
事業名 事業概要

企業誘致推進事
業・創業支援事業

　企業誘致推進室を設置し、伊達市企業立地セミナーの開
催や企業展示会ブースの出展、優良企業の誘致を図りま
す。また、伊達市内に新規に立地した起業や既定の設備投
資を行った企業に対し雇用促進事業奨励金を交付します。
　起業を志す人に対し、商工会や金融機関、大学、行政等
の産官学金が連携した創業塾の実施や、空き店舗を活用し
た創業に必要な改修補助のほか、県が設置しているイン
キュベーションルームの活用を図り、多様な分野における
創業支援を推進します。

商工観光課 ●保原町商工会で策定した実施計画に基づき、新
　規に起業を目指す者への創業支援事業として、
　空き店舗の家賃助成を実施。平成28年度は継続
　３件、新規１件の計４件を対象として家賃の助
　成を実施。

●継続して企業誘致推進事業を展開し、平成30年度からの創業目指す企業１社からの相談を受け
　付けており、地元の雇用促進のため、雇用助成金の交付を予定。
●創業支援事業は、伊達市内全域での事業展開のため、現在伊達市商工会において、実施計画の
　策定に取り組んでいるところであり、伊達・梁川地区については策定済み、霊山・月舘地区に
　ついては策定作業を進めている。

伊達地域まちづく
り活性化事業

　中心市街地の魅力の向上を図り、まちなかの賑わいを創
出するため、伊達地域を中心とした朝市や商店街を回遊で
きる歩行環境の整備、チャレンジショップの運営や空き
家・空き店舗活用やイベント開催など、産官民連携で行う
主体としてまちづくり会社を設立し、積極的かつ効果的な
まちづくりを行います。

伊達総合支所
(地域振興対策
室)
(総合政策課)

●平成28年度には基本計画を策定し、今後の実施
　計画策定に向けた検討を実施。
●平成29年３月に「一般社団法人まちづくり伊
　達」を設立（市出資金：1,000万円）し、「ま
　ちなか活性化基礎調査業務」について一般社団
　法人まちづくり伊達と業務委託契約を締結。

●平成29年度には、まちづくり伊達の事務所を商店街へ移転し、まちの駅認証を実施。
　また、商店街一帯の活性化他３項目について、まちづくり伊達と業務委託契約を締結。
●実施計画の策定に向け、庁内関係部署との協議を実施しつつ、まちづくり伊達と連携して取り
　組む。
●平成30年度以降は事業の検討、実施設計・整備事業を実施する予定。

まちなかワイナ
リー事業

　ワイン用ぶどうの栽培及びワイナリー経営等に関する学
習会等を通しながら、ワイン用ぶどう畑を整備し、ワイン
用ぶどうの産地化を図ります。
　また、空き店舗等を活用した「まちなかワイナリー」を
創設し、市民および観光客の交流の場を設けます。

商工観光課
（農政課）

●市内耕作放棄地を借り受け開墾を開始、ぶどう
　の苗100株の植栽を実施。

●平成30年度までにぶどうの苗300株を植栽することを目標に、苗の植栽と並行して耕作放棄地
　の開墾を継続。
●富士通株式会社の「食・農クラウドAkisai」を導入し、ぶどうの栽培について科学的な分析を
　行う。
●一般社団法人つむぐるカンパニー並びに福島学院大学と業務委託契約を締結し、当該事業での
　市内空き店舗の活用や酒造免許を取得する団体について協議・検証を実施。

雇用促進事業 　仕事を求める市民への就職を支援し、職業の安定と経済
的・社会的地位の向上を図ります。また、子育てと仕事の
両立を目指す女性や、子育てを終え再就職を目指す女性を
対象として、技能向上や希望する分野の就労支援のほか、
不足する保育・介護等資格職の掘り起こしにつながる取組
などを行います。

