
事業
番号

【２】

【４】

【５】

【７】

【８】

【９】

【２】

【３】

【５】

【１】

【１】

【２】

【２】

【１】

【伊達な地域創生戦略】事業取組み状況取りまとめ
（戦略に掲げる事業のうち、これまでＫＰＩの設定がなかったもの）

施策CD 事務事業名 頁

1-1 伊達地域まちづくり活性化事業 ・・・・・・ 1/14

1-2 猪革プロジェクト事業 ・・・・・・ 2/14

1-3 英語が溶け込むまちづくり事業 ・・・・・・ 3/14

1-3 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・・・・・・ 4/14

1-3 梁川歴史と文化のまちづくり事業（梁川総合支所） ・・・・・・ 5/14

1-3 梁川歴史と文化のまちづくり事業（文化課） ・・・・・・ 6/14

2-1 伊達市版ネウボラ事業 ・・・・・・ 7/14

2-1 伊達市子育て応援出産祝金支給事業 ・・・・・・ 8/14

2-1 伊達市子育てアプリ事業 ・・・・・・ 9/14

2-2 教育相談事業 ・・・・・・ 10/14

2-3 ふるさとづくり事業（いきいき土曜日体験活動事業） ・・・・・・ 11/14

3-2 共助社会構築推進事業 ・・・・・・ 14/14

2-3 青少年育成市民会議団体支援事 ・・・・・・ 12/14

3-1 健幸都市推進事業 ・・・・・・ 13/14

資料３



基本目標

施　策

事業名

所管課

具体的な
事業概要

これまでの
取組み内容

平成30年度
取組み内容

予算額 予算額

3,000,000円 24,000,000円

指標名

基準値 H26年度

現状 H28年度

最終目標 H31年度

重要業績評価指標
（KPI）設定について

重要業績評価指標
（KPI）

現在検討中

　伊達総合支所及び（一社）まちづくり伊達が中心となって、業務委託先
であるワークヴィジョンズ㈱とともに、具体的な事業内容について検討中
であり、具体的な内容が確定次第速やかにＫＰＩを設定する予定である。

・平成29年度「伊達地域まちづくり基本設計」により、実効性のある施策
　として位置づけたハード事業について庁内関係部局との協議を行い実施
　に向けた予算確保等を含めた諸準備に取り掛かる。また、（一社）まち
　づくり伊達においては、「官民連携まちなか活性化・再生事業」として
　計画（予定）された中央商店街を含む商業・生活ゾーン等の具体的な整
　備内容について、まちづくり会社が行うソフト面と、新市建設計画にお
　いて行うハード面に振り分けながら、次年度の実施段階に向けた詳細内
　容の検討を行う。

当初予算・決算額
（単位：円）

H28年度 平成29年度

決算額
決算額
（見込）

2,700,000円 23,780,000円

　平成28年度に基本計画を策定し、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「伊達地域まちづく
り基本設計」策定のための設計業務を委託（378万円）しているほか、
（一社）まちづくり伊達には「官民連携まちなか活性化・再生事業」とし
て別途業務を委託（2,000万円）している。

伊達にきてくなんしょ

1-1　起業支援と新しいしごとを生むイノベーションの推進

【２】　伊達地域まちづくり活性化事業

伊達総合支所

　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
くりを行う。
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基本目標

施　策

事業名

所管課

具体的な
事業概要

これまでの
取組み内容

平成30年度
取組み内容

予算額 予算額

15,000,000円 4,700,000円

指標名

基準値 H26年度

現状 H28年度

最終目標 H31年度 5,000,000円

重要業績評価指標
（KPI）設定について

　「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。

伊達にきてくなんしょ

１－２　地域特産を活かした産業の振興

【４】　猪革プロジェクト事業

農政課

　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
分されている。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る。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く。

