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図-2 計画対象区域 

計画の目的 

梁川地区は、伊達氏関連の歴史的資源や美術館などの文化

施設が歩いて廻れる区域内に点在しています。また、区域内

には「和風の街並み」を活かした建築協定を住民自らが定

め、まちづくりを進めています。 

伊達市では、「歩きたくなるまちづくり（健幸都市）」を目

指し、街中回遊の取り組みに加え、平成 27 年 2 月に策定さ

れた「新市建設計画」では、梁川地区の「歴史的資源の整

備」が位置づけられました。 

本計画では、これらの事業を踏まえ、梁川地区の今後のま

ちづくり「梁川歴史と文化のまちづくり」についての基本計

画を策定し、まちづくりを推進するものです。 

 

計画の対象となる区域は、梁川地区内で実施される各種事業、鉄

道駅、歴史資源等の分布に基づいて、図-2 のように定めます 

計画対象区域 

 

計画の概要 

図-1 梁川地区の関連事業概念図 

蔵のあるまち 
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梁川地区の現況 

●概要 

梁川地区は、福島県中通り、

伊達市の北東端に位置し、福島

市に 17 ㎞の距離にあります。南

西部より阿武隈川が入り、宮城

県丸森町に北流しています。 

中央部に市街地が形成され、

北東部山間をぬって阿武隈川に

流れ込む広瀬川・塩野川・山舟

生川などの流域に集落と耕地が

ひらけ、山間丘陵地帯にも集落

が点在しています。地区を流れ

る阿武隈川・広瀬川が、かつて

格好のさけ簗場
や な ば

であったことか

ら「簗川」と呼ばれ、江戸時代

中期から「梁川」と呼ばれるよ

うになったといわれています。 

広域交通基盤としては、ほぼ

中央を南北に国道 349 号、阿武

隈急行が走っています。 

●気候 

福島盆地に位置するため、典

型的な内陸性盆地型気候で夏は

猛暑となります。アメダスの梁

川観測記録も、毎年、1 年に何

度かはその日の全国最高気温を

記録することが多く、冬の最低

気温は厳冬期で氷点下 5 度程度

です。冬季の積雪は 1～2 週間に

一度 10cm 前後という場合が多

く、年に 2，3 度、20～30cm

程度積雪することがあります

が、いわゆる雪国という状況で

はありません。北部の五十沢地

区、東大枝地区は福島盆地の北

端で南向きの斜面となるため、

特に温暖です。 

 

