
ページ 変更箇所 旧 新 説明

20 事業名 ★企業誘致への支援事業 ★企業誘致推進事業・創業支援事業 事務事業名の予算計上名称に統一

20 事業名 ★産官民連携まちづくり会社の設立事業 ★伊達地域まちづくり活性化事業 事業内容進行（設立⇒運営）により予算計上名
称への変更

22 事業名
事業概要

■新規就農・就業者への総合支援
　新規就農者の呼び込み等に向け、移住者向け情
報蓄積（農林地、兼業先、住居、先端技術等）との
マッチング体制を構築します。
また、移住者等へ向けた空き家対策による木造住
居の提供支援や、林業事業体への就業斡旋・雇
用環境充実への支援を行います。

■農業後継者育成支援事業・就農支援事業
　農業の担い手育成のため、青年就農給付金の支
給や安定的な農家経営のための農業研修（営農・
技術等）を実施します。また、新規就農者の呼び込
み等に向け、移住者向け情報蓄積（農林地、兼業
先、住居、先端技術等）とのマッチング体制を構築
します。

事務事業名の予算計上名称に統一
対応する実施事業内容の概要追加

22 事業概要 ★森林資源を活かした生業づくり事業
　林業の再生に向け、自伐林家を全国から広く求
め林業就業者の育成を図り、「しごと」として継続で
きる関連事業（木材利用製品開発、ウッドスタート
事業、木質バイオマスエネルギー活用等）への支
援を行い木材利用の促進を広く図ります。

★森林資源を活かした生業づくり事業
　森林の持つ多面的機能の回復と雇用の創出を
図るため、森林から良質の木材が生産できる環境
づくり、林業就業者の雇用が生まれる環境づくりに
努めます。

対象業務の事業内容確定により

24 事業概要 ◎伊達田園回帰支援事業
　急激な少子高齢化により人口減少が進み、特に
中山間地域では空き家や耕作放棄地等が増加し
ています。田舎暮らしや農業体験を希望する都市
住民も多いことから、田舎暮らしや就農支援を行い
定住や交流人口の増加につなげます。

◎伊達田園回帰支援事業
　農業や田舎暮らしに興味のある首都圏などの他
産業従事者・離職者・大学生を対象に、農業体験
や地域住民との交流などの着地型体験プログラム
を提供し、定住や交流人口の増加につなげます。

対象業務の事業内容確定により

24 事業名
事業概要

■空き家・空き店舗対策
　空き家実態調査を実施し、空き家バンク制度を
創設します。また、市内にある利用可能な空き家を
有効活用することにより、市民の定住化や市外から
の移住受入を促進し、空き家を購入した方への支
援策を立ち上げます。
　併せて、適正に管理されていない老朽危険空き
家住宅を除却する取組をします。

■空き家対策事業・中心市街地活性化コミュニ
ティ活動事業
　空き家バンク制度を創設し、市内にある利用可能
な空き家を有効活用することにより、市民の定住化
や市外からの移住受入を促進し、空き家を購入し
た方への支援策を立ち上げます。併せて、適正に
管理されていない老朽危険空き家住宅を除却する
取組をします。また、中心市街地に増えている空店
舗に新規入居者・起業者を誘導し空き店舗等の有
効活用を図るため、賃借費用や改装費を補助しま
す。

対象事務事業名と事業内容不足部分の追加

24 事業概要 ★英語が溶け込むまちづくり事業
　伊達市の観光や文化等を外国人の視点で広く世
界に情報発信するため、外国人の受け入れ体制を
整備します。
　また、外国人と伊達市民が互いの文化を共有し
ながら、身近に英語に触れることにより更なる交流
を促進します。

★英語が溶け込むまちづくり事業
　伊達市の観光や文化等を外国人の視点で広く世
界に情報発信するため、外国人の受け入れ体制を
整備します。
　また、外国人と伊達市民が互いの文化を共有し
ながら、身近に英語に触れ更なる交流を促進する
ため国際交流員を任用します。

対象業務の事業内容追加により

24 事業名 ■相馬福島道路を活用した賑わい拠点整備事業 ■道の駅建設（相馬福島道路を活用した賑わい拠
点整備）事業

事務事業名の予算計上名称を追加

伊達な地域創生戦略　改訂箇所（案）　新旧対照表 資料３
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24 事業名
事業概要

