
H27 H28

企業誘致推進事業・創業支
援事業

・雇用の創出
・起業者数の増

・若年者の流出減少
・関連産業の増加
・税収の増加

・優良企業誘致のための企業誘致セミナー(県推進協
議会事業)参加
・新工業団地開発基本構想作成
・企業誘致ターゲットデータ作成
・雇用促進事業奨励金（特定業種・一定額以上の
　設備投資・50万円/人×3年）交付⇒5社(35名)

企業誘致の促進と新規に起業を目指すヒトへの創業支
援事業を展開。
　・伊達市企業立地セミナーの開催
　・企業展示会ブース出展料
  ・企業誘致活動
  ・雇用促進事業奨励金交付⇒対象6社(50名)

企業誘致の促進と新規に起業を目指すヒトへの創業支
援事業を展開。
　・伊達市企業立地セミナーの開催
  ・企業展示会ブース出展料
  ・企業誘致活動
  ・雇用促進事業奨励金交付

58,121,000 -

伊達地域まちづくり活性化事
業

・商店街交流人口増加
・空き家店舗数の減
・雇用の創出
・地域の魅力向上

・商店街の活性化
・税収の増加

-

地域活性化事業や商店街の賑わい創出事業を実施し
ていくための地域活性化事業のための実施母体(一般
社団法人まちづくり伊達)を設立。
　・設立準備協議（準備会運営）
　・出資金1000万円
　⇒3/1(一社)まちづくり伊達設立登記

伊達地域商店街の賑わい創出や交流・活性化につな
がる各種イベント・実験事業などをまちづくり会社（一般
社団法人まちづくり伊達）に委託する
　・商店街活性化各種イベント事業
　・商店街回遊の社会実験事業
　・地域住民主体のまちづくり活性化事業

20,000,000 -

まちなかワイナリー事業

・果樹農業の魅力向上
・果樹農業者担い手の増
・空き店舗の利活用
・まちなか交流人口増加

・新たな産業の創出
・六次化事業の推進
・意欲ある青年農業者の増
・商店街の活性化
・伊達市の魅力向上

-

まちなかワイナリー推進業務委託
　・伊達市ワイン協議会（葡萄農家や団体）の設立
　・ワイン用ぶどう等果樹栽培試験
　・ワイン醸造にかかる準備等
　・まちなか賑わいに係る調査研究を業務委託

H28の事業を委託により継続
　・伊達市ワイン協議会事業の支援
　・ワイン用ぶどう等果樹栽培
　・ワインの醸造、リキュール等の開発
　・まちなかの賑わい創出実験店舗の出店

7,640,000 -

働く女性応援事業

・女性の再就職率の増
・子育てしながら働ける環境づく
り(子育てに配慮した企業等増加
を含む)
・総所得の増

・子育て世代の増加
・家庭生活環境の向上
・女性の社会進出割合増
・人口増加
・税収の増加

女性の再就職のための就業支援・就業意識リサーチ・
企業紹介等(株式会社トーネット)
　⇒正社員採用数2/10

費用対効果悪く関連支援策との調整とともに、事業見
直しをおこなっていく。⇒H28は事業見送り

ファミリーウェルカム事業、ワークライフバランス認定事
業との連携により、子育て世代や子育てが一段落した
世代の就業と子育てとの両立を支援していく 1,732,000 -