重要業績評価指標
（KPI）

販売目標額

　猪革プロジェクト事業として補助金を支出しているが、市農林業振興公
社事業の一つであり指標とすれば販売目標額となるが、金額については、
理事会で決定するものである。

・店頭販売とする商品と受注生産とする商品等の区分けを行い、引き続き
　販路拡大に取り組む。
・ワークショップの開催に力を入れ、収益を上げる。
・将来的な事業継続のため「農業」と「福祉」の連携も視野に入れ検討を
　行う。

当初予算・決算額
（単位：円）

決算額
（見込）

4,700,000円

H28年度 平成29年度

決算額

7,500,000円
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基本目標

施　策

事業名

所管課

具体的な
事業概要

これまでの
取組み内容

平成30年度
取組み内容

予算額 予算額

1,100,000円 10,557,000円

指標名

基準値 H26年度

現状 H28年度

最終目標 H31年度 3,000人

重要業績評価指標
（KPI）設定について

　国際交流員が平成29年２月１日より１名、同年９月１日より１名着任。
　幼稚園や認定こども園での体験事業（実施施設数:11園　園児数:約160
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、リヴィア市への連絡事項文章の英訳、
外国人向け霊山登山ツアーの企画、初心者向けおもてなし英語講座等を
行っている。

伊達にきてくなんしょ

１－３　交流による移住定住の推進

【５】　英語が溶け込むまちづくり事業

総合政策課

　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する。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
を任用する。

重要業績評価指標
（KPI）

国際交流員との交流事業参加人数（延べ人数）

　国際交流員との交流により身近に英語に触れ、英語に親しみを持つ人の
増加を目指す。
　平成29年度は事業を通して、約2,500人の市民と交流予定なので、事業
の拡大を図り、平成31年度は3,000人を目標とする。

・次の大きな４つの視点により、事業を実施していく。
　①市内の子供達に英語が溶け込む事業
　②外国人に伊達市を知ってもらう事業
　③海外都市の新たな関係構築事業
　④リヴィアとの関係強化事業

当初予算・決算額
（単位：円）

決算額
（見込）

7,580,039円

H28年度 平成29年度

決算額

914,960円
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基本目標

施　策

事業名

所管課

具体的な
事業概要

これまでの
取組み内容

平成30年度
取組み内容

予算額 予算額

717,836,000円 758,780,000円

指標名

基準値 H26年度

現状 H28年度

最終目標 H31年度
平成30年度
末時点から
10％上昇

重要業績評価指標
（KPI）設定について

重要業績評価指標
（KPI）

道の駅利用者数

　平成30年３月のオープンを予定している。周辺道路の計画交通量から道
の駅の立ち寄り人数を見込んでおり、毎年、前年比10％を目指す。
　平成30年度立ち寄り人数見込み54万人。

・指定管理者による運営
・指定管理者（予定）：一般社団法人りょうぜん振興公社
１.施設維持管理　２.売店・直売品販売　３ジェラート販売
４.レストラン　５.テナントによる販売
６.その他（伊達市の魅力発信及び集客の企画実施）

当初予算・決算額
（単位：円）

決算額
（見込）

758,780,000円

H28年度 平成29年度

決算額

455,383,874円

　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。

伊達にきてくなんしょ

１－３　交流による移住定住の推進

【７】　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

管理課

　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」がある。
「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
サービスを行う。
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基本目標

施　策

事業名

所管課

具体的な
事業概要

これまでの
取組み内容

平成30年度
取組み内容

予算額 予算額

374,982,000円 18,050,000円

指標名

基準値 H26年度

現状 H28年度

最終目標 H31年度 18,400人

重要業績評価指標
（KPI）設定について

重要業績評価指標
（KPI）

まちの駅の利用者数

　新設される施設で利用者数の設定が困難なため、市内のまちの駅で同規
模の「伊達えきなかプラザ」の平成28年度利用者数26,314人の約７割とし
て設定した。

・平成30年４月１日より指定管理者による管理運営を行い、４月中の開館
　を目標に準備に当たる。開館後は、周辺エリアの観光情報の収集と発
信、
　市民と来訪者との交流の拠点として休憩や飲食の場の提供、地元特産品
　の販売等を通じ、集客を図る。