-

★梁川歴史と文化のまちづくり事業・歴史を活用し
た地域創生事業
　伊達市の歴史と文化・史跡等を生かした街中回
遊や、交流の拠点となる施設(まちの駅)を整備し、
市外の観光客やインバウンドと、市民の交流の場と
しての機能を持たせイベント等の開催も企画するな
ど地域活性化の拠点としていきます。
　まちの駅は、新たなビジネス構築(販売できる地域
特産物や伝統工芸品・６次化商品などの開発・製
造等)や移住希望者のための案内・相談窓口の拠
点としての役割を持たせていくほか、伊達市の歴史
や文化に詳しい市民を巻き込んだ観光案内所とし
ての機能を拡充していきます。
　また、伊達市の歴史を生かし発信する場となる博
物館を整備するための検討を進めます。

新規事業の追加により

28 事業名
事業概要

■伊達市版ネウボラ の構築
　妊娠期から就学前にかけての支援をワンストップ
で提供するため、「かかりつけネウボラ保健師」を中
心とする産前・産後・子育ての切れ目ない支援体
制を構築します。

■切れ目のない子育て支援事業（伊達市版ネウボ
ラ ）の構築
　妊娠期から就学前にかけての支援をワンストップ
で提供するため、「ネウボラ保健師」を中心とする産
前・産後・子育ての切れ目ない支援体制を構築し
ます

対象事務事業名確定と事業内容修正により

30 事業名 ■ほっと・さわやか事業（教育相談事業） ■教育相談事業 予算計上名称に統一

30 事業名
事業概要

-

■いきいき土曜日体験活動事業
　子どもたち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ことができるように、
小学生の児童を対象に、体育・文化活動を中心と
した活動を実施し、健全な心身の発達につなげま
す。（スポーツ・レクリエーション・昔話・昔遊び体験
など）

対象既存事業の追加により

32 事業概要 ■ふるさとづくり事業
　郷土への誇りと愛着を醸成することで自らを支え
る心のよりどころを確立しながら、主体的に自分の
将来を設計できる力を育むため、モデルプログラム
を示し、学校独自のプログラム作成を支援するな
ど、本市独自のキャリア教育の推進に努めます。

■ふるさとづくり事業
　郷土への誇りと愛着を醸成することで自らを支え
る心のよりどころを確立しながら、主体的に自分の
将来を設計できる事業を実施し、「郷土愛」や「生き
る力」を推進します（子供たちが参加する地域伝承
活動への支援など）

対応事務事業への分割と事業概要の追加
⇒いきいき土曜日・青少年育成市民団体支援
※現段階で予算計上された事務事業はないが、小学校の
統廃合を始め、地域と子供たちの結びつきが薄れる中で、地
道に活動を続けている太鼓や獅子舞などの子供たちが参加
している地域芸能伝承活動を支援・検討していく。

32 事業名
事業概要

-

■青少年育成市民会議団体支援事業
　市内すべての青少年の安全確保と健全育成のた
めに、市民会議が中心となり、家庭・学校・地域と
連携して青少年の健やかな成長に望ましい環境づ
くりに努め、各事業活動の推進を図ります。（立志
式・講演会・こども論語塾等の開催）

対象既存事業の追加により
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32 事業名
事業概要

■スクールコミュニティ推進事業
　学校と保護者や地域の住民とともに知恵を出し合
い、学校運営に意見を反映させることで、一緒に協
働しながら子どもたちの豊かな成長を支え「地域と
ともにある学校づくり」を推進します。

■学校地域支援連携（スクールコミュニティ）推進
事業
　地域と学校・家庭が連携を含め児童の健やかな
成長を支援するとともに、小学校施設を利用した市
民と児童及び市民同士の交流・学びの活動を推進
し、地域コミュニティの再生を図ります。

対象事務事業名確定と事業内容修正により

35 ＫＰＩ
出典元

特定健診時問診項目 特定健診時問診項目（国保40歳以上） 「運動習慣者の割合」出典元情報追加

35 ＫＰＩ
現状値

23.07　〔平成26年度〕 32.07％　〔平成26年度〕 「運動習慣者の割合」数値修正

35 ＫＰＩ
目標値

30.00％ 43.00％ 「運動習慣者の割合」数値修正

35 ＫＰＩ
目標値

2,650人 4,700人 「元気づくり教室、健康運動教室等への参加人
数」数値修正

36 事業概要 ■健幸都市推進事業
　誰もが地域で安心して住み続けられる健幸なまち
づくりをめざし、自然と歩きたくなるまちづくりを推進
するため、ICT技術を活用した健康データの管理や
道路、施設の整備等地域資源や地域特性を活か
した市民のライフスタイルに応じた「歩き方」の提案
など、市民誰もが地域で元気に暮らせる社会を創
出します。

■健幸都市推進事業
　少子高齢社会、人口減少が進む中、市民誰も
が、健康で幸せに暮らせる健幸なまちづくりを目指
す健幸都市の実現に向け、健康データの一元化と
データの分析・活用による市民の健康づくりへの契
機を図り、健幸都市モデル地区での取り組み成
果、地域資源や地域特性を活かした歩きたくなるま
ちづくりを推進します。