●産業 

梁川町は幕末から昭和初期ま

で養蚕で栄え、蚕都とも呼ばれ

ました。蚕の温暖育（人工的に

室温を調節して効率的に生育さ

せる）が発明され、飛躍的な繭

の品質向上を果たして、全国か

ら買い付け人がくるなど隆盛を

極めました。 

多数の旅館や金融機関が開業

し、歌舞伎座（広瀬座：現在は

文化財として福島市に移築保

存）もありました。 

生糸相場の暴落、製糸業の衰

退にともなって、養蚕一色だっ

た農業は果樹栽培に転作が進

み、特に大正年間に五十沢地区

で考案された硫黄燻蒸干し柿

「あんぽ柿」は特産品となって

います。 

現在も農業が盛んで、特に桃

など果樹の特産物が多くなって

います。製造業では、製糸業者

はメリヤス（ニット）産業など

に転業しました。このほか、工

業団地には国内最大の光ディス

ク（CD/DVD）生産工場も立地

しています。なお、現在でも昔

ながらの養蚕業を営んでいる農

家が残っており、400 年来の手

作りの製法で真綿を作っている

工房もありました。入金真綿
い り き ん ま わ た

と

して市場に出荷されている製品

は、全国で唯一現存する、機械

を使わない完全手作りの高級真

綿となっています。 

広瀬川 
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梁川地区の現況 

●歴史・文化 

源頼朝の奥州藤原氏征伐のお

り、功を立てた常陸国中村庄の

中村氏が源頼朝から伊達郡、信

夫郡を拝領し、伊達氏を名乗る

ようになりました。それ以来、

約 400 年、梁川は伊達氏の支配

下となり、特に室町時代には梁

川城を本拠地として陸奥国守護

職に任ぜられるなど大きく発展

し、中世庭園が築かれ、多くの

寺社が建立されるなど、繁栄を

みせました。現在仙台にある寺

社の多くは、もともと梁川にあ

ったものであると伝えられてい

ます。 

伊達氏が米沢に本拠地を移し

た後も梁川城は重要な支城とさ

れ、伊達政宗が現在の宮城県・

岩手県南部に転封された後は、

会津に入封した蒲生氏の支城と

なり、その後、江戸時代初期ま

では上杉氏の支配となりまし

た。その後は、幕府直轄、梁川

藩並びに松前藩を経て、明治を

迎えています。 

梁川城の概要 

梁川城は梁川町川北地区に位

置し、阿武隈川の支流広瀬川の

右岸、西側に張り出した段丘崖

先端（比高 10～15m）に位置

する平山城です。西側は段丘

崖、南側は広瀬川で、北・東側

は堀を穿ち、城域を区画してい

ます。城縄張りは主郭を中心に

南・東側を二の丸がカバーし、

北・西側を三の丸がカバーする

変則の輪郭式で、さらに三の丸

の北側に北三の丸が配置されて

います。主郭は東西 100m×南

北 130m、発掘調査から建物祉

25 棟が確認され、東側には中世

の本丸庭園が復元されていま

す。虎口は北・南側に開き、そ

れぞれ三の丸・二の丸に繋がっ

ています。 

現在は旧梁川小学校が本丸跡

に建ち、この付近一帯が城跡に

なっています。学校内に本丸庭

園や土塁、復元石垣があり、こ

の周囲一体に土塁、堀跡などが

見られます。 

 

本丸庭園「心字の池」 

北三の丸「大手口」 

梁川天神社 
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図-3 梁川城跡周辺の歴史施設・史跡 

 

梁川地区の現況 

歴史施設・史跡 

梁川城本丸跡を中心に、伊達氏ゆかりの寺社など、貴重な歴史文化資源が分布しています。 
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歴史と文化のまちづくりの基本方針 

理 念 

伊達氏の歴史に彩られた 

にぎわいある梁川のまちづくり 

～陸奥国守護の城下町～ 

伊達稙宗(14代)は伊達氏歴代で初めて守護職※に任じられ、軍事・徴税・裁判権を有して陸奥国を統治すること

になりました。この守護職補任は、奥州平泉の秀衡以来のことです。梁川城は陸奥国の行政府庁としての

役割を担う拠点となりました。 

梁川城本丸跡に現存する心字の池や発掘調査による出土品などから、伊達氏歴代が上洛を果たし、

足利将軍家と密接な関係を結び、足利黄金文化と伝えられる北山文化※に接し、高い文化性を有する大

名として発展していたことがわかります。中世の城館跡は国内には数多くありますが、守護職として

の城館は限られており、特に梁川城跡のように本丸庭園を配置した守護の城館は、東日本ではほかに

見当たりません。 

城下には、伊達氏の氏神である梁川亀岡八幡神社、伊達五山筆頭寺院である東昌寺、将軍足利義満

の叔母にあたる伊達政宗(9 代)の正室である蘭庭禅尼の菩提寺として創建された輪王寺跡などもみられ

ます。 

梁川の歴史は、とりもなおさず伊達氏発展の歴史であり、守護職として発展した伊達氏の居城・梁

川城とその城下に遺された物語をいまに伝え、歴史情緒豊かで、にぎわいある、快適なまちづくりを

進めることが現代を生き、「伊達」という土地に生活する私たちの大きな使命であるといえます。 

北山文化： 

室町時代初期の文化で、伝

統的な公家文化と新興の武

家文化が融合したもの。足

利義満の北山山荘に代表さ

れる。 

守護職： 

守護は、日本の鎌倉幕府・室町幕府が置いた武家の職制

で、国単位で設置された軍事指揮官・行政官である。令外

官である追捕使が守護の原型であって、後白河法皇が源頼

朝に守護・地頭の設置と任免権を認めたことによって、幕

府の職制に組み込まれていった。 
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コンセプト 

 