商工観光課 ●平成27年度の実施内容について、費用対効果が
　低かったため事業内容の見直しを実施。

●代替え事業として平成29年11月に「女性のための就職面接会」を実施する予定であり、効果の
　検証も行う。

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。

農政課 ●農業後継者育成支援事業については、平成27年
　度からの継続５名、平成28年度の新規認定３名
　に対して就農給付金を給付。
●就農支援事業については、就農希望者の研修を
　受け入れた農家等に対する経費補助の実績はな
　かったが、担い手の確保を目的に新規就農者２
　名に支援金を交付。

●事業名称を平成29年度より「農業後継者育成支援事業」から「農業次世代人材投資事業（農業
　人材力強化総合支援事業）」に変更し、それぞれの事業を継続する。
●震災直後に比べ生産量は回復傾向にあるが、価格については依然として低価格のまま推移して
　いる。産地回復のための担い手育成についての打開策を検討する。

６次産業化推進事
業

　従来の生鮮流通を中心とした販路だけでなく、異業種
（２次、３次産業）と密接に連携し、地域特産品の開発や
販路開拓など、新たな産業の創出にチャレンジし、所得の
向上と雇用の創出を図ります。

農政課 ●「春菊もち」加工に係る機械整備事業
　（補助額）173,000円
●「いちご酢」等の商品開発に係る事業
　（補助額）28,000円
　上記２件に対して補助を実施。

●事業利用者数が平成26年度から横ばいであり、上限200万円の県補助事業に比べ、上限額が25万
　円と少額であることが原因と考えられるため、補助上限額の増額を検討する。
●製品開発後の商品化や販路開拓及び雇用の創出まで至っていない。より大規模での事業展開を
　可能とするため、継続的な補助や補助対象事業の拡大についても検討する。

猪革プロジェクト
事業

　伊達市全体で年間約1,000頭の猪が捕獲され、放射能の影
響で、焼却処分されています。イノシシ革は、耐久性や撥
水性に優れ、また質感も野性味を感じさせるような上質な
革となります。今まで活用されてこなかった「イノシシ
革」を活用した製品を開発し、伊達市の特産品として発信
していきます。

農政課 ●「ファーストシューズ」を目玉商品として16種
　類の新商品を開発。さらに平成29年度からの販
　売を目標に３種類の商品試作を実施。
●販売目標額340万円に対して、販売額360万円を
　達成。

●売上向上について、約30種類ある商品群の中から「売れる」商品に重点を置いた商品づくりを
　検討する。数百個単位での受注が期待できる企業・事業所向けの製品開発を企画し、PR活動を
　行う。事業の取組みの浸透に伴い増加したイベント等でのワークショップ依頼に積極的に参加
　する。
●販路拡大について、直接販売できる売場を創出し商品の展示場所を確保する。
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地域特産を
活かした産
業の振興

起業支援と
新しいしご
とを生むイ
ノベーショ
ンの推進

●伐採コスト削減を目的に、「森林カルテ」及び「森林所有者マップ」を策定し、各森林所有者
　の伐採及び団地化等の同意を取り付ける。林業に特化した、新たな法人の設立を想定し「直
　営」により「伊達林業再生アクションプログラム」を策定するための準備を平成29年度から新たに展
　開。
●林業雇用創出支援事業等により、福島県北森林組合を補助対象事業者とし、現在１名の体験者
　を受け入れるなど、雇用・就業者の創出に向けた事業を展開。
●伊達市産の間伐材をPRするため、木材加工製品を試作し、普及推進を図るとともに、市有林に
　おいて伐採適期の木材を伐採し、一部を売却することにより、伐採作業の実態調査、市場での
　販売価格、市場から先の利用状況、伐採後の天然林化の追跡調査を行う。

●林業活性化検討委員会を設置し、伊達市の森
　林・林業の現状分析、先進事例視察、森林・林
　業・木材産業活性化策の検討、中間報告の取り
　まとめを全４回の会議をとおして実施。
●福島県北森林組合を補助対象事業者とし、２名
　の体験者受け入れの補助を実施したが、両名と
　も定着には結びつかなかった。
●福島県北森林組合を補助対象事業者とし、伐木
　等（大径木等）受講（４名）、刈払機取扱作業
　者教育受講（４名）の補助を実施。