当初予算・決算額
（単位：円）

決算額
（見込）

242,398,000円

H28年度 平成29年度

決算額

67,466,729円

　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。

伊達にきてくなんしょ

１－３　交流による移住定住の推進

【８】　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

梁川総合支所

　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
点としていく。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く。
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基本目標

施　策

事業名

所管課

具体的な
事業概要

これまでの
取組み内容

平成30年度
取組み内容

予算額 予算額

500,000円 9,984,000円

指標名

基準値 H26年度

現状 H28年度

最終目標 H31年度 延べ３件

重要業績評価指標
（KPI）設定について

重要業績評価指標
（KPI）設定について

国指定史跡の件数

　現在、霊山と宮脇廃寺跡が国指定史跡となっている。梁川城跡の国史跡
化を着実に進め、梁川歴史と文化のまちづくり事業で進めているまち街中
回遊との連携を進める。

①梁川城跡の国史跡化を図る。（梁川城跡については、街中回遊の見学
　コースの中で主要な施設となる）
②梁川八幡宮の国史跡化を図るための基礎資料を整えるため発掘調査を
　進める。
③伊達市の歴史を市内外に発信するための施設となる市立博物館の基本
　計画の策定を行う。

当初予算・決算額
（単位：円）

決算額
（見込）

2,390,000円

H28年度 平成29年度

決算額

277,688円

伊達にきてくなんしょ

１－３　交流による移住定住の推進

【９】　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

文化課

　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
点としていく。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く。
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基本目標

施　策

事業名

所管課

具体的な
事業概要

これまでの
取組み内容

平成30年度
取組み内容

予算額 予算額

0円 31,240,000円

指標名

基準値 H26年度

現状 H28年度

最終目標 H31年度

来所者数を
Ｈ29年度よ
り120件増
やす

重要業績評価指標
（KPI）設定について

重要業績評価指標
（KPI）

子育て世代包括支援センター来所者数

　安心して子育てができる環境の一つに気軽に相談できる場所として子育
て世代包括支援センターを位置づけ、来所数を年間60件、平成31年度には
平成29年度より120件増やすことを目標とする。

・産婦の不安を解消するため産後ケアを強化し、子育てにスムーズに取り
　組めるように支援する。
・子育て世代が抱える様々な課題やニーズを関係機関で共有し、保護者が
　前向きに育児に取り組めるように、また問題が生じる前に予防的にかか
　われるように子育てに係る関係機関が共通の目指す姿に向かって支援で
　きる体制を整える。

当初予算・決算額
（単位：円）

決算額
（見込）

28,319,000円

H28年度 平成29年度

決算額

0円

　平成29年４月に子育て世代包括支援センターにこにこをオープンし伊達
市版ネウボラ事業を開始した。ネウボラ保健師・助産師・相談員を配置し
きめ細やかな相談機会を確保したことで、11月末現在で訪問相談件数2954
件（H28：1643件）、来所者数672件（H28：475件）に対応した。また、妊
娠期から同じ担当のネウボラ保健師が妊娠届の受付、訪問による育児パッ
ケージの贈呈を行い早い時期から継続的に支援することで問題が生じる前
に予防的に関われる体制となった。子育て家庭からは気軽に相談できてよ
かった、相談先が明確になったという声がよせられている。

おらほの子育て日本一

２－１　結婚の希望をかなえ、安心して産み育てられる環境づくり

【２】　伊達市版ネウボラ事業

健康推進課

　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う。
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基本目標

