
伊達な地域創生戦略　【平成27年度】事業取組実績一覧
実施（Do) 検証（Check)

区分 CD 所管課 事務事業名 平成27年度の取組内容
実績額

（単位：円）
今後の方針 今後の方針の理由

4 先行型 1-1
商工観
光課

伊達市働きたい
人集まれ！働く女
性等応援事業

①結婚や出産等による離職から再就職を希望する女性求職者に対する支
援を行なった。
　●知識・技術取得研修　●企業への実習派遣　●求職者職種リサーチ
●企業紹介
②求職者と企業における雇用条件のミスマッチ解消を図った。
　●職場環境の改善　●人材育成指導支援

28,548,543 中止
国・県にも類似の制度があること及び費用対効果を総合的に勘案
し、H28度は事業を中止の上、計画を見直す。

拡充
農業後継者育成
支援事業

①新規就農者（５人）に青年就農給付金を支給し、農業経営を支援した。
②新規就農者（５人）の経営状況の確認を、県の協力を得て年２回実施し、
経営改善について助言・指導を行った。

750,000 継続

拡充 就農支援事業

①新規就農者と農業を始めてから５年以内の方の農業技術・経営方法習得
のための研修費用支援
　●実績なし
②福島県就農計画を認定された65歳以下の新規就農者（認定新規農業
者）の支援金助成
　●実績なし

0 継続

7 拡充 1-2 農政課
６次産業化推進
事業

①６次産業化に取り組みを行う３戸以上の農業者又は２戸以上の認定農業
者に対しての補助金による支援。
　●取組件数２件（いちごビール、きゅうり漬）
②だて６次化推進プロジェクト
　●なんてゃってだて巻の普及拡大　●６次化商品や食の魅力発信
　●６次化商品による観光客おもてなし体制の整備

397,200
（農政課）
2,136,541

（商工観光課）

見直し（改
善）

地域農作物による商品開発が中心であり、イベント開催時の販売
だけである。今後、安定的な販売促進策の検討が必要である。
６次産業化へ取組むための情報提供を強化する。

8 先行型 1-2 農政課
猪革プロジェクト
事業

「イノシシ革」を活用した製品開発と拠点整備を行った。
①イノシシ皮剥ぎのための作業所設置
②皮剥ぎ技術向上及び担い手育成のための講習会等の実施
③商品開発・ロゴ等の作成

25,190,042
見直し（改

善）
自走できる事業展開ができるよう事業計画を見直す。

9 先行型 1-3 農政課
伊達田園回帰支
援事業

首都圏在住者に対し田舎体験ツアー等を実施した。
①伊達田園回帰塾（伝統文化や食の体験、農業体験など伊達市の田舎体
験ツアー）

2,233,440
見直し（改

善）
就農希望者に対象を絞った事業内容に見直し,相談件数を増や
し、新規就農者及び移住者の確保を目指す。

拡充
市民協
働課

空き家対策事業
①空き家マップを基に実態調査を実施した。
②空き家の有効を図るため空き家バンクシステムを構築した。

7,290,000 継続

制度構築並びに空き家バンクの運営。
さらには、住宅や宅地など総合的な空き家対策をするため、不動
産、法務、建築、ＮＰＯ等のの専門家団体との連携・協力に関する
「空家等対策に関する協定」の検討を進める。

拡充
商工観
光課

中心市街地活性
化コミュニティ活
動事業

●保原町のまわらん所に運営費の補助。894千円
●空き店舗の家賃補助　１件　370千円
●空き店舗の改修費補助　２件　3,200千円

4,464,000 継続
伊達市商工会のエリアについても取り組みを進め、市全体の空き
店舗の活用を図る。

伊達市の農業の方向性を明確にする必要がある。
そのため、農業ビジョンの策定を実施することが望ましい。
（総合政策課意見）

10 1-3

5 1-2 農政課

見直し（Action)管
理
番
号

施策 計画（Plan)
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11 先行型 1-3
総合政
策課