農林整備課　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。

森林資源を活かし
た生業づくり事業
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事業名 事業概要

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。

農政課 ●農業体験を通じて、地元農産物生産者や地域住民
　との交流を目的とした着地型体験プログラムを３
　回実施。計22名の参加があり、うち移住者２名、
　移住検討者３名となっている。

●平成29年度は、農業に長く携われる者ということで参加者の年齢上限を設けた結果、応
　募がなくなってしまったため中止。
●応募者が少ないことが課題。解決のために新規就農希望者を対象とするのではなく、移
　住施策の一環としてお試し居住のコンセプトを取り入れることを検討する。また、参加
　者定員を絞り、旅費を含めた必要経費を市で負担することも検討する。重ねて事業自体
　のPR活動にも力を入れる。

市民協働課
【空き家対策
事業】

●平成27年度に行った空き家実態調査の結果、利活
　用可能と判断された660軒の空き家所有者に対し
　て空き家バンクへの登録を勧奨。うち19軒から登
　録の申請を受け付け、より詳細な調査を行った。
●最終的に３件の空き家について、空き家バンクへ
　登録し平成29年３月からホームページで公開を開
　始。

●土地としての需要も見込むことができる。そのために、家屋を撤去した際の固定資産税
　の減免措置や、家財処分費用の助成制度の創設を検討している。
●利活用を促すように空き家の所有者に対して周知も行いたい。
●空き家の属性別分類及び空き家システムの調査を実施する。

商工観光課
【中心市街地
活性化コミュ
ニティ活動事
業】

●保原町商工会で運営する「まわらんしょ」の運営
　補助を実施。

●運営補助を継続しつつ、施設の拠点機能と自走能力の強化のために「まわらんしょ」で
　の物販について保原町商工会へ打診している。

ふるさとティー
チャリングプロ
ジェクト

　中山間地域の小学校区で、首都圏等の大学生に寺子屋の
講師となってもらい、子どもたちの学習支援や地域の方々
とのふれあいを通して、大学生に本市を知ってもらい、
「第二のふるさと」づくりを推進します。

総合政策課 ●寺子屋教室ふくしまティーチャリングツアーを合
　計13回開催し、参加人数は、大学生が延べ119
　名、生徒が延べ447名となった。
●その他、首都圏での活動報告会や、ホームペー
　ジ、SNSサイトの作成・管理を行った。

●ティーチャリングツアー合計10回開催の予定（４～８月：４回実施）。
●対象地区の拡大及び対象者を中学生（特に受験を控える３年生）も含め寺子屋を実施。
●次年度以降も継続して事業を取り組む。

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。

総合政策課
（市民協働
課）

●平成29年2月1日より国際交流員が1名着任。
●幼稚園や認定こども園に通う園児にむけた英語体
　験事業を実施。
　実施施設数：11園　園児数：約240名
●異文化体験と市民との交流（繭、つつこ引祭り
　他）を通じ、ホームページやフェイスブックで
　の情報発信を行う他、リヴィア市への連絡事項
　文章の英訳等の業務を行っている。

●平成29年９月１日より国際交流員を１名追加する。
●昨年度に引き続き、リヴィア市との交流事業の企画・運営、幼稚園や認定こども園等で
　のこども達との英語体験事業を実施。
●翻訳・通訳など外国向け各種事業のサポートや、海外他自治体との新たな関係づくりを
　行うとともに、留学生による魅力体験ツアーの企画なども実施。

住宅優遇支援事業 　子育て環境や高齢者見守りの充実、定住の促進、女性の
就労支援を主な目的に県が実施する「多世代同居・近居推
進事業（取得・総改築費用の補助）」の活用推進のため、
制度周知とともに積極活用を呼びかけます。

