
4
（仮称）国道４号インターチェンジ

周辺土地利用構想
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4
４－１　基本方針

（１）社会環境変化による伊達市の影響と対策

　「伊達市　再生・発展まちづくりグランドデザイン」
　伊達市では、進行する少子化への対応、ならびに働く世代・労働力人口の減少に対する対策が求められ
ている。同時に、高齢者を含む様々な世代にとって暮らしやすいまちづくりを進めることが、喫緊の課題
となっている。
　また、「団塊の世代」の高齢化によって、伊達市でも介護・福祉施設の需要等への対応に追われ、問題
が今後深刻化していくものと考えられる。特に、高齢者の単独世帯が増加することが予想され、高齢者の
見守り・日常的な生活の支援等の地域包括ケアの重要性は高まるとみられる。
　産業においては、工場誘致等の従来からの発想での産業振興のみでは、伊達市の今後 10年先、20年
先の成長にとっては十分とは言えない。伊達市の優れた地域資源を活かした農林業を成長産業に転換して
いくことや、「健幸都市」の取り組みや高齢者等の余暇時間を活かして、医療・福祉・健康分野や観光等
においてソーシャルビジネスを盛んにしていくことが、伊達市の成長にとって重要な課題といえる。

…

（２）上位計画による位置づけ

（1）伊達市再生・発展まちづくりグランドデザイン　　
　　…　グランドデザインを通じてめざす伊達市の将来の姿として、次の５点に整理している。これら将来
像の多くの取り組みは、公・民・コミュニティの協働により推進される。

　　〈生涯健康・幸福なまち〉
　　　生涯にわたって健康で生きがいをもって暮らす健幸都市づくり
　　〈“豊かなこころ”を持つ後継者が育つまち〉
　　　ふるさとの再生と発展を支える人づくり

生活の変化

少子化・高齢化 生産年齢人口の
減少

生活への対策

暮らしやすいまちづくりへの取組み
介護・福祉対策

地域包括ケアへの取組み

産業の変化

製造拠点の流出

産業への対策

農林業分野へ
の取組み

健幸都市への取組み
医療・福祉・健康分野・

観光分野への取組み

■環境変化の影響への対策　

（仮称）国道４号インターチェンジ周辺土地利用構想
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　　〈挑戦する農林業が営まれるまち〉
　　　魅力あふれる先進農林業の発信
　　〈省エネ・創エネを通じた環境にやさしいまち〉
　　　省エネ・創エネによる環境にやさしい地域づくりの推進
　　〈広域交流・連携の要として賑わいを生むまち〉
　　　広域的に人を呼び込む魅力づくり

（2）福島県新長期総合計画「うつくしま 21」
　1) 県北地域の将来像
　　　「自然の恵みと都市の魅力が調和した学術研究文化交流圏」
　　　・知的創造拠点地域の形成
　　　・豊かな自然と都市機能が調和した快適な生活空間の形成
　　　・産業振興と高度な産業構造の形成
　　　・連携・交流の可能性の高まりを踏まえた広域交流圏の形成

（3）県北都市計画区域マスタープラン
　〈本地域に係わる整備方針〉
　　1）都市づくりの理念
　　　…　本県においては、「都市と田園地域等の共生」を都市政策の基本理念とし、県民や事業者、市町

村等様々な主体と一体となって、本理念の具体化及び継承に取り組む。
　　2）基本方針
　　　・都市と田園地域等が共生する都市づくり
　　　・地域特性に応じたコンパクトな都市づくり
　　　・ひと・まち・くるまが共生する都市づくり
　　3）県北都市計画区域における都市づくりのビジョン
…　　　「活力にあふれ、豊かな自然環境と共生する、学術文化都市」
　　　・にぎわいのある都市づくり
　　　・市街地と豊かな自然・田園が調和した都市づくり
　　　・学術・文化機能を活かした都市づくり

　2）当都市計画区域の広域的位置づけ
　　　…　県北広域都市圏の圏域拠点である福島市を有し、区域内のみならず広域圏内の二本松・本宮都市

計画区域、川俣都市計画区域、霊山都市計画区域に対し通勤・通学を始め、文化・医療など多様な
都市機能を担っている。なお、福島大学や県立医科大学等の学術研究機能、県立美術館や県立図書
館等の文化機能等の多様な高次都市機能が集積している。また、東北自動車道、東北・山形新幹
線、一般国道４号等の交通体系の整備により、首都圏や隣接する宮城・山形両県と短時間で結ばれ
ているほか、東北中央自動車道の整備により相双地域や山形県との連携強化が期待される。…今後も、
高次都市機能や工業等の集積を生かし、活力ある都市活動や産業、にぎわいのある人々の交流の創
出に努める。
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（3）伊達市における伊達地域の可能性　

（1）人口の集約化が望まれる地域
　　…　伊達地域の地域別人口動態は、微増であるが、ＩＣ周辺開発による地域ポテンシャルの向上と共に、
市域内において人口の集約化が進むことが望まれる。

　　…　地域別の産業分類別就業者の構成比においても第３次産業の比率が高く、市域において商業・サー
ビス機能、医療福祉機能等の都市機能の充実化がみられる地域である。

（2）新しい産業の創出が期待される地域
　　　…　商業は、国道４号沿いに中小規模の小売店が立地しており、地域外からの購買流入がうかがえる

地域である。
　　　…　また、農業は、専業農家割合が最も高い地域であることからも、自然環境の保全、美しい田園風

景の継承、食糧供給の基地、また地域性のある農業を対象としたレクリエーション空間の創出とし
ての発展が望める地域である。

　　　…　工業は、食料産業と電子産業が主要産業となっており、近年求められている IT 企業等の先進的
な産業形態を有する地域ともなっている。

（3）交通が交差し交流拠点となる地域
　　　…　道路交通網については、国道４号及び国道 399号が交差し、東北本線と国道 4号間の市街地を

一般県道国見福島線が通っている。これらは県北及び広域市町村圏を連絡する主要ネットワーク路
線ともなっている。さらに東北中央自動車道のインターチェンジが設置されることで、福島～宮城
の南北軸、相馬～山形の東西軸の結節点としての役割が重視され、交流拠点として流入が盛んにな
ることが予想される。