農業後継者育成支援事業
（農業振興支援事業）

・農業担い手の増加
・安定した農業経営
・遊休農地利活用数の増

・農林業の活性化
・若年者の流出減
・農村環境向上

青年就農給付金（45歳未満：農業経営初期の財政支
援として最長５年間、年間最大150万円給付）
⇒実績1名

青年就農給付金支給（農業経営初期の財政支援）　⇒
実績8名（1,125万円支給）

青年就農給付金支給（農業経営初期の財政支援）
⇒6名想定（継続6名） 9,000,000 9,000,000

（県：青年就農給付金）

就農支援事業
・就農者の増加
・農業の振興及び活性化
・就農者の定住促進

・農林業の活性化
・移住者の増
・農村環境の向上

新規就農者及び就農して５年以内の農家を対象とした
営農・技術指導の委託及び営農費用助成事業
⇒実績0件

新規就農者及び就農して５年以内の農家を対象とした
営農・技術指導の委託及び営農費用助成事業

新規就農者及び就農して５年以内の農家を対象とした
営農・技術指導の委託及び営農費用助成事業
⇒2名予定（指導受入体制の検討・関連団体）

3,633,000
3,633,000

（地域雇用創出産業活性化基
金繰入）

森林資源を活かした生業づく
り事業

・林業担い手の増加
・森林資源の利活用

・観光物産資源多様化
・農林業の活性化
・林業関連産業の創出
・税収の増

・「伊達市林業活性化検討委員会」事業
　設置、検討協議
・林業就農支援研修
・支援実施母体への運営補助

・「伊達市林業活性化検討委員会」運営
・林業雇用創出支援事業
・林業就業支援事業
・「伊達林業再生アクションプログラム」の作成
・間伐材利用促進事業(委託)

10,993,000 -

６次産業化推進事業
・市内農林業者等に対し、地域資源を活用した六次化
商品の開発・推進の補助　⇒実績2件

・市内農林業者等に対し、地域資源を活用した6次化
商品の開発・推進の補助
（最大25万円×3件）

・市内農林業者等に対し、地域資源を活用した六次化
商品の開発・推進の補助
（最大25万円×3件）

750,000 -

観光物産振興事業費（だて６次
化推進プロジェクト運営補助）

ふくしまＤＣ連携の観光誘客促進事業として、伊達市観
光物産交流協会に6次化商品開発プロジェクトの事業
補助　⇒開発実績　１件

伊達市観光物産交流協会への業務委託（6次化商品
推進プロジェクト事業）として、物産展等での普及活動を
実施している。

農政課実施の六次化商品開発補助を受けた商品の販
売戦略に繋がる支援等について今後検討 - -

猪革プロジェクト事業
・伊達市特産品の増
・駆除隊員の安定確保
・雇用の創出

・観光物産資源多様化
・農村森林環境の向上
・税収の増

伊達市農林業振興公社への補助事業
皮剥ぎ作業所設置・皮剥ぎ技術講習・担い手育成・商
品開発・ロゴ等作成　⇒商品開発数8個・障がい福祉施
設への委託活用

伊達市農林業振興公社への補助事業
◆商品開発～製造～販売　原材料購入・鞣し委託・加
工作業等（雇用）　⇒商品開発数16個・延べ14名の
パート雇用・障がい福祉施設への委託活用

伊達市農林業振興公社への補助事業
◆商品開発～製造～販売
原材料購入・鞣し委託・加工作業等（雇用） 4,700,000

活用できる国交付金やクラウド
ファンディング等を検討

伊達田園回帰支援事業

・交流人口の増加
・農業担い手の増加
・遊休農地利活用数増
・空き農家住宅減

・農林業の活性化
・移住定住者の増
・農村環境の向上
・伊達市の魅力向上

都市住民を対象とした伝統文化・食・農業体験ツアー
（観光業者への農業体験等委託）
　⇒参加者41名（移住2名・3名検討中）

都市住民を対象とした伝統文化・食・農業体験ツアー
（観光業者への農業体験等委託）

都市住民を対象とした伝統文化・食・農業体験ツアー
（観光業者への農業体験等委託）

2,300,000 -

空き家対策事業

・遊休資産の減少
・新たな事業の創出
・移住受入体制確立
・交流人口の増加

・定住人口の増加
・市街環境向上(安全含)

・空家マップ活用し、空家外観調査の委託による危険
度判定
・利活用に係る所有者意向調査の実施
　⇒調査実績854件(内19件登録希望)