事業内容修正により

36 事業名 ★生涯活躍のまち（伊達市版CCRC）「シニアタウン
パラダイス」推進事業

★生涯活躍のまち加速化事業 予算計上名称に統一

★共助社会構築推進事業
　日常生活で不便を感じる高齢者への地域住民に
よる助け合い(共助)の浸透と、多世代継続的な仕
組み作りのため、モデル地区を設定し「暮らしを支
える組織」づくりと地域通貨(共助ポイント)の導入を
行います。

事務事業名の予算計上名称に統一
対応する実施事業内容の概要追加

■見守りネットワーク事業
　地域住民や専門職、事業者や児童生徒が関わり
認知症高齢者の見守りをはじめとしたサポート事業
を展開し、互いに助け合い健幸でいつまでも地元で
暮らし続けていけるシステムを形作ります。

事務事業名の予算計上名称（介護特会事業事
業総称名）に統一
対応する実施事業内容の概要追加

38 事業名
事業概要

■「地域全体が家族」地域づくりの推進
　高齢者等の日常生活を地域住民同士で支え合
う共助のネットワークづくりや認知症のある方への早
期対応体制の整備などを進め、必要な医療・介護
サービスを受けながら、できるだけ住み慣れた地域
で安心して生活ができるまちづくりを推進します。
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38 事業名
事業概要

★近隣市町村・市内事業者との戦略連携強化
　観光客が伊達市のみならず、県北地域を訪れる
よう、近隣市町村周遊旅行商品の開発促進や支
援体制を整備します。また、伊達市の魅力が最大
限発揮できるよう官民のネットワークや人材、知恵
等を結集し、市全体で共有化を図りながら、一層、
住民との協働・連携による取組を推進します。

★近隣市町村との戦略連携強化（福島県北5市町
誘客推進・ふくしま観光圏整備事業）
　①連携する市町が有する、農業に依拠する観光
資源等を有機的につなげ、風評払拭を含めた農業
政策や観光振興政策、さらにはインバウンドへの対
応を連携させた事業を実施します（福島県北の食
と農、他産業をテーマとしたモニターツアーの企画
運営や日本語・英語版の観光パンフレットの作
成）。
　②福島市・相馬市・二本松市・伊達市の４市によ
る「ふくしま観光圏」を形成し、海・山・里エリアの役
割を踏まえながら、県内外からの観光誘客促進と
長時間の滞在につなげることでの地域経済活性化
を図ります。また、圏内の来訪者数回復のため、広
域連携の情報発信力等を活用し、首都圏をター
ゲットに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を図っていきます。

対応する予算計上事務事業名と概要追加
※予算計上では別事業になっているが、広域連携事業は多
様な効果を狙って他にも検討されつつあり、また連携市町村
数も拡大しつつあるため、表記上１つの統括した大事業名を
残す。

38 事業概要 ◎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
阿武隈急行と沿線自治体で構成する「阿武隈急
行沿線開発推進協議会」において、阿武隈急行の
利用促進を目的とした広域連携事業を実施しま
す。

アー

◎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（公共交通等利用促進参画事業で
継続）
阿武隈急行と沿線自治体で構成する「阿武隈急
行沿線開発推進協議会」において、阿武隈急行の
利用促進を目的とした広域連携事業を実施しま
す。

アー

継続事業の名称を追加

40 事業名
事業概要

■公共交通体制の見直し事業
　既存交通資源の有効活用と整理・統合により、高
齢者や観光客など、誰にでもわかりやすく、使いや
すい、メリハリの効いた地域公共交通網の形成を図
ります。

■地域公共交通活性化協議会参画事業
　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」を策定します。

事務事業名の予算計上名称に統一
対応する実施事業内容の概要追加

40 事業名 ★地域づくり計画策定事業 ★地域づくり計画策定事業（地域自治組織推進事
業内）

予算計上事務事業名をついて
※包括的な地域自治組織の活動支援事業に地域づくり計
画策定が組み込まれており、各種地域自治関連支援策と区
別するため付記するもの

65 表注釈
（年齢３区分
別人口の長期
推計表）

　
※年齢３区分ごとに端数処理をしているため、総人
口が一致しない場合がある。

※各年10月１日現在人口。平成22(2010)年は、
総務省統計局『国勢調査報告』（国籍・年齢「不詳
人口」をあん分補正した人口）による。
※年齢３区分ごとに端数処理をしているため、総人
口が一致しない場合がある。

数値算出上の説明を付記