　　　…　伊達地域は県都・福島市に隣接していることからも都市機能の充実が望まれる地域であり、さら
に交通機能の充実により、人口の集約、交流化が一段と進む可能性を有する地域ともいえる。
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（４）伊達地域の将来イメージ
　伊達地域が目ざす将来イメージは、「伊達市再生・発展まちづくりグランドデザイン」が目ざす〈生涯
健康・幸福なまち〉〈“豊かなこころ”を持つ後継者が育つまち〉〈挑戦する農林業が営まれるまち〉〈省エ
ネ・創エネを通じた環境にやさしいまち〉〈広域交流・連携の要として賑わいを生むまち〉の実現を目的に、
伊達地域の可能性（特性）から導き出されるものと考える。それらは以下の通りである。

■「伊達地域の将来イメージ」抽出過程　

伊達市再生・発展まちづくりグランドデザイン
（目指すべき伊達市のまちづくり）

伊達市における伊達地域の可能性

人口の集約化が望まれる地域

広域交流・都市機能交流の拠点

心豊かな、快適な暮らしの拠点

伊達地域の将来イメージ
（「発展まちづくりグランドデザインへ」への寄与）

賑わいを生む新たな産業の拠点 医療・福祉・健康増進の拠点

・�人口の地域集約化が進む。
・�商業・サービス・医療福祉機能等
の都市機能が充実。

新しい産業の創出が期待される地域

・�地域外からの購買流入がうかがえる。
・�自然環境保全、美しい田園風景の
継承。

・�食糧供給の基地としての役割。
・�農業を対象としたレクリエーショ
ン空間の創出。

交通が交差し交流拠点となる地域

・�福島〜宮城の南北軸、相馬〜山形
の東西軸の交流拠点としての流入
の活発化。

・県都、・福島市の隣接地域として都
市機能の充実が望まれる。

挑戦する農林業が
営まれるまち

生涯健康・幸福な
まち

“豊かなこころ”
を持つ後継者が

育つまち

省エネ・創エネを
通じた環境に
やさしいまち

広域交流・連携の
要として賑わいを

生むまち
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１）広域交流・都市機能交流の拠点
■伊達市「広域交流・連携の要として賑わいを生むまち」をリード

　東北中央自動車道のＩＣの整備により、伊達地域の福
島県北部の交流拠点として役割が一段と高まると考えら
れる。広域的には、東北の南北の交流、また、地形的に
厳しく交流が進んでいなかった山形県と相双地方の東西
の交流が進み、伊達地域を中心とした伊達市の南東北の
拠点都市としての発展が図られる。
　また、それに伴う幹線道路の整備や鉄道等の交通網の
充実により、福島市等の都市圏との通勤、通学、ショッ
ピング、高度医療機関への通院等の連携が強化されるこ
とになる。これらは、「広域交流・連携の要として賑わい
を生むまち」の実現を担うことになる。

２） 賑わいを生む新たな産業の拠点
■伊達市「“ 豊かなこころ ” を持つ後継者が育つまち」を「挑戦する農林業が営まれるまち」をリード

　産業、特に商業の交流拠点としての役割も活発化する。伊達地域は地域外からの購買流入がうかがえる
地域であることからも、東北中央自動車道のＩＣの整備によって、その傾向に拍車がかかることが予想さ
れる。県北地域、伊達市地域の
ゲートウエイ的な存在でもある
ＩＣ周辺に、地域の賑わいを生
む大型商業施設を含めた工業・
流通業務施設の開発計画を促進
されることが期待できる。
　一方、既存の商業地について
は、伊達駅前の整備に加え、天
王通りの商店街とＩＣ周辺の整
備によって、各地域の特徴を活
かしながら連携し、共存共栄の
商業振興を促進していく。また、
交流が促進されるにつれ、農業
の 6次化等へのチャレンジが一
段と進み、その結果、地域特有
の新たな産業の創出も実現。さ
らに、まちの次代を見つめ後継
者の育成を促進していく。

伊達市
〈挑戦する農林業が営まれるまち〉

〈” 豊かなこころ” を持つ後継者が育つまち〉

伊達市
〈挑戦する農林業が営まれるまち〉

〈” 豊かなこころ” を持つ後継者が育つまち〉

伊達地域
賑わいを生む産業の開発・新しい地域産業の創出

伊達地域
賑わいを生む産業の開発・新しい地域産業の創出

商　業 農業・工業 観光等商　業 農業・工業 観光等

産業の交流拠点としての役割産業の交流拠点としての役割
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３） 医療・福祉・健康増進の拠点
■伊達市「生涯健康・幸福なまち」をリード

　福祉・医療拠点としての整備も促進される。
現在、伊達市では、少子高齢社会と人口減少社
会が進む中、市民一人ひとりが健康で幸せな生
活を送るため、「健幸都市」の実現を目指して、
さまざまな取り組みを進めている。伊達地域に
は、国道 399号周辺に総合病院である「北福島
医療センター」を有していることからも、健康
を基軸としたまちづくりの実現に向けて、伊達
地域が大きな役割を担うことが期待される。「北
福島医療センター」を核に、健康長寿をテーマ
とした、医療・福祉・健康増進に関する施設や
研究所等を誘致するポテンシャルは大きいとも
いえる。

４） 心豊かな、快適な暮らしの拠点
■伊達市「省エネ・創エネを通じた環境にやさしいまち」をリード

　以上の 3つの機能の根底には、住民
生活の基本である「心豊かに安心、快
適な暮らしを営む」ことがなければな
らない。本地域は、広大で豊かな自然
環境の中にあり、心豊かな快適性を求
める点では、都市と自然、市街地と農
村地域等が有機的なつながりもち、共
生していくという視点も必要である。
そのような観点から、市街地及び農村
地域等の文化やコミュニティを尊重し
ながら、相互交流や相互補完を活発化
し、それぞれが共に豊かになれる地域
づくりを実現する。　　
　また、豊かな自然的環境との調和を
図るという観点から、日常の生活にお
ける省エネ・創エネの促進により、環
境にやさしい持続可能な共生社会の実
現を図ることが求められる。