ふるさとティーチャ
リングプロジェクト

①寺子屋教室ふくしまティーチャリングツアー開催
②首都圏での活動報告会
③伊達市内での報告会とマルシェ等への出展
④ホームページ、SNSサイトの作成・管理
⑤伊達市内での大学生等の活動拠点づくり

1,612,869 継続
H27度よりツアーの回数を増やし参加者数を増加、相談件数の増
を目指す

14 拡充 1-3 管理課 道の駅建設事業

①駅長を決定し開設準備を実施した。
　●テナントの募集・直売所集荷者協議会の設立等
②「道の駅」整備の推進
　●用地取得　●建築設計業務　●造成工事

43,809,024 継続
「道の駅」駅長、りょうぜん振興公社と連携を図りながら、魅力的な
観光戦略の提案に努め、開設後の観光交流人口増加に繋げる。

16 拡充 2-1

こども支
援課
健康推
進課

伊達市版ネウボ
ラの構築

①伊達市版ネウボラの構築に向けて全体コンセプトの定義など、構想策定
に向けた事前準備を行った。
②日本版ネウボラとして先進的に取り組んでいる自治体の情報収集を行っ
た。

0
見直し（改

善）
平成28年度より現状把握に基づくコンセプト立案を行い、現行の
子育て支援施策や母子保健が一体となる事業展開を目指す。

17 継続 2-1
こども支
援課

伊達市子育て応
援出産祝金支給
事業

平成27年４月以降に生まれた第３子以降の子どもの出産に際し、出産祝金
としてひとり50万円を支給した。
　●平成27年度の対象世帯は76件で、このうち支給決定を行ったのが68件

34,000,000 継続
市外への転出者が増える中、多子世代への経済的支援を充実さ
せ、定住を図るとともに、子育てしやすい環境づくりを進めていく。

18 先行型 2-1
こども支
援課

伊達市産前産後
子育て支援ヘル
パー派遣事業

①平成28年１月より事業をスタートさせ、子育て支援ヘルパーの派遣を行っ
た。
②平成27年度はPRのための広報を実施
　●４人の登録と延４回の利用

51,262 継続
平成27年度は先進自治体の取組を調査するとともに、受託者の
選定を行い、平成28年１月より事業をスタートさせた。平成28年度
は利用実態を踏まえ、料金徴収や事業見直しの検討を行う。

21 拡充 2-2
学校教
育課

教育相談事業

①児童生徒や保護者からの相談に対して、臨床心理など高度な知識や経
験を有するスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを配置し、
教育相談を実施。
②不登校児童生徒への支援の一つとして「市適応指導教室」（あおば教室）
を設置。
③学校事務員がいない学校は養護教諭が事務を行っているため、養護教
諭サポーターを配置。

18,128,625 継続
今後とも、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等
を配置し、生徒指導の充実を図るとともに、保護者等がいつでも相
談できる体制を整備していきたい。
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拡充
教育総
務課

いきいき土曜日体
験活動事業

①多様な学びや体験活動などの教育環境を整え、学校、家庭、地域が連携
し、社会全体で子どもの成長を支える教育環境づくりを進めるため実施。
　●土曜放課後児童クラブ単位７会場で、昔話、スポーツ・レクリエーション
を実施
　　 延べ140名の参加

446,468 継続

Ｈ27年度は参加しやすい環境を作るため実施会場を増やしたが
参加児童の増加にはつながらなかった。
Ｈ28年度は、会場数を絞り一人当たりの参加できる回数を増や
し、実施効果のある事業を実施する。29年度以降も事業内容を検
討しながら推進する。

拡充
こども支
援課

こども論語塾
（青少年育成市民
会議団体支援事
業）

①「心の義務教育」の一環として、論語を通じて相手への思いやりの心と自
らを律する心を育てる機会の提供として、こども論語を開催。
　●年間11回（毎月第４土曜日）、参加した児童数延べ562名