管理課 ●制度再設計の必要性検討の結果、県事業として
　「多世代同居・近居推進事業（取得・総改築費
　用の補助）」があり、市独自の事業展開の必要
　性が低いと判断し、市ホームページで「多世代
　同居・近居推進事業（取得・総改築費用の補
　助）」の周知を実施。

●市ホームページにおいて、県事業「多世代同居・近居推進事業（取得・総改築費用の
　補助）」の周知を継続。

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

　霊山IC付近に整備する「道の駅」は、24時間無料で利用
できる駐車場・トイレなどの「休憩施設機能」、道路情
報・観光情報などの「情報発信機能」、文化教養施設・観
光レクリエーション施設などの地域振興施設で地域と交流
を図る「地域連携機能」、緊急時の避難場所の確保、物資
の提供などの「防災拠点機能」があります。
「道の駅」では、本市の特色や個性をアピールし、歴史や
文化などの情報発信をするとともに様々なイベントを開催
することで利用者が楽しめるサービスを行います。

管理課 ●平成30年春のオープンを目指し、施設の整備及
　び運営に関する準備を実施。
●道の駅売店・レストラン責任者着任、テナント
　店舗の決定。
●道の駅開発準備業務について一般社団法人
　りょうぜん振興公社と業務委託契約を締結。

●工事に遅延はなく、平成30年３月末～４月上旬に道の駅オープンを予定している。
　オープンに向けて設置条例の制定、指定管理者の選定を進める。
●今後、道の駅の有効な活用に関し必要な庁内の体制について検討する。

梁川総合支所 ●施設整備にかかる躯体工事について、地方創生
　拠点整備交付金を活用し施設整備を実施。

●まちの駅については、予定通り、平成30年３月に工事完了予定。今後、運営事業者の選
　定及び設置条例の制定を行う。名称について「まちの駅やながわ」に決定。
●運営協議会準備会を設置し、実際の運営に向け、地元住民を含めて施設の管理・活用方
　法について協議を重ねる。

文化課 ●まちなか回遊の連携施設と位置付け、梁川城跡の国史跡指定及び史跡公園の整備を目
　指す。
●伊達市博物館（仮称）整備等基本構想策定委員会を平成29年９月を目途に開催し、博物
　館建設後のランニングコストを含めた協議・検討を行う。
●伊達市の歴史を市内外を発信する施設となる伊達市博物館（仮称）の基本構想について
　業者と業務委託契約を締結。
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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。

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。
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事業名 事業概要

子育てファミリー
ウェルカム事業

　市外の18歳以下の児童を持つ子育てファミリーやシング
ルペアレント を対象に市内へ移住促進と介護サービスへの
就労支援を行います。また、市内のシングルペアレントに
ついては、就労支援のほか生活支援のための補助を行い、
より細やかな子育て支援の充実を図ります。

こども支援課
（高齢福祉
課）
(商工観光課)
(市民協働課)

●事業着手に至らず、事業内容、事業の所管について
　協議を重ねた。

●平成29年秋頃を目途に首都圏在住者向けの事業PRパンフレットを作成する。その記載
　内容について検討するうえで、福島県で実施している「ひとり親家庭自立支援給付金制
　度」と比較した際の独自性や、市内シングルペアレントへの支援策との優先順位付けに
　ついて早急に協議を行う。

伊達市版ネウボラ
事業

　妊娠届を大切な最初の一歩ととらえ、担当ネウボラ保健
師が母親との１対１の信頼関係を築き、妊娠期から就学前
の子どもの健やかな成長・発達のため、「寄り添う支援」
と「保健と保育の一本化」の基本的な考えにより切れ目な
い支援を行います。

健康推進課
(こども支援
課)