伊達市
<生涯健康・幸福なまち>

伊達地域・医療・福祉・健康増進の拠点

高度な医療体制 充実した
福祉サービス 多彩な健康政策

医　療 福　祉 健　康

伊達市民

伊達地域・医療・福祉・健康増進の拠点

コミュニティ
日常生活における

省エネ・創エネの促進

心豊かな、快適な暮らしの拠点

広域交流・都市
機能交流拠点

賑わいを生む
新たな産業拠点

医療・福祉
・健康増進拠点

ミミコミミ ニュニュニテティティティ
生生活におにおけるける

省エエ省エ省エネネ・ネ・ネ 創エ創エネのネネのネの促進促促促

環境
にやさ

しいまち　伊達市

市街地域と農村地域の
コミュニティ

日常生活における
省エネ・創エネの促進

広域交流・都市
機能交流拠点

賑わいを生む
新たな産業拠点

医療・福祉
・健康増進拠点

心豊かな、快適な暮らしの拠点
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４－２　導入機能の検討

（1）まちづくりコンセプト

　インターチェンジ、及び、鉄道網、幹線道路網の交差という機能を有する、福島の交流軸のクロスポイ
ントに位置する地域として、それらの特性を最大限に活かしながら人、モノ、情報の交流拠点としての形
成を図る。拠点はそれぞれの機能を集約させてコンパクトなまちづくりを進めながら、有機的に連携させ、
賑わいの創出を図り、伊達市全体に活力を、伊達市民全体に活気を与える。北福島の発展をリードし、福
島の拠点都市としての地位を確立する。その結果、生まれるまちの姿は以下にイメージされる。

※…「だて活」／まちづくり活動を「まち活」、就職活動を「就活」というように、伊達地域や伊達市の活力、活気を創出するま
ちづくり活動を「だて活」とした造語。

（仮称）だて活！リーディングタウン

福島の発展を担う伊達市の活気と活力をプロデュースする拠点

だて
活！リ

ーディングタウン

市全体に活力・活気をもたらし
伊達市の福島の拠点都市として地位を確立

あったかベストミックスタウン

コミュニティ
クロスタウン

わいわい
活輝タウン

いきいき
ウェルネス
タウン

コミュニティ
クロスタウン

わいわい
活輝タウン

いきいき
ウェルネス
タウン

あったかベストミックスタウン

市全体に活力・活気をもたらし
伊達市の福島の拠点都市として地位を確立
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コミュニティクロスタウン1

（2）創出されるまちの姿

　【賑わい】
　　●多くの人々がいろいろな目的で流入し、新しい交流・連携が生まれる。
　　●観光拠点としての機能が進み、観光施設・宿泊施設などの整備が促進される。
　【ビジネス・産業】
　　●ビジネス補完機能が充実し､ 研修施設 ･ビジネスホテル等の整備が促進される｡
　　●情報の交流が進み、伊達地域へ新しいビジネス・産業・文化が創出される。
　　●流通拠点としての役割が大きくなり、各種産業の活性化が促進される。
　【文化】
　　●交流促進により伊達町の歴史・文化が掘り起こされ、まちへの愛着が生まれる。
　【交通】
　　●交通手段の充実により通勤・通学・ビジネスのエリアの拡大が図られる。
　　●循環バス等のまちの施設を結ぶ交通の整備が図られ、高齢者も安心して医療・買い物ができる。
　　●クルマのシェアリング化が図られ環境にやさしいまちづくりが促進される。

活発な交流からいろいろなモノが生まれるまち

■イメージ写真　
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　【賑わい】
　　●…多機能型複合商業施設が整備され、福島市や周辺地域から多くの人が日常的に買い物などに訪

れる。
　　●イベントや伝統的なまつりが定期的に行われ、各地域からの流入が促進される。
　　●…沿道商店街も複合化が進み、近隣市町から家族連れなどが集まり、美しい街並みのもとで買い

物や食事を楽しむ。　
　　●空き店舗を利用した新しいショップが生まれ、若年層などの流入が活発化する。
　【交流】
　　●都市圏の各種商業施設のサテライトショップが生まれ、交流が活発化される。
　　●…大型商業施設と既存の商店が連携し、それぞれの特性を活かした販売やイベントをしながらも

一体となって活気あるまちづくりを図っている。
　【商業・観光】
　　●伊達駅周辺の既存小売店舗の共同化や専門化が進み個性ある買い物ゾーンとなる。
　　●伊達駅のターミナルと既存商店街とが誘導道路などで連携機能が強化される。
　　●伊達駅やインター付近に観光情報センターが整備され、近隣観光の拠点となる。

■イメージ写真　

わいわい活輝タウン2
人とまちがイキイキと輝いている賑わいのまち
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　【都市】
　　●…豊かな自然に包まれた伊達地域の特性を活かしながら、地域全体に広がりを持った都市機能の

ネットワーク化が図られ、都市と自然が一体になった田園都市が生まれている。
　　●…ユニバーサルデザインの概念に基づいたまちづくりが行われ、高齢者・障がい者も安心して出

かけている。
　　●…新しいまちを中心にスマートシティとして再生可能エネルギーが積極的に導入され、環境にや

さしいまちづくりが行われている。
　　●人と自然の共生した暮らしが見直され、都会からの移住者の増加がみられる。
　【交流・レクリエーション】
　　●…都市と田園地域等の交流が積極的に行われ、地域のそこかしこであたたかい交流が生まれてい

る。　
　　●田園が美しく保全され、レクリエーションなどの活用の場となっている。
　　●歴史的な街並みの保全等により、観光客などの流入が促進された。
　　●農村が、地域住民や来訪者のふれあいの場として、自然体験や地域活性化の拠点となっている。
　【農業】
　　●優良農地としての維持が図られ、食糧供給基地としての役割が果たされている。

■イメージ写真　

あったかベストミックスタウン3
都市と田園地域が調和したやさしさに満ちたまち
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　【健幸】
　　●…医療・福祉・健康の施策が一体的に展開され、誰もが身体面の健康だけでなく、人々が生きが

いを感じ、安心して豊かな生活を送れる「スマートウエルネスシティ」のまちづくりが進んで
いる。

　　●…医療 ･福祉 ･健康に関する施設の集約化が図られ、連携した医療 ･福祉政策が展開される。
　　●…医療・健保のワンストップ化を図った地域共通 ICカードを用い、統合健保医療サービスシステ