759,406 継続

平成27年度放課後児童クラブの登録児童によるところが多かった
が、一般家庭からの参加者も徐々に増えてきているので、平成28
年度は塾講師の養成に取組み、今後各地域へ普及できるよう努
める。

24 拡充 2-3
教育総
務課

学校支援地域連
携推進事業

保原スクールコミュニティに続いて、Ｈ27年5月に梁川スクールコミュニティを
設立した。地域コーディネーターを配置し、子どもを介して地域の大人と大
人をつなぎ、地域住民の学習、交流を促進し、地域コミュニティの形成を目
的に事業に取り組んだ。
①放課後等の児童の体験学習コーディネート
②子ども祭り（保原小学校）
③ゲストティーチャーコーディネート

5,673,527 継続

梁川小学校は27年度からの取り組みのため、まだ体制が整って
いない。市民の協力・協働体制を確立するため検討しながら事業
を実施する。
月舘地域小中一貫教育実施に合わせ、月舘スクールコミュニティ
の設立の検討し、地域と協議を進める。

25 継続 3-1
健幸都
市づくり
課

健康運動習慣化
支援事業

①健康運動教室
▼市内7会場で40歳以上の市民を対象にデータに基づき個人ごとの運動プ
ログラムを行った。
　体力年齢の若返りや、体力の向上、医療費効果がみられる。
②ウォーキング普及啓発
▼市民の健康運動習慣化を図るため、だて健幸隊が中心になりウォーキン
グ教室や交流会などを各地区（旧町単位）で実施した。
③元気づくり会
▼地域の各集会所で元気づくり体験を6か月間実施し、その後は住民自ら
運営し継続できるように支援した。
健康増進や介護予防が図られた。またコミュニティも活性化した。

71,043,038 継続 元気づくり会は年次計画により実施

26 継続 3-1
健幸都
市づくり
課

健幸都市推進事
業

①健幸なまちづくり協議会の運営
②健幸都市に関する講演会と啓発活動を行った。
③健幸都市のイノベータ養成のため職員研修を行った。
④10市が連携し総合特区として健幸クラウド運営に取り組んだ。
⑤６市が連携し健幸ポイントプロジェクトに取り組んだ。
⑥健幸都市モデル地区の支援を行った。

212,190,632 継続
モデル地区の取り組みを踏まえ、各事業の全市展開により市民の
健幸を目指す。

28 拡充 3-2
高齢福
祉課

認知症対策推進
事業

①認知症初期集中支援事業(チーム員設置・検討委員会設置)の実施
②認知症ケアパス(ガイドブック)作成
③SOSネットワーク推進
④認知症見守り声かけ訓練の実施
⑤認知症サポーター養成講座の開催
⑥だっせんの会(家族の会)活動支援
⑦認知症カフェ開催支援
⑧成年後見制度利用支援

2,729,380 継続 介護保険事業計画に基づき実施する。

23 2-3
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30 先行型 3-2
総合政
策課

阿武隈急行沿線
地域の広域連携
と新たな観光資源
創出事業

①阿武隈急行車両フルラッピング
②ラッピング車両を活用したツアー
③等身大フィギュア作成
④声優による車内アナウンス
⑤パンフレット作成
⑥ホームページ作成

6,092,900 継続
実施事業の分析等現状把握を実施し、他団体との連携を検討す
る。

31 拡充 3-3
総合政
策課

地域公共交通活
性化協議会参画
事業

伊達市地域公共交通網形成計画を策定 0 継続
伊達市地域公共交通網形成計画に基づき公共交通網再編計画
を策定する。

－ 先行型
総合政
策課

伊達市地域創生
総合戦略進行管
理事業

まち・ひと・しごと創生法第10条に基づき策定
①伊達市人口ビジョン及び伊達市総合戦略策定
②地域創生有識者会議の開催

11,304,239 継続
平成27年度以降「伊達な地域創生戦略進行管理事業」へ切替戦
略の進捗管理を実施する。
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