歴史と文化のまちづくりの基本方針 

伊達物語を再発見する 

まちづくり 

梁川城跡・本丸を中心とする史跡の保

全・復元や大枝城跡の公園化を行い、多

くの市民や来訪者が伊達氏発展の歴史を

学び、体感できる歴史・観光施設のある

まちづくりを考えます。 

・梁川城歴史公園の整備 

・大枝城跡公園の整備 

・史跡解説サインの整備 

安全・快適な散策の 

できるまちづくり 

梁川城跡・本丸周辺の市街地、八幡神社、

大枝城跡などを市民や来訪者が安全で快適に

散策できるよう、また市民が歩く習慣を身に

つけ、健康づくりや生活習慣病予防ができる

ようなまちづくりを考えます。 

・トイレ、休憩スペースの整備 

・散策路の整備 

・案内サインの整備 

 

一大歴史絵巻を 

再現するまちづくり 

伊達氏の物語が学べ、体感できる歴史・

観光施設や歴史イベントの企画・開催等に

より、来訪者に感動を与え、再度の来訪を

促すことができるようなまちづくりを考え

ます。 

・まちの駅の整備 

・多様なイベントの開催 
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整備テーマ 

 

歴史と文化のまちづくりの基本方針 

発展 ～伊達氏胎動の梁川城～ 

観光で訪れた人々や市民が、伊達氏の隆盛、東北の雄としての胎動、発展の

歴史、北の国に華開いた文化を、梁川城跡などの史跡や街並みを巡りなが

ら体感・学習し、地域の情報をキャッチしながら、観光・散策・健康ウォ

ーキングを楽しんだり、伊達の味覚を楽しんだりすることのできる感動エ

リアの形成を目指します。 

感動 

～伊達氏・梁川京文化の体現～ 

体感・学習伊達物語 地域情報受発信・発見 

伊達特産品・郷土料理 健康づくり・ウォーキング 
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まちの駅整備計画 

まちの駅の建設地の選定に際して、以下の条件を設定しました。 

①事業エリアの各所からアクセスしやすい位置であること。 

②地元商店街など地域との連携が行いやすい位置であること。 

③街並み景観協定の取り組みとの調整が図られやすい位置であること。 

④地域の活性化が期待され、地域交流が図られる広さが確保できる位置であること。 

 

上記の選定条件から、事業エリアの中心付近である梁川町大町地内を建設地(案)とします。 

整備方針 建設地の選定 

図-4 まちの駅建設地(案) 
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まちの駅整備計画 

建設地の現況 

建設地(案)の周辺は、都市計画道路中央線(国道 349 号)の拡幅改良工事を実施しており、道沿いには

様々な商店が立ち並ぶ地域です。 

また、この区域は、歴史的立地を活かした街並み住民協定「蔵の風情を取り入れた和風のまちなみづ

くり」に取り組んでおり､建築物の景観的連続性の確保を目指しています。 

 

建設地  伊達市梁川町字大町地内 

用途地域 近隣商業地域 

防火地域 指定なし 

地域地区 市街化区域、容積率 200%、建ぺい率 80% 

接道   西側 9.0m 国道 349 号(整備後 16.0m) 

必要面積の検討 

まちの駅は、市民や来訪者などたくさんの人が集まり、人と人との出会いや交流、地域の情報を得ら

れる施設です。誰でも気軽に立ち寄ることができ、トイレや休憩所、まちの案内機能に加え、この区域

の特徴である「伊達家の歴史」を紹介する機能を有した施設として一定規模の面積が必要です。 

また、来訪者がまちの駅を起点に、周辺地域を楽しく歩いて回れるまちづくりを目指すため、大型バ

スの停車も可能な駐車場が必要となります。 

以上のことから、まちの駅整備に必要な敷地面積は以下のとおりです。 

 

必要敷地面積 1,500 ㎡以上 
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まちの駅整備計画 

整備方針 

“伊達らしさにふれる”交流の場づくり 

まちの駅は、梁川地区観光の拠点として来訪者への様々なサービスの提供を行うとともに、市民の憩

いの場、来訪者と市民の交流の場としての機能を持たせ、地域活性化の拠点となるように整備します。 

 

●梁川観光の玄関口として 

梁川町川北地区をはじめ周辺エリアの観光施設、史跡、散策ルートなど来訪者が必要とする情報

を適切に提供できる施設として整備します。 

 