ムの充実化が図られている。
　【医療】
　　●老若男女すべての人が、高度な専門医療を気軽に受診できる。
　　●医療機関に勤務する医師、看護師等を受け入れる住宅等の整備が図られる。
　【福祉】
　　●…障がい者等のリハビリテーション機能を持った一体的な施設の整備が図られる。
　　●介護を対象としたモデル住宅などの新しい形の住環境の形成が図られる。
　　●中長期的に療養する人のための賃貸住宅等の建設が図られる。
　【健康】
　　●…地域全体でインターネットによる検診体制等が確立し、誰もが日常的に健康診断・チェックが

行われ、多くの人が健康生活を維持している。　
　　●市内の学校を対象とした健康と食育をテーマとし教育の発信活動が展開される。
　　●健康長寿関連産業の研究所・工場等の誘致が促進される。

■イメージ写真　

いきいきスマートウエルネスシティ4
みんなが安心していきいきと過ごす「健幸」のまち
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４－３　インターチェンジ周辺土地利用構想

（１） 地域づくりの戦略
　交通網の結束点の特性を最大限に活かし、活力と賑わいを創出し、地域の飛躍を図ると共に、伊達市全
体の活性化を牽引する役割を担う。

●南北、東西軸からの流入機能の強化による産業の拠点化が進む。
　（福島圏域における商業・工業・観光・交通物流の拠点化）

●南北・東西軸と市街地の有機的な連携によって既存市街地の活性化する。
　●企業立地の促進等によって就業・定住人口が増加する。

　●既存の資源（伝統・文化）や産業の活性化を促進する。

　●生活・産業情報の発信・集約機能を充実させる。

　●他地域との交流等による新しい農業・工業を展開する。

　●医療・福祉・健康機能の充実による暮らしの安心性を向上させる。

　●都市機能と自然が調和する地域を形成する。

（２）地域づくりの方向性

① 伊達市の賑わいの創出拠点をめざします
　　…　ＩＣの整備を通じて、首都圏や東北の主要都市、さらに太平洋・日本海の結節点となる。よって、
多方面から人、モノがスムーズに入り込むために、流入機能・施設整備を推進し、交流と賑わい創出
の拠点化をめざす。

② アクセス網の確立で暮らしの向上をめざします
　　…　高速交通、鉄道、幹線道路と地域内の公共施設、住居などとを有機的に結ぶアクセス体系の確立を
図り、高齢者から、学生などの若年層まで、通勤、通学、買い物、通院など、何をするにも便利にす
ることで、暮らしの向上をめざす。

③ 既存資源や産業の活性化をめざします
　　…　各種情報の発信・集約機能を高めながら、自然環境、伝統・文化、イベント等の豊富な既存の地域
資源の掘り起しやブラッシュアップを図り、地域産業である農業、商業、工業、そして観光等の活性
化をめざします。伊達ブランドの創造や農業の６次産業化など、産業の新たな仕組みやビジネスの創
出を進め、産業の活性化をめざす。
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④ 企業誘致等による定住人口の増加をめざします　
　　…　交通ポテンシャルが高い優位性を生かし、新たな産業系用地の確保をはじめとする計画的な土地利
用と立地環境整備を進めることにより、域内外からの産業導入 ･集積を進めていきます。その推進に
より市内の若年層を中心に就業機会を増やし、定住人口の増加をめざす。

⑤ 生産性の高い、新しい農業の展開をめざします
　　…　交流促進による新しい市場ニーズへの対応として、伊達市の基幹産業である農業の生産基盤の強化、
生産性の高い農業環境の充実（グリーンツーリズム等）を推進する。

　　…　また、良好な田園環境の保全を図りながら、交流拠点としての機能を活かした、新しい農業の展開
をめざす。

⑥ だれもが安心して生活できるまちをめざします
　　…　健康を維持することは、個人と社会の双方にとってメリット（生きがい、豊かな生活、医療費の抑
制）があるとの考えのもと、既存の医療・健康・福祉施設などとの連携を強化しながら、高齢になっ
ても地域で元気に暮らせる「健幸」なまちづくりの促進を図る。また、市街地を中心に使いやすさと
安全 ･公平を配慮した ｢ユニバーサルデザイン｣ の普及により、安心して生活できるまちをめざす。

⑦ 環境にやさしい地域の形成をめざします
　　…　伊達地域を環境にやさしいまちづくりを進める伊達市の「顔」としての役割をもつ地域として、豊
かで美しい自然環境を守り育て次代へ継承するための施策を展開する。さらに、再生可能エネルギー
の活用によるスマートハウス・シティの推進を図り、省エネルギーに配慮したまちづくり等を進める
ことで、市民が美しい自然環境にふれあい、親しめる「自然と共生する社会」を実現し、環境にやさ
しい地域の形成をめざす。

⑧計画性のあるメリハリのある土地利用の推進をめざします
　　…　子どもにもお年寄りにも安全で快適な生活環境が確保された良好な市街地を形成するとともに、自
然景観や優良農地、史的資源の保全を図る地域特性の損なわないメリハリのある土地利用の推進をめ
ざす。
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（３）土地利用方針
　基本方針等を踏まえ、伊達地域を４つの区域に分割し、次ページ以降に各地区の土地利用方針を示す。
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◆土地利用構想における総括
　（仮称）国道４号ＩＣ周辺地域に望まれる導入施設については、上位計画の位置づけや地域づくりの戦略・
コンセプト、地域の立地特性を踏まえ、次のように想定する。

【上位計画の位置づけ】
【伊達市第２次総合計画】
　　健幸と個性が創る 活力と希望あふれる故

ふる
郷
さと

伊達市

【伊達市再生・発展まちづくりグランドデザイン】
　◆伊達市の将来像と再生・発展戦略～次世代に向けた新しい成長モデルを目指して
　　○生涯にわたって健康で生きがいをもって暮らす健幸都市づくり
　　○ふるさとの再生と発展を支える人づくり
　　○魅力あふれる先進農林業の発信
　　○省エネ・創エネによる環境にやさしい地域づくりの推進
　　○広域的に人を呼び込む魅力づくり

【地域の立地特性と優位性】
●東北中央自動車道ＩＣの整備に伴い、広域ネットワーク化の充実が図れる
●�県の南北軸、相馬～山形の東西軸の交流拠点であり、広域的アクセスに恵まれ域外からの流入がう
かがえる