・空家対策特措法7条による協議会の設置と計画等の
策定。
・空家バンク登録物件への改修補助。
・空家利活用に係る費用補助（半額･上限50万円）

・空家対策等協議会運営事業
・空家バンク登録物件への改修補助。
・空家利活用に係る費用補助（半額･上限50万円） 2,964,000 -

中心市街地活性化コミュニ
ティ活動事業

・遊休資産の減少
・新たな事業の創出
・商店街交流人口増加

・活気ある商店街
・税収増

・商店街の活性化につながる空き店舗の活用推進のた
め、改修費用や家賃等を補助
　⇒改修等実績２件　家賃補助１件
・まちなかお茶の間「まわらんしょ」運営支援

・商店街の活性化につながる空き店舗の活用推進のた
め、改修費用や家賃等の補助
　　⇒家賃補助４件
・まちなかお茶の間「まわらんしょ」運営支援

・商店街の活性化につながる空き店舗の活用推進のた
め、改修費用や家賃等の補助
・まちなかお茶の間「まわらんしょ」運営支援

14,431,000
4,200,000

（県：活力ある商店街支援事業
補助金）

ふるさとティーチャリングプロ
ジェクト

・交流人口の増加
・ふるさとづくりへの参加者増(地
域おこし支援)
・地域資源の見直し

・移住定住者の増
・地域活性化推進
・ふるさと愛の醸成

・ティーチャリングツアーの運営委託（ツアー開催経費・
活動報告会経費・HP＆SNS作成管理・大学生市内拠
点設置(市)）
　⇒UIJターン相談数12/10

・ティーチャリングツアーの運営委託（ツアー開催経費・
活動報告会経費・HP＆SNS作成管理）
⇒実績:8回開催・首都圏大学生39名・子供250名参
加

・ティーチャリングツアーの運営委託（ツアー開催経費・
活動報告会経費・HP＆SNS作成管理）・・・経費見直し
（事業内容は変えず） 7,178,000 -

英語が溶け込むまちづくり事
業

・英会話の浸透
・異文化への抵抗感減少
・伊達市魅力の世界発信
・グローバルな人格形成

・外国人交流人口増加
・事業の国際化と多様化

-

・国際交流員の任用にかかる準備（規則等・募集・選
考）、英語体験事業等体制整備、体験教室の開催　⇒
国際交流員１名任用

・国際交流員の任用管理・屋内遊び場での英語体験事
業＆国際交流推進事業・インバウンド対策事業等　⇒
国際交流員１名(計２名)任用 11,139,000 -

住宅優遇支援事業

・子育て環境の向上
・高齢者見守り充実
・女性の就労支援
・良質な住環境提供

・移住定住者の増
　(UIJターン含む)
・子育て世代の増加
・出生率増加
・健幸市民の増加

-

・県事業「多世代同居・近居推進事業（取得・総改築費
用の補助）」の事業推進を強化（ＨＰ上で制度周知・積
極活用を周知）し市単独事業は実施せず。

・県事業「多世代同居・近居推進事業（取得・総改築費
用の補助）」の事業推進を強化（ＨＰ上での制度周知・
積極活用を周知）等。 0 -

・伊達市特産品の増
・農業所得の増
・若年農業者の増
・雇用の創出

・観光物産資源多様化
・農林業の活性化
・税収増
・伊達市の魅力向上

実施業務の内容
⇒実績(見込)

実施業務の内容
⇒計画値

当初予算（要求）額 交付金額
(名称)

伊達な地域創生戦略　事業一覧（進行状況　Ｈ27-29）

事務事業名
目的・効果 H29

短期
（～５年）

長期
（20～30年後）

実施業務の内容
⇒実績

資料２
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H27 H28

実施業務の内容
⇒実績(見込)

実施業務の内容
⇒計画値

当初予算（要求）額 交付金額
(名称)

伊達な地域創生戦略　事業一覧（進行状況　Ｈ27-29）

事務事業名
目的・効果 H29

短期
（～５年）

長期
（20～30年後）

実施業務の内容
⇒実績

資料２

道の駅建設事業

・交流人口の増加
・にぎわい創出企画の増
・歴史と観光の振興
・地域物産の消費拡大
・地域防災拡充

・観光収入(関連業含)増
・地場産業の振興
・伊達市の魅力向上
・非常時の市民安全確保

・道の駅建設用地買収・実施設計・造成事業 ・道の駅の建設事業（継続　Ｈ28-29）
　造成2期工事･建築･機械･電気設備

・道の駅の建設事業（継続　Ｈ28-29）
　躯体工事･建築･機械･電気設備
⇒オープン　平成３０年３月予定 ⇒継続事業

（758,780,000)
-

梁川歴史と文化のまちづくり整
備事業

・整備事業の基本計画を策定 ・用地買収、基本・実施設計業務
・「まちの駅」の建設事業(躯体建築工事を地方創生拠
点整備交付金活用)･･･H28/3月補正予算計上・繰越
事業