●市民・来訪者の憩いの場として 

市民や来訪者が休憩や飲食などを楽しみ、ゆったりと寛ぐことができる場として整備します。 

 

●交流の場として 

市民同士、市民と来訪者が交流する拠点として整備します。 

 

●良好な町並み景観の形成を先導する施設として 

地域の風土や歴史を考慮した建築や外構のデザインを検討し、良好な町並み景観の形成を先導す

る施設として整備します。 
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まちの駅整備計画 

導入機能と施設(案) 

●学習・情報発信機能 

【導入施設(案)】 

①案内サイン 

・事業エリア内の観光施設、史跡、散策ルートなどを掲載した総合案内サインを沿道からでもわかり

やすい位置に整備します。 

②情報提供コーナー 

・来訪者に対しては梁川地区の様々な観光情報を、市民に対しては健康づくりのための情報などを提

供するコーナーを整備します。 

③伊達氏歴史ギャラリー 

・教育委員会では「歴史文化資料館」の整備を検討しているが、整備完了が平成 37 年度となること

から、「歴史文化資料館」の機能を一部先行して提供できるよう、伊達氏の歴史を学ぶことができ

るギャラリーを整備します。 

【ソフト整備(案)】 

・「健幸都市推進事業」と連携した、歩きたくなるレシピ集・歩きたくなる情報マップ等の作成 

・「歴史を活用した地域創生事業」と連携した、まちの案内人や観光ガイドの育成、歴史探訪ツアー

等の企画・開催 

 

●交流機能 

【導入施設(案)】 

①イベントスペース 

・イベントの開催に配慮した休憩広場と兼用の広場を整備します。 

②多目的スペース 

・休憩や飲食、イベントなどに利用できる多目的スペースを整備します。 

【ソフト整備(案)】 

・地域の歴史やヒト、モノを活用した交流イベントの企画・開催 

・伊達プランドの開発、朝市やフリーマーケット、だてマルシェなどの物販イベントの開催 
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まちの駅整備計画 

導入機能と施設(案) 

●休憩機能 

【導入施設(案)】 

①トイレ 

・誰もが利用できるトイレとして整備します。 

②休憩広場 

・散策途中での休憩利用できる空間、市民の憩いの空間となる休憩広場を整備します。 

 

●防災機能 

【導入施設(案)】 

①備蓄倉庫 

・地区の防災資機材等を保管する倉庫を整備します。 

 

●物販・飲食機能 

【導入施設(案)】 

①物販コーナー 

・おみやげや地域の特産品を販売する物販コーナーを整備します。 

②カフェ 

・飲み物や軽食を提供するカフェを整備します。 

【ソフト整備(案)】 

・地場産品を活用した梁川グルメの開発 

 

●その他サービス機能 

【導入施設(案)】 

①駐車場 

・観光バスの利用にも対応した駐車場を整備します。 

②イベント広場 

大規模のイベント時にはイベント利用できるように配慮します。 
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まちの駅整備計画 

導入機能と施設(案) 

③コインロッカー 

・来訪者が荷物を持たず気軽に散策できるよう、コインロッカーを整備します。 

④授乳スペース 

・乳幼児を持つ母親のための授乳スペースを整備します。 

⑤レンタサイクル 

・来訪者が観光施設を巡るサイクリングを楽しむことができるよう、レンタサイクルを導入します。

また駅前でのレンタサイクルの整備についても検討を行います。 

施設配置図 

図-5 施設配置図 
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大枝城跡公園整備計画 

整備の目的 

大枝城は、慶長 5 年(1600)の関ヶ原合戦の際に、伊達軍が梁川城を攻略するために築いた城といわれてい

ます。本丸のあった山頂からは、阿武隈川越しに、梁川城や梁川の町並みが一望できる良好な眺望地点とな

っており、現在も周辺には帯郭の土塁や空堀の一部が残り、往時を偲ばせています。 

こうした歴史的な遺稿である大枝城跡を活用し、「梁川歴史と文化のまちづくり整備事業」の拠点のひと

つとして整備していくことを目的とします。 

整備方針(案) 