●伊達駅前は、住・商・工地域が集積し都市化が進みつつある
●医療・商業・行政サービス・医療福祉機能等の都市機能が充実している
●伊達市において、唯一人口の微増傾向にある地域である

ＩＣの整備効果を活かし、交通結節（結い）拠点地域づくりの推進を図る

【地域づくりの戦略視点】
●交通流入拠点を活かして、働く場・集う場を誘致する
●交流人口の増加に伴い、既存の資源（伝統・文化）や産業の情報発信を進める
●他地域との交流による、新しい農業・産業の発展を進める
●働く人・住む人を増やす
●生活・産業情報の発信・集約機能を充実させて、暮らしの利便性を高める
●中心市街地と有機的な連携を進めによる既存市街地の活性化を図る
●医療・福祉・健康機能の充実による暮らしの安心性の向上を図る

【導入機能の方向】

【機能の方向から創出されるまちの姿】

１）広域交流・都市交流機能
■コミュニティクロスタウン
　東北中央自動車道のインターチェンジの整備により、伊達地域の福島県北部の交流拠点として役割
が一段と高まると考えられる。広域的には、東北の南北の交流、また、地形的に厳しく交流が進んで
いなかった山形県と相双地方の東西の交流が進み、伊達地域を中心とした伊達市の南東北の拠点都市
としての発展が図られる。
　　　＜想定施設＞
　　　・多機能型複合施設（交流拠点施設）／・物流高速ターミナル施設

２）賑わいを生む新たな産業機能
■わいわい活輝タウン
　東北中央自動車道のインターチェンジの整備によって、域外から多くの人々が訪れる事が期待でき
る。これをふまえ、既存の商業地については、伊達駅前の整備に加え、天王通りの商店街とインター
チェンジ周辺において、各地域の特徴を活かしながら連携し、共存共栄の商業振興を促進していく事
が望まれる。また、交流が促進されるにつれ、農業の 6次化等へのチャレンジが一段と進み、その結果、
地域特有の新たな産業の創出も実現性が高まる。
　　　＜想定施設＞
　　　・駅のターミナル化／・複合行政機能の設置／　・空き店舗を利用したコミニュティ施設

３）心豊かな、快適な暮らしの機能　
■あったかベストミックスタウン
　市街地及び農村地域等の文化やコミュニティを尊重しながら、相互交流や相互補完を活発化し、そ
れぞれが共に豊かになれる地域づくりを実現する。また、豊かな自然的環境との調和を図るという観
点から、日常の生活における省エネ・創エネの促進により、環境にやさしい持続可能な共生社会の実
現を図ることが求められる。
　　　＜想定施設＞
　　　・医療地域と連携した住宅整備／・スマートシティの建設

４）医療・福祉・健康増進機能
■いきいきスマートウエルネスシティ
　伊達市では、「健幸都市」の実現を目指して、さまざまな取り組みを進めている。伊達地域には、国
道 399号線周辺に総合病院である「北福島医療センター」を有していることからも、健康を基軸とし
たまちづくりの実現に向けて、大きな役割を担うことが期待される。
　　　＜想定施設＞
　　　・健康長寿をテーマとした、医療・福祉・健康増進に関する施設や研究所等

土 地 利 用 構 想 の 策 定 　

(1) 広域交流・都市交流機能 (3) 心豊かな、快適な暮らしの機能　

(2) 賑わいを生む新たな産業機能 (4) 医療・福祉・健康増進機能
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 ❶ 自動車利用型
 　 広域対応型商業ゾーン

1　広域交通の結節点として産業誘致
　東北中央自動車道のインターチェンジが設置される（仮称）
国道４号ＩＣ周辺については、交通結節点による広域交通利便
性を活かして、流通・産業系ゾーンとし、商業機能・工業機能、
物流・運輸機能等の各種の産業系土地利用を積極的に導入する
ゾーンとする。産業としては、環境保全などに関する産業や新
しい製造技術などに関わる産業をはじめ、ビジネスの支援に関
わる産業、生活文化に関わる産業など、私たちの生活にゆとり
や豊かさを与え、集客力、情報発信力など、都市としての魅力
を向上させる産業の誘導を図る。

2　多目的施設の誘致による賑わい形成
　インターチェンジの南部は「多機能型複合商業施設ゾーン」
に位置付け、商業、行政、医療、福祉などの多目的施設を誘致し、
近隣、広域の両面から多くの人々を集め、伊達市の玄関口にふ
さわしい賑わいのゾーンを形成する。

●…多機能型複合施設等による交流拠点
施設
●…物流・運輸拠点となる高速ターミナ
ル等
●…観光やビジネスを対象とした宿泊施
設
●…ＩＴ、環境、先端技術関連等の工業
施設
●…広域的な集客力をもつ産地直送物産
センター
●…伊達市の観光施設へ誘導する観光情
報センター
●バスターミナル

想定される施設

Date area

観光 商業

交通物流 工業

東
北
縦
貫
自
動
車
道

Ｊ
Ｒ
東
北
本
線

車
道　

国
道
４
号

阿
武
隈
急
行

東北中央自動車道 IC
周辺地区

仙台・青森

東京

山
形
・
酒
田

相
馬

ホテル
物産

多機能型複合商業施設
ショッピング
モール　等

バス
ターミナル

観光産業
先端産業

観光 商業

交通物流 工業

東
北
縦
貫
自
動
車
道

Ｊ
Ｒ
東
北
本
線

車
道　

国
道
４
号

阿
武
隈
急
行

東北中央自動車道 IC
周辺地区
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　伊達地域においては、伊達市内はもとより、広域な東西南北の交流拠点であり多様なニーズに対応する点
からも、敷地面積の半分以上を複数業種の核店舗が占め、街区敷地内にスーパー、ホームセンター、家電店
等の専門店が別棟で出店する形態がイメージされる。ワンストップショッピングを可能にし、目的の店舗の
前に自動車を止めて買い物ができるオープン・モールである。
　さらに、敷地内において、エントランス機能を有する情報センターやホテルなどの施設の整備も計画される。
これらは、伊達地域の中心商店街及び伊達市全域への誘導機能等をもたせ、伊達市全域の活性化をも担う。