「梁川まちの駅」整備事業
施設の運営に使用する備品・消耗品等の整備
　⇒オープン　平成３０年４月予定
　⇒翌年度のソフト事業の内容検討

18,050,000

歴史を活⽤した地域創⽣事
業

-

・伊達市立博物館（仮称）整備検討委員会の設置及び
運営

中世伊達氏をはじめとした伊達市の歴史を発信するとと
もに、博物館の整備運用に向けた企画構想(基本構想)
の策定

9,984,000 9,500,000
(教育施設整備基金繰入)

子育てファミリーウェルカム事
業

・充実した子育て支援策の浸透
・仕事と両立可能な子育て環境
の充実

・子育て世代の移住増加
・こども貧困家庭の減少
・人口増加

-

・シングルペアレントや子育て世代への就労支援と各種
子育て支援策との連携調査(対象ファミリーへのニーズ
調査や各事業者職員過不足状況調査等)

・シングルペアレントや子育て世代への就労支援・各業
界と連携した支援策の検討（協議結果に基づき支援策
補正対応）のほか、各種支援策の充実とともに「おらほ
の子育て日本一」の発信と各種支援策をPRし、対象世
帯の移住定住に繋げる

578,000 -

切れ目のない子育て支援事
業（伊達市版ネウボラ）

安心して子育てができる環境形
成
・子育て不安の解消
・子供の健全な成長
・効率的な母子保健指導

・出生率増加
・乳児死亡率の減少
・子育て世代定住人口の増加
(他の子育支援策連携)

-

・事業の構想等について関連部局と協議、具体的な仕
組みづくりにつなげていく。

ワンストップ窓口の整備・ネウボラ保健師、嘱託助産
師、嘱託相談員の配置・ママカフェ設置・育児力向上の
ための発達プログラム構築・・・Ｈ28の計画協議により 31,240,000 8,260,000

(子ども子育て支援交付金)

伊達市子育て応援出産祝金
支給事業

・多子世帯の増加
・子育て環境の向上
・子育て世代の移住定住者増加

・人口(出生率)増加
・子育て世代定住人口の増加
(他の子育支援策連携)

・第３子以降の出産に対し出産祝金を支給（＠50万
円）　⇒実績68世帯

第３子以降の出産に対し出産祝金を支給（＠50万円）
⇒実績見込　60世帯

第３子以降の出産に対し出産祝金を支給（＠50万円）
⇒75世帯見込

37,500,000 -

伊達市産前産後子育て支援
ヘルパー派遣事業

育児負担の軽減や育児環境の
改善
・子育てストレスの解消
・子供の健全な成長の増進
・効率的な母子健康指導

・人口(出生率)増加
・子育て世代定住人口の増加
(他の子育支援策連携)

・家事育児ヘルパー派遣・派遣事業のPR(社会福祉協
議会委託　H28/1募集開始）
⇒４世帯登録・派遣回数10回

家事育児ヘルパー派遣・派遣事業のPR(社会福祉協
議会委託）⇒16世帯登録・派遣21回（Ｈ28/10末現
在）･･･家事支援8割・育児支援2割

家事育児ヘルパー派遣・派遣事業のPR(社会福祉協
議会委託）

2,727,000 -

伊達市子育てアプリ事業

・子育て不安やストレス軽減
・こどもの健全な成長増進
・個々＆ＴＰＯ対応した育児情報
が効果的に取得可能
・効率的なこども育成管理

・出生率増加
・乳幼児の健全育成向上
・子育て世代定住人口の増加
(他の子育支援策連携)

-

妊娠から子育て世代の親が活用するスマートフォンアプ
リの開発・配給～企画・事業者を選定しシステム構築等
業務を委託(H29への繰越事業予定)

スマートフォンアプリの開発・配給～平成29年10月から
運用開始予定(初期開発費用はH28からの繰越予算に
より・運用費は半年分を計上)。 1,207,000 -