①大枝城の歴史を学び体験できる施設として整備します。 

現存する遺稿の保全を図るとともに、解説サインの設置などにより、市民や来訪者が大枝城の歴史を

学ぶことができる施設として整備します。 

【導入施設(案)】 

・散策路…遺稿を巡ることができる歩きやすい散策路を整備します。 

・解説サイン…大枝城の歴史や構造などをわかりやすく解説したサインを整備します。 

 

②良好な眺望を楽しむことができる施設として整備します。 

山頂付近からの良好な眺望を楽しむことができる施設として整備します。 

【導入施設(案)】 

・展望広場…四阿やベンチなどを配置した、眺望を楽しみ、休憩のできる広場として整備します。 

 

③四季の自然を楽しむことができる施設として整備します。 

四季折々の花や緑を楽しむことができる施設として、散策路や広場周辺には、花木や花の美しい野草

などを導入し、新緑や花、紅葉などを楽しむことができるようにします。 

【導入施設(案)】 

・四季の小路(散策路)…サクラ、コブシ、モミジなどの樹木、野草などを整備します。 

 

④「梁川歴史と文化のまちづくり整備事業」の拠点として整備します。 

回遊ルートの拠点として、利用者のためのサービス施設を整備します。 

【導入施設(案)】 

・駐車場、トイレ、休憩広場 
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整備計画図 

図-6 大枝城跡公園整備計画図 
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案内サイン整備計画 

基本方針 

●案内サイン整備の目的 

サインとは、「目印」「符号」「合図」などのことであり、人々が行動するための情報を瞬時にわかりやす

く伝えるための情報源です。他の情報媒体と比較すると、サインは「誰もが・いつでも・現地で利用でき

る」ことが最大の特徴です。 

梁川地区における案内サイン整備の目的は、地区内に点在する歴史文化資源等の位置、散策ルート情報

を伝え、地区を分かりやすく案内すること、良好な景観を創出すること、地域らしさを表現することによ

り、「伊達氏の歴史に彩られたにぎわいある梁川のまちづくり」の実現に寄与することにあります。 

 

●案内サインの種別 

案内サインの種別は以下のように大別されます。 

 

①総合案内サイン:エリア内を円滑に移動するために必要な地図情報や現在位置、目的とする施設の位置

や距離・方向等の情報を提供します。エリア全域(約 4km×約 1.5km)を対象とします。 

 

②地区案内サイン: 現在地を中心とした 1km×1km 程度の地区を対象として、総合案内サインと同様の

情報を、より詳細に提供します。 

 

③施設誘導サイン：特定の施設や地点に誘導するために、方向や距離等の情報を提供します。 

 

④記名サイン：施設の名称等の情報を提供します。 

 

⑤解説サイン：地域や施設の歴史や由来等の情報を提供します。 



 

 17 

 

案内サイン整備計画 

基本方針 

●案内誘導の仕組み 

利用者に適切な情報を提供するためには、以下のように体系的にサインを整備する必要があります。 

・広範囲の地図による包括的な情報を提供し、目的地に近づくにつれて情報を絞り込む階層配置とします。 

・鉄道駅、まちの駅など、行動の起点を設定します。 

・行動の起点から対象施設までの経路を設定し、連続的に誘導します。 

図-7 案内誘導の概念図 
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案内サイン整備計画 

サインデザイン 

梁川地区には、既に案内サイン、方向指示サイン、記名サイン、解説サインなどが数多く設置されています。

これらを見てみると、筐体、提供されている情報が異なっており、統一されたデザインになっていない状況にあ

ります。 

こうした状況を改善するためには、サイン整備に際しての考え方やデザインについて定めた「サイン整備のガ

イドライン」と「デザインマニュアル」の策定が必要となります。 

一般的なサイン整備の流れとガイドライン・デザインマニュアルの内容を整理すると以下のようになります。 

整備の流れ 検討・作業内容等 ガイドライン 

      

企
画 

企画 サイン整備の目的・位置づけの明確化    

サ
イ
ン
整
備
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン 

▼     

現況調査 地区の構造、サイン整備の現況把握    

 ▼     

基
本
計
画 

システム構築 

基本方針の設定 

サイン系統・種別の設定 

本体構造、表示内容、配置等の原則設定 

   