（参考）商業施設イメージ

区　　分 施　　　設

エ ン ト ラ ン ス 施 設 情報センターなどの中心街・伊達市全域への誘導施設。
行政施設。

定 住 促 進 施 設… 働く場としてのビジネス拠点施設。
工業・物流企業の施設（ＩＴ・環境関係）。

交 流 促 進 施 設…
多機能型複合商業施設内における、カフェやイベントホール、産直施設、
食の施設、特産品販売施設。
ホテルなどの北福島の観光拠点施設。

区　　分 形　　　態

多 機 能 複 合 型 一つの建物の中に小売店や飲食店の他に、行政施設や医療施設、交流施設
などが設置された形態

超 大 型 モ ー ル 型 一つの建物の中に小売店が計画的に形成された集合商店街の形態。

パ ワ ー セ ン タ ー 型 核店舗の他に、街区敷地内にスーパー、ホームセンター、家電店などが別
棟で出店する形態。

モ ー ル 街 型 核施設周辺に集客効果を狙った非系列の単独店も集積し、モール街が拡大
していく形態。

■実例（パワーモール前橋南）

■ＩＣ周辺施設分類

■多機能型複合商業施設の形態

■モールのイメージ
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 ❷ 伊達駅前ゾーン
 　 中心商業地ゾーン

1　伊達駅を中心とした拠点整備
　広域的な拠点地区あるいは市の顔として、さらには交流の起
点としても、土地利用の転換や多様な機能の施設配置が求めら
れる。憩い、集える公園や通路のバリアフリー化等を進め、街
を訪れる人への利便性を高め交流を支援するとともに、通勤・
通学者の生活利便性も高められるような機能配置や施設立地を
図っていく。

2　まちの回遊性を高め、厚みのある魅力形成
　ＪＲ東北本線の伊達駅・既存商店街と東北中央自動車道イン
ターチェンジ周辺（国道 4号）と連携させた回遊性の広がりを
つくることにより、都市拠点としてや中心市街地としての魅力
的な厚みを付加し、街に訪れる機会を増やすとともに滞留時間
を延ばせるような賑わいづくりに取り組む。
　街は、地域住民や広域圏からの流入者の身近な交流、ふれあ
い空間の場、また、背後の住宅地との連携調和を図りながら新
しい商業ゾーンとしての再生を図る。また、インターチェンジ
の南部の「自動車利用型広域対応型の商業ゾーン」から人の誘
導にあたっても連携重点を置く。

●伊達駅のターミナル化
●…伊達市観光の「顔」となる観光物産
案内情報センター
●大型駐輪場、駐車場
●…空き店舗を活用した行政窓口、コ
ミュニティカフェ、レストラン等
●…駅前から既存商店等への誘導路など
の整備（駅前からの賑わいの連続性
の確保）
●…高齢者や障害者に配慮した歩行者空
間の整備
●…福島市などの都市圏からの誘導のた
めのホテルや住宅（集合住宅）等の
立地

想定される施設

Date area

Ｊ
Ｒ
東
北
本
線

国
道
４
号

県
道
福
島
国
見
線

国道 399 号

駅舎改修

行政
サービス

観光物産

ターミナル
他

空き店舗
活用

中心市街地の
かおづくり

伊
達
駅

Ｊ
Ｒ
東
北
本
線

仙台

東京

国
道
４
号

県
道
福
島
国
見
線

国道 399 号

駅舎改修

行政
サービス

観光物産

ターミナル
他

空き店舗
活用

中心市街地の
かおづくり
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　中心商業ゾーンの整備は、IC周辺地域の商業施設との連携及び棲み分けが重視される。活用は、まちづく
り委員会等のもとで、目的等に統一性をもたせて行う。基本的には IC周辺施設にはない商業スタイルの展開
であり、周辺地域の生活者に密着した「温もりと潤いのある商店街」を目指す。
　空き店舗などを活用して趣味・アート、地元素材の惣菜・飲食店、地域住民の交流・休憩施設（ギャラリー・
カフェ）を開設。これらを拠点として、地元の若い人たちと地域住民と連携したイベントや展示等を行って
いく。さらに、地域の高齢者をターゲットとした歩きやすく憩える商店街の賑わいづくりに取り組んでいく。

　伊達駅から国道 4号に至る道路を「きれい・明るい」、「安心・安全」を基本にユニバーサル、バリアフリー
の概念を取り入れた整備を図りながら賑わい軸の創出を進めていく。
　「賑わい」は「空き店舗の活用」とともに、「伊達情熱ロード」等と命名しながら農産物や特産品等の販売
や骨董市など、「市」の定期的な開催などを企画し、「名物イベント」となるよう展開していく。そのための
空間として、駐車場兼用の広場やポケットパーク的な空間を整備していく。

（参考）空き店舗の活用例

（参考）伊達駅前から賑わいの連続性の確保

効 果 

まちづくり委員会の結成 

商店街の空き店舗を活用したﾃﾅﾝﾄﾐｯｸｽの検討 

空き店舗等への出店募集・審査。決定 

テナントと商店街の
交流による活性化 空き店舗の解消 ﾃﾅﾝﾄﾐｯｸｽよる商店

街の魅力向上 

委員会の開催 

利便性・親近性 希少性・興味性 伊達駅 国道 
4号線 

だて情熱ロード 

既存商店街の 
活性化 

名物 
ｲﾍ ﾝ゙ﾄ 

専門ｼｮｯﾌ  ゚

■活用の仕組み ■活用促進のための事業例



48

 ❸ 定住化促進モデル地区

（伏黒地区）
1　利便性に優れた、高質な住空間の整備
　新設される東北中央自動車道のインターチェンジからのアク
セス利便性（福島市との通勤アクセス）、さらに流通・産業系ゾー
ンへの企業進出による新規住宅需要等に対応して、新たなライ
フスタイルへの対応を図る都市型住宅系土地利用を誘導する
ゾーンの創出を図る。生活の利便施設や子育て、高齢者の暮ら
しに配慮し保育・教育施設、医療・福祉施設の充実を図る。また、
質の高い都市型住宅地としての街並みを形成するため、建築協
定などを定めながら景観的な魅力も備えていくことも重要であ
る。