●平成29年度からの事業開始を目標に、伊達市版ネウボ
　ラ事業のコンセプトについて関係部署で協議を行うな
　ど、具体的な準備を行ってきた。

●平成29年４月よりネウボラ保健師及び相談員を配置し、「寄り添う支援」「保健と保
　育の一本化」の実現に向け事業展開を開始。育児不安等の有無に関係なく、子育て世
　代が気軽に相談できる機会が増え、ネウボラ保健師の継続した支援が可能となった。
●ネウボラ保健師や相談員が把握した「子育て世帯の課題」のなかでも虐待や経済的困
　窮等、他課との連携が必要となる困難ケースについて、定期的なケース検討会を実施
　しているが、今後そこで明らかになった子育てをめぐる課題を検討する庁内連絡会を
　開催する予定。
●また、庁内連絡会で集約した課題について、中央児童相談所や地域の小児科医等の庁
　外関係者を交えた連絡会の開催に向け、その設置目的も含めて検討を行う。

伊達市子育て応援出
産祝金支給事業

　次代を担う子どもの健やかな成長と市内への定住を促進
するため、第３子からの出産に際し、出産祝金としてひと
り50万円を支給し、子育てに伴う家計の負担軽減を図りま
す。

こども支援課 ●第３子以降のお子さんの出生に対して祝金（50万円）
　を給付した。平成28年度の実績は55件。（2,750万円）

●子どもの絶対数は減少しているが、第３子以降の子どもがいる「多子世帯」は微増傾
　向にある。しかし、本事業との明確な因果関係を証明することはできていない。
●支給要件として、「対象児の出生１年以上前から伊達市に住所を有すること」として
　いるが、定住促進の意味を本事業に持たせるのであれば、土地・家屋を取得した場合
　には支給要件の緩和を検討する必要がある。

伊達市産前産後子育
て支援ヘルパー派遣
事業

　家事、育児に家庭等の援助が受けられず、日常生活に支
障が生じるときに、妊娠中から３歳児を持つ家庭に対し
て、安心して子どもを産み育てることができるよう家事や
育児支援を行う子育て支援ヘルパーを派遣します。

こども支援課 ●平成27年度に引き続き、事業を継続している。登録者数
　は14名増加（合計22名）し、うち利用者は７名、延べ派
　遣回数は71回となっており、さらなる利用の促進を検討
　する必要がある。

●ヘルパーを派遣する事業所について受託先の再検討を実施する。
●登録者数に比して利用者が少ない。登録者に対してニーズ調査を実施し、その調査結
　果を基により気軽にヘルパー派遣サービスを利用できるよう制度の見直しを行う。

伊達市子育てアプリ
事業

　スマートフォンアプリを活用し、婚活パーティーや飲食
店の情報、子育てに関する情報の提供等、子育てに必要な
アイテムを一括することで、利便性の高いサービスを受け
られるようサポートを図ります。また、子どもの成長記録
に関する管理ツールを提供することで、個々人に適した情
報の一元化を図ります。

こども支援課
（市民協働課）
（商工観光課）
（健康推進課）
（こども育成
課）

●スマートフォンアプリ開発事業者の選定を実施した。 ●開発事業者と協議を重ね、スマートフォンアプリを平成29年12月から一般公開できる
　よう開発を継続している。スマートフォンアプリのメインメニューはほぼ完成してお
　り、関連課も含めてその活用方法について協議を重ねている。
●平成30年度以降は、スマートフォンアプリの運用と利用者からの要望や改善点等の
　フィードバックを行う。

ワーク・ライフ・バ
ランス（仕事と生活
の調和）推進事業

　ワーク・ライフ・バランス制度の浸透につながる取り組
み（講演会や広報）や、県のワークライフバランス推進事
業と市の支援事業とのマッチングを図り、働きやすく生活
しやすい環境の推進を図ります。