施　策

事業名

所管課

具体的な
事業概要

これまでの
取組み内容

平成30年度
取組み内容

予算額 予算額

37,500,000円 37,500,000円

指標名

基準値 H26年度

現状 H28年度 100%

最終目標 H31年度 100%

重要業績評価指標
（KPI）設定について

重要業績評価指標
（KPI）

第３子祝金支給世帯の定住率

　出産祝金の目的は第３子を出産した世帯にお祝いとして経済的支援をす
るほか、市内定住を促進する目的もあることから、支給世帯の定住率を指
標とする。

・平成30年度においても、継続して第３子からの出産に対し経済的
　支援として50万円を支給する。

当初予算・決算額
（単位：円）

決算額
（見込）

55,000,000円

H28年度 平成29年度

決算額

27,500,000円

　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）

おらほの子育て日本一

２－１　結婚の希望をかなえ、安心して産み育てられる環境づくり

伊達市子育て応援出産祝金支給事業

こども支援課

　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る。
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基本目標

施　策

事業名

所管課

具体的な
事業概要

これまでの
取組み内容

平成30年度
取組み内容

予算額 予算額

5,809,000円 7,016,000円

指標名

基準値 H26年度

現状 H28年度

最終目標 H31年度 延べ800件

重要業績評価指標
（KPI）設定について

スマートフォンアプリ開発事業者の選定を実施した。

おらほの子育て日本一

２－１　結婚の希望をかなえ、安心して産み育てられる環境づくり

【５】　伊達市子育てアプリ事業

こども支援課

　スマートフォンアプリを活用し、年齢に合わせたイベント情報や子育て
コラムをプッシュ通知で届けるなど、利便性の高いサービスを受けられる
ようサポートを図る。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る。

重要業績評価指標
（KPI）

子育てアプリダウンロード件数

　平成29年12月末に子育てアプリの一般公開を予定しており、平成30年３
月末時点でのアプリダウンロード数500件を目標としている。
　平成30年度は、平成31年３月までにダウンロード数+150件を目標とし、
最終目標は、平成31年度末で累計アプリダウンロード数800件とする。

・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予定。

当初予算・決算額
（単位：円）

決算額
（見込）

6,085,360円

H28年度 平成29年度

決算額

0円
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基本目標

施　策

事業名

所管課

具体的な
事業概要

これまでの
取組み内容

平成30年度
取組み内容

予算額 予算額

21,048,000円 21,980,000円

指標名

基準値 H26年度

現状 H28年度

最終目標 H31年度 延べ38名

重要業績評価指標
（KPI）設定について

重要業績評価指標
（KPI）

不登校児童の学校復帰数

　平成31年度までに半数の38名の学校復帰を目指す。

・不登校や教育相談件数は年々増加傾向（平成27年度63名、平成28年
　度75名）にあり、SC、SSWはますます重要な役割を担う。平成30年度
　も、SSWは主に不登校児童生徒の自宅訪問教育相談をし、学校に戻れ
　るようカウンセリングする。また、復帰傾向にある児童生徒を適応指
　導教室に導き、SCのカウンセリングを受けさせると同時に学習も行い、
　学校へ復帰できるよう手伝いをする。

当初予算・決算額
（単位：円）

決算額
（見込）

19,000,000円

H28年度 平成29年度

決算額

17,922,027円

　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。

おらほの子育て日本一

２－２　感性豊かな子どもの「生きる力」を育む環境の充実

【１】　教育相談事業

学校教育課

　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）」の配置を拡充する。
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）」等も配置拡充する。
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基本目標

施　策

事業名

所管課

具体的な
事業概要

これまでの
取組み内容

平成30年度
取組み内容

予算額 予算額

732,000円 481,000円

指標名

基準値 H26年度

現状 H28年度

最終目標 H31年度 30人

重要業績評価指標
（KPI）設定について

重要業績評価指標
（KPI）

いきいき土曜日体験活動参加者数

　子どもたちの多忙化（他の習い事・スポ少活動等）等により、参加者の
減少傾向（平成29年度は12名）にあるが、多くの子どもたちが集まりやす
い日時の設定や他の事業（論語塾等）とのタイアップ等で、より多くの児
童の参加を促す。

