
【計画の実現に向けて】

伊達政宗（17代）
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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



124

（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



126

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 
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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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