商工観光課 ●働きやすく生活しやすい環境の推進というワーク・ラ
　イフ・バランスの理念について、その浸透・普及方法
　を検討する。

●引き続き働きやすく生活しやすい環境の推進というワーク・ライフ・バランスの理念
　について、その浸透・普及方法を検討する。

教育相談事業 　いじめや不登校などの児童生徒の問題に対して、解決の
手助けをするための「スクールカウンセラー （SC）」の配
置を拡充します。
併せて、福祉的な支援方法を取り入れるため、指導援助の
充実と学校が抱える生徒指導上の課題解決を図るための
「スクールソーシャルワーカー （SSW）」等も配置拡充し
ます。

学校教育課 ●児童生徒及び保護者が学校関係者以外に相談できる相談
　先として、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相談受付や指導等を実施。

●小学校18名・中学校57名と、中学校を中心に不登校児童生徒数が減少していない。
　そのため、不登校児童生徒数を減少させるとともに、新たな不登校児童生徒を出さ
　ないように、各学校が抱える生徒指導上の課題解決のため事例に応じて、早期にSC
　やSSW、適応指導教室との連携を図る。

伊達市チルドレン
ズ・インダストリー
事業

　子どもの居場所はもとより多世代間の交流から生まれる
新たな感性や、絵本から生まれる豊かな発想を形にし、誰
もが集える空間を提供します。
また、ワークショップや子どもの本アワード 等を通じ、そ
のデザインを商品化させ、子どものための新たな産業の創
出を目指します。

総合政策課
（霊山総合支
所）

●子どもインダストリーは、「子どもの物語ミュージアム
　（仮称）」を拠点の一つとしながら、地元の子どもたち
　や作家たちによって生み出されたデザインを具現化・製
　品化し、子どものための産業創出を具体化するものであ
　り、これらの整備事業を含めた構想策定業務を行った。

●今年度は、将来的に実現性の高い計画を策定していくとともに、子どもインダスト
　リーの概念を実行に移すための具体的な取組として、保原高校美術部と著名な作家た
　ちとの共同作品づくり（本づくり）に着手するものである。今回の事業で取組む共同
　作品は、将来的な販売を視野に入れている。
●次年度以降、子どもインダストリーの製品群となる木工製品やニット製品などのデザ
　イン制作に着手したい。

教育総務課
【いきいき土
曜日体験活動
事業】

●土曜日を利用した体験活動(体育・文化等)の場を設け、
　体力向上など課題解決に向けた事業として、前期「昔遊
　びを通した体力づくり」（延べ162人参加）、後期「天
　体望遠鏡政策、滝根天文台見学、天体観察」（延べ55人
　参加）をそれぞれ５回ずつ計10回開催。

●事業を継続するにあたり、土曜日授業の増加やスポ少活動などにより、参加者が減少
　傾向にある。対策として平成28年度は、それまで保原地区と梁川地区でのみ実施して
　いたところを小学校毎に実施したが、参加者数は横ばいだった。さらに平成29年度
　は、開催回数を５回に削減し密度を濃く実施する。
●今後は長期休暇中に集中的に実施したり、他の事業やイベントと併せて開催したり
　するなど、より参加しやすい体験活動事業を検討する。なお、ゆとり教育の変換期
　でもあり、事業自体の見直しも含め検討を加える。

こども支援課
【青少年育成
市民会議団体
支援事業】

●少年の主張として、市内の中学生を対象に作文コンクー
　ルを年１回実施。
●立志式は、市内の中学２年生を対象に実施。
●こども論語塾は、月１回開催。平成26年度から、学童の
　延長でこども論語塾に参加可能としたところ、参加率も
　上昇し評判も良い。

●「こども論語塾」については、伊達地区・保原地区を「保原エリア」、梁川地
　区・霊山地区・月舘地区を「梁川エリア」とし、２カ所で開催していたものを
　平成29年度からは、５つそれぞれの地区巡回するように変更。
●「少年の主張」、「こども論語塾」についての変更はなく、事業を継続する。

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。

教育総務課 ●保原小学校及び梁川小学校に地域コーディネーターを計
　３名配置し、学校の施設を活用した地域住民のコミュニ
　ケーション促進や学校の要請に応じボランティアを配置
　する等の業務を実施。