 ▼     

実
施
設
計 

現地調査 対象範囲、対象施設、案内経路、概略配置の設定  

デ
ザ
イ
ン
マ
ニ
ュ
ア
ル 

 

▼    

本体・表示検討 本体構造、表示内容、レイアウトの検討   

▼    

配置決定 設置位置の詳細設定   

▼    

設計図書作成 本体設計、表示面原稿作成   

 ▼     

製
作
・
施
工 

発注・製作 
施工監理 

費用時内容の校正(内容・文字・色彩) 

   

▼    

設置    

 ▼     

管
理
・
運
営 

管理登録 サイン管理台帳の作成・登録    

▼     

メンテナンス 本体・表示内容の日常管理、補修    

▼     

評価 サインシステムの妥当性評価    
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総合案内サイン 

 

 

 

概 要 ・来訪者の行動の起点となる駅前、まちの駅に設置します。 

・利用者が立ち止まる空間を確保し、通行の支障にならないよう配慮します。 

表示内容 ・梁川地区全域 

・現在地を含む 1km×1km 程度の地区案内図を併設します。 

・目印となる公共施設、歴史観光資源のほか、トイレ、休憩施設など来訪者が求める情報を

適切に表示します。 

規 格 H:2,500 W:1,880 D:180 

 

案内サイン整備計画 

サイン整備イメージ 
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地区案内サイン 

 

 

 

 

 

概 要 ・回遊ルート上の主要交差点、広場等に設置します。 

・利用者が立ち止まる空間を確保し、通行の支障にならないよう配慮します。 

表示内容 ・現在地を含む 1km×1km 程度の地区案内図 

・目印となる公共施設、歴史観光資源のほか、トイレ、休憩施設など来訪者が求める情報を

適切に表示します。 

規 格 H:2,500 W:960 D:180 

 

案内サイン整備計画 

サイン整備イメージ 
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施設誘導サイン 1 

 

 

 

 

 

概 要 ・回遊ルート上の交差点、分岐点に設置します。 

 

表示内容 ・対象施設の名称及び方向、施設までの概ねの距離 

・現在地を含む 500m×500m 程度の地図 

規 格 H:2,500 W:530 D:120 

 

案内サイン整備計画 

サイン整備イメージ 
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施設誘導サイン 2 

 

 

 

 

 

概 要 ・回遊ルート上の交差点、分岐点、対象施設の直近に設置します。 

 

表示内容 ・対象施設の名称及び方向、施設までの概ねの距離 

 

規 格 H:3,450 W:1,900 D:120 

 

案内サイン整備計画 

サイン整備イメージ 
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記名サイン 

 

 

 

 

 

概 要 ・対象施設の入口に設置します。 

 

表示内容 ・対象施設の名称、ピクトグラム 

 

規 格 H:2,000 W:300 D:200 

 

案内サイン整備計画 

サイン整備イメージ 
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解説サイン 

 

 

 

 

 

概 要 ・対象施設の近くに設置します。 

 

表示内容 ・対象施設の解説文、図、写真等。 

 

規 格 H:2,000 W:960 D:120 

 

案内サイン整備計画 

サイン整備イメージ 



 

 25 

 

案内サイン整備計画 

回遊ルートとサイン設置箇所(案) 

●回遊ルート(案) 

来訪者が自由に散策できるエリアとして、史跡の集中する川北地区を散策エリアと設定します。 

また、散策エリアの外周部と北の大枝城跡、梁川亀岡八幡神社南の梁川駅、東のやながわ希望の森公園駅を結ぶ

ルートを主要回遊ルートと設定します。 

 

●サイン設置箇所(案) 

散策の起点となる梁川駅、やながわ希望の森公

園駅、まちの駅には、総合案内サインを設置しま

す。 

回遊ルートの拠点となる大枝城跡、梁川亀岡八

幡神社、梁川城跡、梁川美術館には、地区案内サ

インを設置します。 

その他のサインについては、設置箇所や設置す

るサインの種別・内容を地域や関係団体等と協議

しながら、それぞれ所管する関係課により、事業

手法及び財政措置等を検討していきます。 

図-8 回遊ルートとサイン設置箇所(案) 
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関連事業等の整理 