・子どもたちが有意義な休日（土曜日）を過ごすことができるよう、年
　間５回の予定で、地域の方々が指導者となって、参加しやすい体験活
　動などを実施する。
・ゆとり教育の変換期でもあり、事業自体の見直しを含め検討を加える。

当初予算・決算額
（単位：円）

決算額
（見込）

210,000円

H28年度 平成29年度

決算額

208,675円

　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。

おらほの子育て日本一

２－３　ふるさとへの愛着心と誇りの醸成

【１】ふるさとづくり事業（いきいき土曜日体験活動事業）

教育総務課

　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」を育む（子供たちが参加する地域伝承活動への支援な
ど）。
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基本目標

施　策

事業名

所管課

具体的な
事業概要

これまでの
取組み内容

平成30年度
取組み内容

予算額 予算額

7,175,000円 7,155,000円

指標名

基準値 H26年度 46件

現状 H28年度 364件

最終目標 H31年度 715件

重要業績評価指標
（KPI）設定について

重要業績評価指標
（KPI）

少年の主張　作文応募数（実数）

　自我が確立し併せて、感受性の高まる中学生時代に、日頃考えている内
容を文章化し発表する。この事業に生徒が参加する過程において、伊達市
のことを考えることとなる。
　その行為こそが、郷土伊達市への誇りと愛着を醸成する目的の達成度を
推し量る尺度として適当と思われる。
　なお、最終目標は中学生徒の50％の参加を目指すこととする。

・郷土愛の醸成や生きる力を育む環境づくりに寄与するため、少年の
　主張や立志式講演会、こども論語塾等の事業について今後も継続し
　て実施していく。

当初予算・決算額
（単位：円）

H28年度 平成29年度

決算額
決算額
（見込）

7,175,000円 7,155,000円

　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。

おらほの子育て日本一

２－３　ふるさとへの愛着心と誇りの醸成

【２】　青少年育成市民会議団体支援事業

こども支援課

　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」を育む（子供たちが参加する地域伝承活動への支援な
ど）。
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基本目標

施　策

事業名

所管課

具体的な
事業概要

これまでの
取組み内容

平成30年度
取組み内容

予算額 予算額

46,632,000円 35,409,000円

指標名

基準値 H26年度 4.5

現状 H28年度 4.8

最終目標 H31年度 5.0

重要業績評価指標
（KPI）設定について

　健幸都市づくりの評価は、健幸都市インデックスによる評価を実施している。健幸都市
インデックスとは、健幸クラウド等のデータから導き出された指標で、市民の健康度やイ
ンフラ整備などのまちづくり等の健幸都市に関する総合評価指標である。（10点満点で評
価）　「歩く」を基本に進めている健幸ポイント事業と組み合わせながら、歩きたくなる
まちづくりを進め、平成31年度は、5.0を上回るよう目指していく。

・平成30年度は、健幸ポイント事業のシステム化など拡充をし、さらに多くの市民の
　健康づくりへの契機と継続を支援する。また、だてマルシェ事業の地区拡大（梁川
　地区）、白根地区の健幸都市拠点整備に向けた取組み、歩きたくなるまちづくりを
　目指し、これまでのモデル地区の取組み成果や各地域の資源、地域特性を活かした
　健幸都市の全市展開を目指します。

当初予算・決算額
（単位：円）

決算額
（見込）

35,409,000円

重要業績評価指標
（KPI）

　健幸都市インデックスによる評価
（健幸クラウドから導き出された住民の健幸度及びまちづくりの評価）

H28年度 平成29年度

決算額

43,273,233円

‟せっかくどうもない”