●今後も、地域と連携した学校支援を推進するため、スクールコミニュティの設置を推
　進する。平成31年度月舘小中校設立や伊達小学校改築に合わせ、スクールコミュニ
　ティーの設置に向けた準備を行う。

伊達な地域創生戦略 事業状況一覧
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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」を育みます
（子供たちが参加する地域伝承活動への支援など）

平成28年度の取組内容 今後の方針について
所管課

（関連課）

戦略に明記した取り組み内容
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事業名 事業概要

健康運動習慣化支援
事業

　健康運動教室や元気づくり会、ウォーキング等を中心に
健康増進・生活習慣病の予防・重症化の予防のために運動
を促進し、運動習慣化人口の増加を図り、活動的で生きが
いのある生涯活躍ができる環境づくりを支援します。

健幸都市づく
り課

●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
　室を開催。（536名参加）
●高齢者筋力トレーニング事業を実施。
　（Ａタイプ・Ｂタイプ合計675名参加）
●地域集会所を舞台とした「元気づくり会」の開催。（1,632名参加）
●健康増進室を開催。（市内357名、市外108名参加、計：465名）

●これまで行ってきたリーダーの養成を活かして、参加者が主体となって
　目標を決め、自主的に取組むことのできる状態を目指す。
●現在は自主的に取組んでいる参加者がほとんどだが、今後は、健康に対
　して興味の薄い層に対するアプローチが必要となるので、その効果的な
　方法について検討を行う。

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。

健幸都市づく
り課

●健幸都市推進に関する各種事業を継続展開。（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、総合特区広域事業（医療・健診連携）等）
●健幸ポイントプロジェクトについて、国の補助が３年で終了するこ
　とを踏まえた今後の見通しについて検討。
●モデル地区活動支援事業（掛田・白根地区）の今後の方向性につい
　て検討。

●モデル地区活動支援事業（掛田・白根地区）として、霊山町掛田地区で
　のモデル地区活動支援事業について、都市整備課を中心に事業の評価を
　実施する。ハード整備は完了したが、それを活かしたソフト事業の醸造を
　行う。
●梁川町白根地区では小学校廃校跡を交流と運動の拠点として活用するよ
　う検討している。

生涯活躍のまち加速
化事業

　地域資源や人材を有効活用しながら健康に老後を過ごす
プログラムを研究し、都市部の知識・経験・ネットワーク
が豊富なアクティブシニアを受け入れ、都市部から地方へ
の人の流れを促進し、新たな仕事や雇用を創出するための
調査・検討・推進等具現化に向けた取組を実施する。

総合政策課 ●地方創生加速化交付金を活用し、伊達市版生涯活躍のまちの推進のた
　め、関係者及び有識者を集めた伊達市版生涯活躍のまち推進協議会を
　設立し、伊達市版生涯活躍のまち構想を策定。

●地方創生推進交付金を活用し、伊達市版生涯活躍のまちの推進のため、
　高子地域への生涯活躍のまち形成を目指し、より具体的な関係者を集め
　た運営推進協議会を設立。
●今後、高齢者向け住居の運営者を選定するとともに、必要な施設や、人
　員体制、入居者に向けた魅力的なメニューの開発など、具体的な検討を
　行っていく。

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。

総合政策課 ●平成29年度からの事業運営に向け、共助社会構築推進事業に係るモデ
　ル地区設定のため、複数の自治組織等に対し説明を実施。
●庁内での検討や情報共有に関する会議を開催し、全庁的に取り組む方
　針を共有。

●市内の山舟生、柏町及び布川地域を対象としたモデル事業を実施し、そ
　の結果を検証しつつ随時見直しを図る。
●別途、１～２か所、さらにモデル事業を実施する地域を選定する。
●社会福祉協議会と連携を深め、市内の多数の地域で一定の基準の下実施
　できる体制づくりを目指す。