ワーク・ライフ・バランス（仕事
と生活の調和）認定事業

・働きやすい職場環境を提供す
る企業数の増
・家事育児、介護作業の役割バ
ランスが向上
・安定した所得確保

・在宅介護割合の増
・出生率増加
・定住人口の増加
・生活のゆとり向上

・制度推進のための企業支援については、県実施の「次
世代育成支援企業認証制度」「福島県両立支援策」を
推進（商工観光課）
　伊達市内認定企業⇒6社
・男女共同参画推進委員会設置と条例制定(市民協働
課)

・県事業「次世代育成支援企業認証制度」「福島県両
立支援策」を推進(市独自の企業向けの支援は予定し
ていない)
・ワークライフバランス講演会開催（市民44名）

・県ワークライフバランス企業認証事業への市内事業所
の参画指導や推進（商工観光）
・男女共同参画プランを改定並びに市民や事業者向け
の男女共同参画講演会の開催を予定 529,000 -

教育相談事業

教育環境の充実
・いじめや不登校児童の減少
・発達障害児童へのサポートの
充実

・児童生徒の学力向上
・「生きる力」を身に付けた児童・
生徒の育成
・自立した市民の育成

・スクールカウンセラー（8校配置）やスクールソーシャル
ワーカー（2名教委配置）、適応指導教室設置し指導員
3名配置し、教育相談や学校復帰へ向けた指導等を実
施

・スクールカウンセラー（ＳＣ）やスクールソーシャルワー
カー（ＳＳＷ）、適応指導教室を設置し、教育相談や学
校復帰へ向け専門要員を配置し指導等を実施

・スクールカウンセラー（ＳＣ）やスクールソーシャルワー
カー（ＳＳＷ）、適応指導教室を設置し、教育相談や学
校復帰へ向け専門要員を配置し指導等を実施 21,980,000

　　　　　20,344,000
(国：緊急ＳＣ等活事交付金)
(県：ＳＳＷ派遣事業委託金)

伊達市チルドレンズ・インダスト
リー事業

・子供の自立性向上
・地場産品の創出
・所得の向上
・新たな地域産業の創出
・雇用の創出
・森林資源の活用増

・多様な観光物産資源
・林業の活性化
・税収増
・伊達市の魅力向上

-

・子どものための産業創出を目指した企画構想の策定
（委託）

・子どものための産業創出に繋がる事業計画を策定～
こどもの物語ミュージアム(仮称)を活用した企画策定と
効果的な計画と管理運営の方策検討～サテライト拠点
のための空家活用整備計画。 7,870,000 2,600,000

（地方創生推進交付金）

いきいき土曜日体験活動事
業

・充実した土曜日の過ごし方発
見
・体力の向上
・子供の社会適応能力向上

・子供の心身の健全な発達

・土曜日を利用した体験活動(体育･文化)の場を設け
体力向上など課題解決に向けた事業の実施
　⇒スポレク～97名参加　昔話～43名参加

・土曜日を利用した体験活動(体育・文化)の場を設け
体力向上など課題解決に向けた事業の実施
　⇒昔遊び～165名参加　宇宙～59名参加

・土曜日を利用した体験活動(体育・文化)の場を設け
体力向上など課題解決に向けた事業の実施
　休みの日でも子供たちが参加したいと思える魅力的な
メニュー検討

481,000 -

青少年育成市民会議団体支
援事業

・自発的に学習するこどもや市民
の増加
・こどもや市民を対象としたス
ポーツ活動の普及と促進

・市民が自ら積極的に学び、活
動し、生きがいを持って充実した
生活を送る

・青少年育成事業(青少年育成市民会議団体等への
補助事業)　⇒実績　立志式(中2)　講演参加604人
　　　　　　　　こども論語塾　11回開催

・青少年育成事業(青少年育成市民会議団体等への
補助事業)
　⇒立志式・講演会・こども論語塾等開催

・青少年育成事業(青少年育成市民会議団体等への
補助事業)
　⇒立志式・講演会・こども論語塾等開催 7,373,000 -

学校支援地域連携推進事業

・地域住民と児童の交流時間増
・地域事業への子供たちの参加
機会増
・多様な学校利活用時間の増
・地域を考える児童数の増

・学校を活用した地域の活性化
の取り組みが拡大
・地域を考え、魅力発信ができる
ひと(大人)が増える
・地域交流人口の増

学校施設を活用したこどもたちや地域住民の交流イベ
ント等（こども祭りや講演・校外授業・コンサートなど）を開
催。新設された保原と梁川の各小学校内にスクールコ
ミュニティセンターを設け、市が任用するコーディネー
ターにより施設維持管理や学校との調整・各種事業運
営のため必要な費用を支出している
⇒実績　２校(43,538人参加 )