梁川亀岡八幡神社周辺整備事業 

伊達市は平成 25 年 3 月に「伊達氏ゆかりの史跡整備計画」を策定しています。 

この計画は、「伊達市第 1 次総合計画（後期基本計画）」の「特色を活かした観光の振興」を推進し、本市固有の

地域資源である「伊達氏の歴史」を活かした伊達氏ゆかりの史跡を整備することにより、本市観光の魅力向上を図

るための計画策定を目的としています。 

この計画では、①高子周辺整備(高子岡城跡・亀岡八幡周辺整備、散策ルート整備、高子沼周辺整備)、②梁川城

跡周辺整備(梁川城本丸跡の史跡保全と歴史公園整備、まちの駅整備、街中回遊ルートの整備)、③梁川亀岡八幡神

社周辺整備(駐車場整備、広場整備、散策路整備)の 3 つの計画が検討されました。重点整備地区として「梁川亀岡

八幡神社周辺整備」が位置づけられ、事業化されています。 

「梁川亀岡八幡神社周辺整備事業」は、平成 24 年度から 37 年度を事業期間として、県史跡・名勝八幡神社の保

全と復元を教育委員会文化課が、政宗にぎわい広場等の整備を産業部商工観光課が担当しています。 

なお、梁川八幡神社周辺と梁川城跡の文化財国指定に向けた調査のため、全体事業の再構築を行っています。 

図-9 伊達氏ゆかりの史跡整備計画 
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歴史を活用した地域創生事業 

「歴史を活用した地域創生事業」は、「伊達氏ゆかりの史跡整備計画」や「梁川歴史と文化のまちづくり整備基本

計画」において検討されている「梁川城跡の保全・整備」と「歴史資料館の整備」を具体化するための事業です。 

「梁川城跡の保全・整備」ついては、梁川本丸跡と周辺部を国指定史跡とするための調査、保存管理計画の策

定、城跡の復元・保全等を予定しています。 

「歴史資料館の整備」については、整備方針、施設内容の検討、整備候補地の選定等を予定しています。 

教育委員会文化課が担当し、平成 28 年度から平成 37 年度を事業期間としています。 

 

健幸都市推進事業 

伊達市は、市民の健康づくり・まちづくりを再構築し、総合政策による健幸都市の推進するための指針として平

成 26 年 5 月に「伊達市健幸都市基本計画」を策定しました。 

この基本計画の施策のひとつとして、「歩いて暮らすまちへの転換」を目指した「行きたくなる場やイベントの開

催」の一環として行きたくなる公園・緑道の整備を掲げ、「歩きたくなる公園整備事業」として整備が行われていま

す。本事業は平成 26 年度から 35 年度を事業期間として、健康福祉部健幸都市づくり課が全体調整を行い、事業内

容に応じて所管部局が事業を実施しています。 

梁川地区においては、梁川駅前児童公園、広瀬町公園、下割田公園、希望ヶ丘中央公園、梁川美術館に健康遊具

の設置を検討しています。 

 

関連事業等の整理 

図-10 歩きたくなる公園整備事業 
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事業名 梁川歴史と文化のまちづくり整備事業 梁川亀岡八幡神社周辺整備事業 歴史を活用した地域創生事業 健幸都市推進事業等 

事業期間 H24 ～ H30 H24 ～ H37 H28 ～ H37 H26 ～ H35 

担当所管 梁川総合支所 教育委員会文化課 産業部商工観光課 教育委員会文化課 
健幸都市づくり課 

（全体調整） 

主な事業内容 まちの駅整備 大枝城跡公園整備 案内サイン整備 
県史跡・名勝八幡神社の 

保全と復元 

政宗にぎわい広場等 

の整備 
梁川城跡の保全と復元 歴史文化資料館の整備 

歩きたくなるまちづくりの 

推進 

各事業の役割 

まちづくりの中核を担う拠点

の整備 

歴史的な遺構を活用した拠点

の整備 

拠点や施設を結ぶ回遊ルー

トの構築 

八幡神社の保全・復元 

(伊達氏の歴史を学び、体

験できる施設) 

梁川亀岡八幡神社を活用し

た観光拠点の整備 

城跡の保全・復元 

(伊達氏の歴史を学び、体

験できる施設) 