３－１　生涯元気な市民を増やす健幸都市の推進

【２】　健幸都市推進事業

健幸都市づくり課

　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まちづ
くり「健幸都市」の実現を目指し、市は「健幸都市宣言」「健幸都市基本構想」
「健幸都市基本条例」「健幸都市基本計画」を策定し、あらゆる施策や事業にお
いて健幸都市を推進するという視点のもと、総合政策として取組を推進していま
す。

１、健幸都市の全市展開に向けた取組み
　・歩きたくなるまちづくり事業（伊達・月舘・保原地域にて、だてマルシェ開催、歩きたくなる
レシピ集発行、歩きたくなる情報コーナー設置他）・健幸なまちづくり協議会を設置（健幸都市の
推進等協議）健幸都市に関する啓発普及を実施。
２、健幸都市モデル地区での取組みの推進（市街地モデル：掛田地区　中山間地モデル：白根地
区）モデル地区において健幸都市協議会を設置し、市民自ら主体的に健康づくりと地域の活性化に
向け取り組んでいる。掛田地区（交流拠点の整備・高齢者専用住宅等のハード整備、さらにハード
事業を活かしたソフト事業「健幸フェスティバル」等の実施）白根地区（散策・周遊コースの開
発、登山コースの整備などのプロジェクトを実施し、スポーツ活動を行う「弥平塾」を設立して健
康づくりや地域活性の取組みを実施）
３、平成26年度から平成28年度まで健幸ポイントプロジェクト、平成28年度には、日本郵便の健康
増進サービスの実証実験の取組みを活かし、平成29年度より日本郵便と事業連携し、健幸ポイント
事業をスタート（40歳以上の市民約900名参加）
４、地域活性化総合特別区域（ＳＷＣ総合特区）への取組み
　　平成24年度から平成28年度まで「健幸クラウドデータの構築」及び「まちづくりの再構築」を
目指し、実現に向けた実施体制の調整と連携を行った。健幸クラウドデータについては、40歳以上
の特定健診・医療レセプト・介護レセプト・後期高齢者のデータ、協会けんぽデータを登録し、モ
デル地区及び各種事業の評価、分析を実施し活用した。
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基本目標

施　策

事業名

所管課

具体的な
事業概要

これまでの
取組み内容

平成30年度
取組み内容

予算額 予算額

0円 20,401,000円

指標名

基準値 H26年度

現状 H28年度

最終目標 H31年度 19地区

重要業績評価指標
（KPI）設定について

　平成29年度からの事業開始に向け、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会を実施。その結果、平成
29年10月から梁川町山舟生地区、11月から月舘町布川地区にてモデル事業
を展開している。また、平成30年１月から新たに伊達町田町地区及び保原
町柏町地区でのモデル事業着手に向けて、関係者と協議を継続している。
　また、中山間地における高齢者の移動手段として、自家用車を住民同士
で乗り合うシステムを構築するため、委託料を12月補正で増額計上。月舘
町の糠田地域で実証実験を開始する予定である。

‟せっかくどうもない”

３－２　多様な連携による多世代間地域づくりの推進

【１】　共助社会構築推進事業

総合政策課

　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)の導入を行う。

重要業績評価指標
（KPI）

モデル事業に係る参画自治組織（町内会）

　共助社会構築推進事業（地域通貨）におけるモデル自治組織（町内会）
を４地区選定。平成30年度においては、支え合い交通事業におけるモデル
地区を新たに５地区を選定。さらに、共助社会構築推進事業（地域通貨）
の事業と支え合い交通を統合したモデル地区を平成31年度に10地区を選定
し、計19地区に対しそれぞれの事業の評価及び検証を実施していく。

・共助社会構築推進事業の地域通貨を使用したモデル事業は、４地域を
　継続して実施していく。さらに、中山間地における高齢者の移動手段
　として、支え合い交通事業のモデル地区を平成29年度から、さらに５
　地域程度拡大して、システム構築に向けた取り組みを実施する予定。

当初予算・決算額
（単位：円）

決算額
（見込）

11,337,000円

H28年度 平成29年度

決算額

0円
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