学校施設を活用したこどもたちや地域住民の交流イベ
ント等（こども祭りや講演・校外授業・コンサートなど）を開
催する。新設された保原と梁川の各小学校内にスクー
ルコミュニティセンターを設け、市が任用するコーディ
ネーターにより施設維持管理や学校との調整・各種事
業運営のため必要な費用を支出している
⇒実績　２校( 53,897人参加 )

学校施設を活用したこどもたちや地域住民の交流イベ
ント等（こども祭りや講演・校外授業・コンサートなど）を開
催する。新設された保原と梁川の各小学校内にスクー
ルコミュニティセンターを設け、市が任用するコーディ
ネーターにより施設維持管理や学校との調整・各種事
業運営のため必要な費用を支出している

10,563,000 -

・交流人口の増加
・空家空き店舗数の減
・雇用の創出
・歴史と観光の振興
・地域物産の消費拡大

・観光収入(関連業含)増
・地場産業の振興
・伊達市の魅力向上
・移住定住者の増
・活気ある商店街
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H27 H28

実施業務の内容
⇒実績(見込)

実施業務の内容
⇒計画値

当初予算（要求）額 交付金額
(名称)

伊達な地域創生戦略　事業一覧（進行状況　Ｈ27-29）

事務事業名
目的・効果 H29

短期
（～５年）

長期
（20～30年後）

実施業務の内容
⇒実績

資料２

健康運動習慣化支援事業

・生活習慣病の予防改善
・健康寿命の延伸
・医療費及び介護費の減
・健康運動教室の参加者増
・他人と話す時間数の増
・一日歩数の増

・市民が安心して子育てができ、
安心して歳がとれるまちづくり「健
幸都市の実現」

・生活習慣病予防・改善のための40歳以上市民を対象
とした健康運動教室⇒543名参加
・「だて健幸隊」を中心に実施した手軽なウォーキング教
室⇒70回　1,430人
・地域集会所を舞台とした「元気づくり会」開催
⇒37ヶ所　957人参加

・生活習慣病予防・改善のための40歳以上市民を対象
とした健康運動教室の開催⇒540人
・「だて健幸隊」を中心に実施した手軽なウォーキング教
室の開催⇒70回　1,442人
・地域集会所を舞台とした「元気づく会」の開催
⇒72ヶ所　参加1,300人

・生活習慣病予防・改善のための40歳以上市民を対象
とした健康運動教室の開催
・「だて健幸隊」を中心に実施した手軽なウォーキング教
室の開催
・地域集会所を舞台とした「元気づくり会」の開催
（賃金単価改訂により増）

86,424,000
 11,004,000
（参加者負担金）

※ 後期高齢長寿補助申請

健幸都市推進事業

・市民の健康寿命の延伸
・医療費及び介護費の減
・市民の健康意識の向上
・一日歩数の増

・市民が安心して子育てができ、
安心して歳がとれるまちづくり「健
幸都市の実現」

・健幸なまちづくり協議会運営⇒2回開催
・健幸都市啓発・講演会等実施⇒32回・4,219人
・健幸都市推進に係る職員研修⇒6回
・健幸ポイントプロジェクト⇒Ｈ26～1,500人参加
・モデル地区活動支援事業（掛田・白根地区）
・だてマルシェ事業支援（伊達地域）

・健幸なまちづくり協議会運営⇒2回開催
・健幸都市啓発・講演会等実施⇒33回・4,412人
・健幸都市推進に係る職員研修⇒6回
・健幸ポイントプロジェクト⇒Ｈ２６～1,500人参加
・モデル地区活動支援事業（掛田・白根地区）
・だてマルシェ事業支援（伊達地域・月舘地域）
→ＳＷＣバリュー☆1つ獲得（2015評価）