2　環境保全に対応したまちなみ形成
　これらの新規住宅団地の開発においては、福島県が策定する
「福島県再生可能エネルギー推進ビジョン」の復興主要施策にお
ける「再生可能エネルギーの飛躍的な推進による新たな社会づ
くり」の推進を受け、住宅用の太陽光発電の導入、スマートハ
ウスの建設等を進め、福島県の次代を牽引する、省エネルギー、
環境保全に対応した先進的なまちづくりを進める。
　また、周辺の農村地帯との様々な交流を促進し、都市と自然
との調和をアピールしながら、福島市域からの移転、他地域か
らのＵターン・Ｉターンなどを促進する。

●…周辺企業、福島市のビジネスマン等
を対象としたマンション・社宅等の
住居
●…Ｕターン・Ｉターン者の定住のため
の住宅
●…スマートシティなどの先進的なまち
づくり
●…伊達市やその周辺地域の歴史・自然
等を紹介する教育・文化施設
●…子育て支援・高齢者の交流の場とな
るコミュニティ施設
●まちと農のふれあい交流館

想定される施設

Date area

利
便
性
・
高
質
な
住
環
境
の
増
進

居
住
者
の
増
加伊達中 東小

図書館 幼稚園

現　在 将　来

恵まれた地域環境

既存市街地

恵まれた地域環境

Ｕターン

Jターン

地域環境保全

美しい田園環境の
保全と活用伊達中 東小

図書館 幼稚園

現　在 将　来

＋新しい生活
インフラ

ＩＣ周辺との連携

伊達中 東小

図書館 幼稚園

ビジネスマン対象住宅

農村交流館

緑化を図った街並
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　住まい単位で、太陽光発電等でエネルギーをつくり、HEMSと呼ばれるエネルギー管理システムで省エネ
ルギーを行い、蓄電池システムなどを使いながら、エネルギーの自給自足を目指していく。さらに、まち全
体で電気エネルギーの自給率を高めることや、近隣への電力供給による電力消費ピークカットへの貢献をし
ていく。それにより、限られたエネルギーを大切に使いながら、災害に強く、環境に優しく、快適な暮らし
が実現する、持続可能なまちづくりを進める。

　コミュニティ施設の展開にあたっては、ハード的な面だけでなく、ソフト面にも重視をおく。例えば、行
政と地域住民、（特に若者）、関係業者などが参加する「まちのふれあいスクール」を実施し、コミュニティ
について学び、実践する機会を設けていく。
　機能的には「生涯学習機能」「地域交流機能」「地域支援機能」を有し、高齢者や子供が楽しく活動できたり、
多世代で様々なことを学んだり、子育て支援や高齢者や弱者の「拠りどころ」となる身近な行政サービス施
設などを統括的に整備していく。

（参考）スマートシティなどの先進的なまちづくり

（参考）コミュニティ施設

■住まいのスマート化（スマートハウス）

■施設の仕組みイメージ　

■スマートシティの広がり

■施設イメージ
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 ❹ ウェルネスライフタウン

1　アクセス性を活かした、医療機能の充実
　国道 399 号周辺に立地している北福島医療センター周辺を
ウェルネスライフタウンゾーンとして位置付け、機能の充実、
アクセスの向上を図る。さらに医療・福祉・健康増進に関する
施設や研究所等の誘致を促進する。ＩＣ完成に合わせ、そのア
クセス性を活かした広域的な医療サービスの提供も目指す。

2　「健幸都市」・伊達市のシンボル地区形成
　誰もが健やかで幸せと感じることのできるまちとして、高齢
化・人口減少社会の進展による地域活力の低下を防ぎ、地域活
性化に貢献する「スマートウエルネスシティ」の構築を図って
いく。
　このゾーンは、「健幸都市」・伊達市のシンボルゾーンともなり、
これらにより、伊達市民は、健康、医療、福祉、介護分野につ
いて安心して一生を過ごすことのできる環境を享受することが
できるようになると共に、立地企業においては、健康長寿関連
の集積を活かした新たなビジネスモデルの構築が可能となる。

●…医療福祉施設などの、健康長寿を
テーマとした施設や研究所
●先端医療の研究機関
●…科学的・客観的なデータに基づいた、
ＩＴカードによる健康づくりを推進
する医療・健康・福祉のＩＴメディ
カル情報センター
●心身障害者等を対象とした福祉施設
●…治療とリゾート機能を合わせ持った
リハビリテーション施設
●…｢食料品｣ ｢化学｣ ｢輸送・精密機械
器具｣ 等の健康関連産業の研究所・
工場等

想定される施設

Date area

福祉の向上

リハビリ
テーション

整備

機能

北
福
島

医
療
セ
ン
タ
ー

リリハビリリリ
テテテテーシーシテテ ョンンンンンンン

福福祉の向上上上

長寿社会
への
対応

先端医療 福祉の向上

治療+
リハビリ
テーション

機能
整備

機能
充実

北
福
島

医
療
セ
ン
タ
ー

IT メディカル情報センター

福祉施設

リハビリ施設
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　市民の生涯にわたる健康づくり
を総合的に推進する保健・医療・
福祉の連携拠点として整備。医療
機関による複数の診療科を核にし
た診察・治療のための施設、リハ
ビリテーション、介護サービスな
どの福祉施設、トレーニング、リ
ラクゼーションなどの健康施設。
介護相談、健康診断、栄養相談な
どの支援施設。関連住宅や健康関
連産業の研究所等、これら包括し
た総合施設を、公共と民間が役割
分担をし、かつ連携を図りながら
推進していく。それにより「健幸
都市」づくりを実現していく。

　健康保険証や診察券、介
護保険証などの医療・福祉・
健康情報を IC（集積回路）
カード化する。これにより、
患者の受診内容や病歴など
の医療情報、介護情報、健
康情報のデータベース化を
進める。これらは、電子的
に入手・管理できるように
され、個人の生涯にわたる
診療・健診・介護・保健、
診療情報等に活用される。
また、IT メディカル情報セ
ンターのもと、各医療機関
において共通化を図られる
電子カルテなどと連動して、
迅速で、的確な診療・福祉・
健康対応が行われるための
基本情報として活用される。