歴史研究、学習、情報発信

拠点の整備 

日常の賑わいづくりや、く

つろげる空間の整備等 

基本方針(案) 

梁川観光の拠点として来訪者

へのサービスの提供を行うと

ともに、住民の憩いの場、来

訪者と住民の交流の場とす

る。 

伊達氏の歴史的な遺構である

大枝城跡の眺望を活かし、住

民の憩いの場、来訪者と住民

の交流の場とする。 

エリア内に点在する史跡や

観光資源を巡りながら、散

策を楽しむことができるよ

う、適切な情報を提供す

る。 

県指定の史跡・名勝である

八幡神社の国史跡化を図り

ながら、保存・復元し、後

世に伝える。 

多くの史跡と文化財を有す

る梁川亀岡八幡神社と社寺

林、周辺の自然環境を生か

した歴史体験と散策、憩い

の場とする。 

※梁川八幡神社周辺と梁川

城跡の文化財国指定に向

けた調査のため、整備を

一時中断する。 

伊達氏の歴史を代表する遺

稿である梁川城跡の国史跡

化を図りながら、保存・復

元し、後世に伝える。 

伊達市の所有する歴史資料

等の保管・整理、研究と、

その成果を生かした学習、

情報発信の拠点とする。 

情報発信等による拠点性を

高める取り組みや、「歩

く」視点と「地域資源」を

活用し、日常の賑わいにつ

なげるイベントの他、身近

な場所で気軽に健康づくり

ができる施設の整備など、

全世代が自然と歩きたくな

るまちづくりを推進する。 

導入機能と

ハード・ソ

フトの整備

イメージ

(案) 

学習・情報

発信機能 

●エリア内の観光施設等の情

報提供 

・情報提供コーナー 

・パンフレット 

・まちの案内人 

●エリア内の観光施設等の情

報提供 

・案内サイン 

●実物体験 

・解説サイン 

●エリア内の観光施設等の

情報提供 

・案内サイン 

●実物体験 

・解説サイン 

・案内サイン－保原駅にあ

る案内サインを基本に、

梁川駅前と希望の森公園

前駅、高子駅を統一した

様式で更新した。 

●実物体験 

・解説サイン 

・ガイドツアー 

(歴史文化資料館との連携) 

●研究者・学生等に向けた

学術的な情報の提供 

●来訪者に向けた各種情報

の提供 

・歩きたくなるレシピ集 

・歩きたくなる情報コーナ

ー、マップ 

 

休憩機能 

●散策途中の休憩場所の提供 

・トイレ 

・休憩広場 

●散策途中の休憩場所の提供 

・休憩広場、展望広場 

・トイレ、四阿 

- - 

各種広場 

・政宗にぎわい広場の休憩

所 

- 

●散策途中の休憩場所の提

供 

・トイレ 

- 

物販機能 

●おみやげ、地域特産品の販

売 

・売店 

- - - 

・政宗にぎわい広場のイベ

ント時に特設物産展を開

催 

- - - 

飲食機能 
●飲み物、軽食の提供 

・カフェ 
- - - - - 

●飲み物、軽食の提供 

・カフェ 
- 

交流機能 

(イベント) 

●地域の歴史やヒト、モノを

活用した交流イベントの企

画・開催 

・イベントスペース(広場) 

- - - 

伊達ブランド物販イベン

ト、愛姫輿入れイベントな

どの開催。 

・「政宗ダテニクル」アニ

メ完成試写会の開催。 

- 

・まちの案内人、観光ガイ

ドの育成。 

・歴史探訪ツアー等の企

画・開催。 

・だてマルシェ 

防災機能 ・備蓄倉庫 - - - - -  - 

その他 

サービス 

・駐車場 

・コインロッカー 

・授乳スペース 

・レンタサイクル 

・駐車場 

・散策路 
- - - - - 

・健康遊具 

特色づくり・留意事項 
・伊達氏の歴史をテーマとし

たギャラリーの整備 

・歴史資源の保全と施設景観

に配慮した整備 

・梁川亀岡八幡神社周辺の

サインとのデザイン統一 

   ・まちの駅との連携・機能

分担 
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