・健幸なまちづくり協議会運営
・健幸都市啓発・講演会等実施
・健幸都市推進に係る職員研修
・健幸ポイント事業
・モデル地区活動支援事業（掛田・白根地区）
・だてマルシェ事業支援（伊達地域・月舘地域・保原地
域）

31,613,000 -

生涯活躍のまち加速化事業
（伊達市版ＣＣＲＣ）

・移住を希望する施設の整備拡
充
・魅力ある生涯活躍プログラムの
企画推進
・連携する地域の活性化拡大
・関連事業(農林業・工芸・生涯
学習事業等)の活性化
・サポート産業(医療・介護)と若
年層の関わり増加

・人口の増加(シニア世代+連携
若年世代・移住)
・交流人口の増加
・農林産業の振興
・雇用拡大
・市民が生きがいを持ち、幸せを
実感
・伊達市の魅力向上

採択・・・
Ｈ28へ事業繰越⇒
（加速化交付金）

【繰越事業】
・基本構想の策定業務（公募選定・委託）
・生涯活躍のまち推進協議会設立運営
・視察・ワークショップ・講演等

【生涯活躍のまち加速化事業】
・生涯活躍のまち推進協議会運営
・基本・実施計画等の策定業務
・事業実施母体の選定・調整協議

20,841,400 10,402,700
(推進交付金　予定）

共助社会構築推進事業
(地域通貨)

・共助活動地域の増
・ボランティア活動市民数の増
・協賛企業や商店の増
　(共助プログラムの多様化)
・双方向支援体制の確立と共助
活動の次元的サイクル構築

・広域的な共助システムの確立
・孤独感を感じず、自立した高齢
者数の増
・気遣いのない助け合い社会が
構築

- -

・共助ポイントを媒体とした地域の住民と高齢者による
共助の仕組み作り(H29はモデル事業)。
① 共助ポイント活用検討及び検証にかかるモデル地域
組織等へのヒアリングの実施
② モデル事業の実施・検証業務の委託(地域実施母
体)⇒地域ポイント券製造・広報・運営等

20,401,000 -

見守りネットワーク事業
(介護特会包括支援任意事
業内)

・認知症サポーター数の増加
・初期集中支援チーム活動の拡
充
・自治組織や地域住民を巻き込
んだ見守りネットワークシステム
に拡充

・疾病重症化数の減少
・徘徊行方不明高齢者0
・孤独死高齢者の減少
・孤独感を感じず自立した高齢
者数の増加

・認知高齢SOSﾈｯﾄﾜｰｸ（地域の協定事業者へタブレット
配布情報提供による迅速な対応)
　→４事業所・団体と協定締結
・認知症の知識や心がまえ等を学び、応援する「認知症
サポーター」を養成。
　→34回開催　1,489人養成。
・認知症高齢者への見守り、声掛け訓練実施。
　→１回開催(5地域で実施)。

・認知高齢SOSﾈｯﾄﾜｰｸ（地域の協定事業者へタブレット
配布し情報提供による迅速な対応)
　　→14事業所・団体と協定締結
・認知症の知識や心がまえ等を学び、応援する「認知症
サポーター」を養成。
　　→３５回開催　１，０００人養成(予定)。
・認知症サポーターのステップアップ研修実施。
　　→１回３５名受講
・認知症高齢者を見守り、声掛けの訓練実施。
　　→１回開催

・タブレットを用いた認知高齢ＳＯＳネットワーク事業（協
定事業者からの情報提供による迅速な対応)
・「認知症サポーター」の養成とステップアップ研修の実
施。
・認知症高齢者を見守り、声掛けの訓練実施。
　　→１回開催予定

・見守りネットワーク
　　　　2、873,880

・認知症サポーター
　養成講座
　　　　　　730,400

介護保険特別会計
（地域支援事業）

福島県北５市町誘客推進事
業(福島･伊達･桑折･国見･川俣)

・近隣を含めた観光圏の知名度
と魅力の向上
・県北の農産品消費拡大
・県北の食の名品消費拡大
・県北地域の交流人口の増

採択・・・
Ｈ28へ事業繰越⇒
（加速化交付金）

・５市町連携し、「食と農」をテーマとしたモニターツアー
の開催やパンフレットの作成、県外でのプロモーション活
動の実施を予定・・・H28で終了(次年度以降の事業拡
大検討)