（参考）ウエルネス・医療拠点のゾーンイメージ

（参考）IT 化による医療・介護・保健の管理

医療・介護・保健 
ICカード 

健康・介護保険証・年金手帳等 
を一体化 

診察券 
1枚のｶｰﾄﾞで受診 

薬の管理 
薬の使用が記録。
飲合せ等を防ぐ 

介護 
介護状況をﾃﾞｰﾀ化。 
どこでも的確なｻｰ
ﾋﾞｽが受けられる 

健康管理 
血圧等の記録が
ﾃﾞｰﾀ化され健康
チェクができる 

情報 
医療・健康情報を
ﾊﾟｿｺﾝで見られる 

ITメディカル情報センター 
電子カルテ 

迅速で的確な診療・介護・健康対応 

健幸都市
の拠点 

地域医療
の充実 

医療ゾーン 
福祉ｻｰﾋﾞ
ｽの向上 

福祉ゾーン 

住民の健
康増進 

地域内雇
用の促進 

医療ﾚﾍﾞﾙ
の向上 

研究ゾーン 

健康支援ゾーン 

関係住居ゾーン 

健幸都市・伊達市 
 
 
 

健康づくり 暮しづくり 人づくり 
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①住宅ゾーン
　…　住宅ゾーンは、「真に豊かな住文化の創造」を理念に、市街化区域は沿道商業地域や業務地域に隣接し、
関連する施設の立地が考えられる。幹線道路の後背地であることから利便性が高く、住宅地としての良好
な住環境の整備を図る。戸建住宅はもちろん、アパート・マンションや一定規模の店舗、事務所等の立地
も可能となる一般住宅地域として計画を進める。
　…　大規模既存集落地区が指定されている伏黒地区や箱崎地区については、住宅エリアとして公共施設整備
の維持・充実などにより、良好な住環境の整備を促進する。
　…　また、第一種中高層住居専用地域が指定されている沢田地区は、良好な住環境の保全に努めると共に住
民の便利性や趣味趣向に資する専門ショップなどの誘引を図り、個性のある地域づくりを進める。
　
②沿道商業地　（国道 4 号沿道の商業地）
　…　道路交通や周辺の生活環境に配慮しながら、自動車利用の利便性を活かした商業・サービス施設を中心
とする個性的で魅力ある空間づくりを目指した土地利用に誘導する。幹線道路沿いで、交通量が著しくな
ると予想される地域では、沿道複合（商業系）ゾ－ンとして位置づけ、現在の幹線道路沿いの近隣商業地
域の配置状況を基本とし、沿道型にふさわしい商業業務の利便の増進を図る。

③住工混在地
　…　伊達駅周辺の住工混合地においては、住宅と工業、商業が健全に共存する土地利用を推進する。地場産
業等はじめ、居住環境共生型の職住が一体・近接した土地利用ゾーンとする一方、居住環境保全の観点から、
居住環境に与える影響が大きいと予想される施設についてはその新規立地抑制を図る。

④農業ゾーン
　…　農業を土地利用の基本とするゾーンとしては、土地利用規制に係る法令はもとより、田園景観の保全や
営農環境の整備、活性化などに着目しながら、田園景観保全ゾーン ･農業保全ゾーン ･農業交流ゾーンな
どを設定する。

 ❺ その他のゾーン
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線

沓形水抜線

（１１）３・６・２０１

【参考】　（仮称）国道４号ＩＣ周辺及び（仮称）福島保原線ＩＣ周辺　土地利用構想図
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（４）道路交通計画

①道路交通の現況
　●地域の骨格を形成する幹線道路としては、国道４号、国道 399号、（県）保原桑折線などがある。
　●…復興道路として東北中央自動車道が本地域を横断する形で計画されており、（仮称）国道４号インター
チェンジの整備が予定されている。

　● …H22 年道路交通センサスによると国道４号の交通量は 16,958 台 / 日となっており、平成 11年と
比較すると減少している。一方、国道 399号は、15,485 台 / 日と増加している。

　●伊達市街地西側には、東北本線伊達駅があるが、駅前広場などは未整備である。

※資料：道路交通センサス

■主要幹線道路の交通量の推移（伊達地域）　

■幹線道路網　

路　線 平成11年 平成17年 平成22年

国 道 ４ 号 18,058 18,691 16,958

国 道 3 9 9 号 12,256 13,244 15,485
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②道路等の基盤施設配置計画
　　伊達地域における将来道路ネットワークを道路区分ごとに整理すると以下のようになる。

■伊達地域の将来道路ネットワークと交通拠点施設の整備計画　

区　分 路線名 道路の役割

広域幹線道路 ①東北中央自動車道
福島県相馬市～秋田県横手市の秋田自動車道に連結する高
規格幹線道路。伊達市内の４箇所インターチェンジが設置
される。

主要幹線道路
②国道4号

東京都中央区～青森県青森市へ至る一般国道。
福島県内を南北に縦貫し、東北自動車道、東北新幹線とと
もに国土交通の骨格を形成している。

③国道399号 福島県いわき市～山形県南陽市を結ぶ一般国道。

幹 線 道 路
④県道国見福島線 福島県伊達郡国見町～福島市に至る一般県道。

⑤県道保原桑折線 保原地域と福島県伊達郡桑折町を結ぶ一般県道。

補助幹線道路

⑥（仮称）伊達堂ノ内線
（仮称）国道4号インターチェンジの周辺で、国道4号と
県道国見福島線を結節する路線。インターチェンジ周辺の
土地利用形成を支援する道路としても機能する。

⑦伊達地区環状道路 県道国見福島線西側の伊達地域の市街地を環状する交通の
集散機能を持つ路線。

その他路線
市街化区域や大規模既存集落の街区を構成し、地区交通を
集散する機能を持つ路線。小学校、中学校、高等学校への
安全な通学路の確保、防災上の観点からも計画的な配置を
行う。

駅 前 広 場 伊達駅前広場
駅前広場は駅舎前面に配置されているが前面道路までの奥
行が20m程度と狭い。タクシーの待機スペースはあるが、
路線バスの経路となっていないことから交通結節機能が低
い。伊達地域の顔づくりとして環境整備が必要である。
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■幹線道路の見直し方針　
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＜参考＞　幹線道路網配置の考え方

■幹線道路網の見直し方針

■インターチェンジ周辺地域の幹線道路網配置構想