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し続けていけるシステ
ムを形作ります。

高齢福祉課 ●包括的支援事業のうち、初期集中支援事業、認知症高齢者SOSネット
　ワークの構築、認知症家族の会の運営、見守り声かけ訓練の開催、認
　知症サポーター養成講座の開催及び認知症サポーターフォローアップ
　研修の開催により、市民に対し、認知症への理解を深める事業を実
　施。

●認知症があっても住み慣れた地域で安心して生活できる地域づくりを目
　指す。あわせて専門的なケアを希望する方も多い状況から、施設整備を
　進める。平成29年度は、施設入所待機者の解消を優先する。

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。

商工観光課 ●福島市・相馬市・二本松市・伊達市4市共同で日本語版、英語版のパ
　ンフレットを作成した。

●終了予定。

総合政策課
（※連携事業
内容により変
化する）

●フルラッピング車両の名称を公募し、「政宗ブルーライナー」に決
　定。
●政宗ブルーライナーの内装改良を実施し、政宗ダテニクルのキャラク
　ターを全面にアピール。
●2月5日に「政宗ブルーライナー」名称発表及び内装改良完成披露会を
　開催するとともに、政宗ブルーライナーを活用した沿線自治体ツアー
　を丸森町・柴田町で実施。（計104名参加）

●平成29年度は、「政宗ブルーライナー」を活用し、伊達政宗生誕450周年
　に合わせ、仙台市等と連携し、仙台圏からの誘客を目標としたツアーを
　企画実施。
●平成30年度以降は、地元業者が主体となって阿武隈急行のツアーを企画
　実施できるよう働きかける。
●「政宗ブルーライナー」については、継続して内装等の改良を行い、さ
　らに乗って楽しい「政宗ブルーライナー」を目指す。

総合政策課 ●県内各関係市町村等で組織された公共交通機関協議会等へ参画し、近
　隣自治体との連携を継続。（阿武隈急行沿線開発推進協議会、福島県
　鉄道活性化対策協議会、福島空港利用促進協議会協議会、相馬港建設
　促進期成同盟会）

●平成29年度以降も、引き続き各協議会等へ参画し、公共交通等の利用促
　進及び近隣自治体との連携強化等に努める。

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。

総合政策課 ●伊達市地域公共交通再編実施計画の策定に向け、鉄道駅での聞き込み
　調査やバスの乗り込み調査を実施し、再編事業の方向性を検討。

●平成28年度に引き続き、伊達市地域公共交通再編実施計画を策定する。
●平成29年度中に再編実施計画を策定し、平成30年度以降、計画に基づき
　ながら市内公共交通の再編を行う。

地域づくり計画策定
事業（地域自治組織
推進事業内）

　地域住民が主体的に参画して、地域で持続的に暮らすた
めの「地域デザイン（地域づくり計画）」を策定し、市は
自らが担うべき役割を果たすとともに、住民と民間事業者
の活動が円滑に進められるよう環境整備等に努めながら、
地域の課題解決に向けた取組を協働で行います。

市民協働課 ●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
　定を自治組織に対して勧奨。そのために地域自治組織代表者会議を４
　回開催。
●計画策定のために必要な費用額は各地域自治組織に交付される「地域
　自治組織活動支援交付金」で賄う。

●平成30年度に地域自治組織活動支援交付金の見直しを行う予定があるた
　め、移行のための準備を行う。
●地域のリーダーや後継者育成の観点から、地域として方向性を明確する
　ために計画策定の勧奨を継続。

伊達な地域創生戦略 事業状況一覧

　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。

平成28年度の取組内容 今後の方針について
戦略に明記した取り組み内容基本

目標
施策の
方向性

所管課
（関連課）

‟
せ
っ
か
く
ど
う
も
な
い
”

地域を紡ぐ
コミュニ
ティづくり
の進展

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

生涯元気な
市民を増や
す健幸都市
の推進

多様な連携
による多世
代間地域づ
くり の推
進
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