・県北５市町から、より広域とした県北地域の全８市町に
よる連携を想定した活動を予定している。
（負担金等は、今後の協議により決定する予定）

- -

福島市・相馬市・二本松市・
伊達市観光圏整備事業

・観光圏の知名度と魅力向上
・観光圏特産物等消費拡大
・観光圏の交流人口の増

・福島観光圏内の来訪者数回復のため首都圏をター
ゲットとした来訪機会の創出とソーシャルネットワーク活
用の情報発信事業の展開(新幹線開通による札幌プロ
モーション・東京イベント事業・観光パンフの作成)
⇒実績　プロモーション２件（北海道、仙台）、パンフ4件
（季節ごと）

・福島観光圏内の来訪者数回復のため首都圏をター
ゲットとした来訪機会の創出とソーシャルネットワーク活
用の情報発信事業の展開(4市連携した観光プロモー
ション活動・福島観光圏HP運営・首都圏イベント事業)

・福島観光圏内の来訪者数回復のため首都圏をター
ゲットとした来訪機会の創出とソーシャルネットワーク活
用の情報発信事業の展開(4市連携した観光プロモー
ション活動・福島観光圏HP運営・首都圏イベント事業) 1,155,000 -

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

・伊達氏を観光ツールとした新たな観光資源の創出⇒
車体壁面フルラッピング費用・等身大フィギュア・声優イ
ベントアナウンス・パンフＨＰ作成

公共交通等利用促進参画事
業

・阿武隈急行利用増進のためのPR等事業・あぶQ
ウォークおもてなし・フォトコンテスト・自治体PRラッピング
等
⇒H27実績
・あぶQウォーク参加者数2,802人（10回開催）
・フォトコンテスト 応募者数87人　246作品

・阿武隈急行利用増進のためのPR等事業・あぶQ
ウォークおもてなし・フォトコンテスト・広域連携観光資源
創出事業で整備したフルラッピング車両の内装費・自治
体PRラッピング等
⇒H28実績
・あぶQウォーク参加者数2,466人（10回開催）
・フォトコンテスト 応募者数63人　166作品
・絵画展　参加　13校　児童数364人

・阿武隈急行利用増進のためのPR等事業・あぶＱ
ウォークおもてなし・フォトコンテスト・広域連携観光資源
創出事業で整備したフルラッピング車両の内装費・自治
体PRラッピング等

664,000 -

地域公共交通活性化協議会
参画事業

・公共交通利用者数の増
・小さな拠点に暮らす人口割合
の増

-

利便性が高く持続的な地域公共交通ネットワークの再
構築のため、伊達市地域公共交通活性化協議会主体
により「伊達市地域公共交通再編実施計画」を策定す
る

- - -

地域づくり計画策定事業
(地域自治組織推進事業)

・地域の課題解決と地域特性を
生かした事業を主体的に実施す
る自治組織の増
・地域魅力の向上
・地域交流人口の増

・自立的で活力あふれる地域自
治組織ができる
・地域特性にあった雇用の創出
・地域住民が活躍し幸せを感じ
る機会が増える

・地域課題を解決するための実践活動に必要な「地域
づくり計画」の策定を推奨・・・あくまで地域自治組織が
主体となって計画策定していけるよう市と連携を図って
いる。⇒2地域策定（29地域中）

・前年に引き続き、地域課題を解決するための実践活
動に必要な「地域づくり計画」の策定を自治組織に推
奨。⇒2地域策定（29地域中）

・地域課題を解決するための実践活動に必要な「地域
づくり計画」の策定にあたり、自治組織未創設地域の設
立支援とともに、地域づくり計画の具体化も支援してい
く。⇒4地域策定予定（29地域中） 70,528,000 -

・観光収入の増
・農業～飲食業をはじめ圏内観
光関連産業の活性化
・雇用の拡大
・観光圏への移住定住者の増
・税収の増

・阿武隈急行の魅力向上
・阿武隈急行利用者の増加
・沿線自治体の魅力向上
・沿線地域交流人口の増

・沿線観光物産売上額の増
・移住定住者の増
・税収の増
・行政の運営負担金の減
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