医療センター

伊達総合支所

霊山総合支所

梁川分庁舎・総合支所

保原小

なかのクリニック

柱沢小

霊山中

松陽中

神愛幼稚園

小手小

月舘小

石田小

（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

（仮）阿武隈 I.C

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

（仮）阿武隈東 I.C

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。



61

■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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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


