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1
こども
育成課

・病児保育は、何か所でやっているか
より、カバーできているかなど、実態
の調査がまず必要。

・病児保育は、子どもが病気のため集
団保育が困難で、また保護者が仕事に
より家庭での保育もできない場合預か
るものであり、現在の利用は少ないも
のの、共働き世帯が増加する中で、必
要性はある事業である。このため、今
後保護者のニーズを調査していく必要
があると考えている。

2
こども
育成課

・自社で育休を取っている者が、保育
所がなくて復帰できないでいる。待機
児童の実態を把握すべきではないか。

・国における待機児童の定義として、
入所可能な施設がありながら入所せ
ず、希望する施設への入所のため待機
する場合は、私的理由によるものとし
て待機児童にカウントされないことに
なっている。本市においても保育ニー
ズの高い特に伊達・保原地域では施設
定員を上回る入所希望があり、他地域
の施設には入所せず待機している児童
がある。このため、このような実態を
ふまえ、子ども子育て支援事業計画に
おいては、地域ごとの需要に見合った
必要量を確保することを基本に進めて
いる。

3
ネウボ
ラ推進
室

・本当に子育て世代に優しいまちに
なっているのか？実際に子育てをして
いる世代から声を聴き実情を把握する
場を設けた方が良い。
ネウボラのグッズについて、２人目の
子どもにはいらないのではないか。本
場フィンランドではグッズかお金か選
ぶことができる。

・県内で育児パッケージを贈っている
自治体はない。母親からは「この子の
お祝い品」としていただくことは非常
にうれしい・出産を祝ってもらえてい
るという安心感がある・出産後の育児
のイメージがつき心構えができるとい
う声が多く聞かれる。育児で必ず使う
グッズの要望が出ており、商品券や祝
い金の要望は出ていない。以上のこと
から品物で継続したい。ただし、２人
目以降は重複する品が出てくるので
パッケージの選択は必要と考え検討中
である。

有識者会議委員意見に対する担当課の所見一覧
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4
市民協
働課

・移住に関しては、インパクトある政
策と、外への発信に工夫が必要。

・伊達市のＨＰに移住に関する各種制
度等のバナーを新規で作成する。

5
市民協
働課

・従業員が住むための住居を探してい
るがなかなか見つからない。空き家バ
ンクという話もあったが、住宅供給の
状況についてどうなっているか。

・空き家バンクは住宅供給政策ではな
く、紹介・繋ぎが主となるものであ
る。

6
市民協
働課

・県内には、桜の聖母短大もある。伊
達市内に大学がなくても、学生に伊達
市内に住んでもらってそこから通って
もらえばよいのでは。住んでもらうた
めの魅力が必要。

・伊達市からの利便性等を考えると、
福島学院大学も視野に入れている。学
生が伊達市に住みたい、そして住み続
けたいと思うまちづくりが必要で住宅
ストックの有効活用、商店街の活性(空
き店舗の活用)、市等による支援制度の
すべてが不可欠。

7
商工観
光課

・今度、農家民宿を始めたいと思って
いる。
・函館市の「地域をつなぐ小商いミー
ティング」に参加してきた。函館市西
部地区では好循環で、まちに家族経営
のカフェやパン屋等の小商いが増えて
おり、非常に良い状況。ワイナリー事
業もあるので、伊達市に家族で移住し
て小商いをしたいと思ってもらえるよ
うな仕組みが必要。

・現在まちなかワイナリー事業に取り
組み、農家、市民、学生など多くの方
と繋がりながら進めている。住んでい
る者には見つけられない伊達市の魅力
が必ずある。魅力発見・活用のための
仕組みを検討。

8
商工観
光課

・工業団地に公営のレンタル工場を設
置できないか。レンタル工場があれば
工業団地への進出をしやすくなる。
（参考）倉庫などについての問い合わ
せあり。

・基本的には、進出企業が工場の整備
をし、市は雇用創出、法人税や固定資
産税などの税の確保を図るようになる
が、今後工業団地開発、企業誘致活動
の中で検討していく。

9
商工観
光課

・ふるさと納税について、どのような
返礼品を準備しているか。伊達市外に
出る額が大きいのは問題ではないか。

・伊達市の魅力が発信できる場とし
て、桃や柿などの果物をはじめ特産品
をＰＲしていきたい。
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10
商工観
光課

・企業誘致について、団地造成を急い
でほしい。

・市が所有していた工業団地がすべて
売却されたことにより、また東北中央
道の整備にのタイミングに合うよう、
開発を進める。

11
商工観
光課

・伊達市の桃はおいしいが認知度が低
いと思う。特に海外の方には非常に桃
は印象が良いので、桃狩りなどいろい
ろやってみてはどうか。

・返礼品については、今までの「も
の」以外に、体験などの「こと」に対
しても注目が集まっており、桃狩りな
どについても検討が必要。

12
商工観
光課

・政宗ダテニクルについて、報道にも
あった聖地88か所には含まれていな
かった。聖地化や来てもらうための戦
略も含め、今後の展開についてどう考
えているか。

・政宗ダテニクルのＰＲについては、
試写会などのイベントの実施や物産展
などでのＰＲ、ツイッターなどのＳＮ
Ｓ、ユーチユーブなどにより行ってい
るが、今後いかに多くの方に認知して
いただくかが課題。

13
商工観
光課

・地方創生に効果的な施策に重点的に
対応すべき。具体的には仕事。事業所
を開設したいが場所がないという相談
が多い。一般財産の空き地などに関す
る情報など公開できないか。

・企業の進出に関する問い合わせが
あった場合は、随時相談をし該当物件
の案内・紹介を行っている。空き店
舗・空き工場などについて、空き家の
情報提供と同様実施に向け検討する。

14
商工観
光課

・商品開発と物語性がセットの方が商
品は売れると思う。６次化などの際は
ストーリーも考えるべき。

・伊達市には他に誇れるすばらしい素
材がある。物語性という付加価値を付
け、お客様に提供していく。

15
商工観
光課

・伊達市内で、桃など食べられる場所
がない。フルーツパーラーなどあって
もよいのでは。

・桃などの果物はあまりにも身近なも
のなので、良さに気が付かない。訪問
者にも対応できるよう検討。

16
商工観
光課

・秋保では、ワイナリーをやっている
と聞いた。伊達市のまちなかワイナ
リーも良い企画だと思う。また、桃そ
のものだけではなく、カクテルの開発
などいろいろ検討してはどうか。

・ワイン用ぶどうから実際にワインが
できるまでには、時間がかかるが、伊
達市産の果物を活用し、シードルやリ
キュール類などの開発も取り組んでい
く。
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17
総合政
策課

・色々な意見が委員から出ている。現
場の意見など、現課が吸い上げている
と思うが、もっと住民の声を確認すべ
きでは。どのように反映されている
か。

・伊達な地域創生戦略策定の経過とし
て、有識者会議を開催している。その
際に外部の意見を反映していると考え
る。
・時代や世論の変化に柔軟に対応でき
るようにしたい。
・最終年度（H31）以降の対応を検討す
る。

18
総合政
策課

・人口の推移について、過去の実績に
基づく推計との比較だけでは、伊達市
がうまくいっていないように見える
が、実際には震災等の影響もあること
から、県や県内他市町村の人口動向と
の比較・検証も必要ではないか。

・旧５町単位での比較・分析が必要と
考える。
・県や同規模の白河市や須賀川市、二
本松市等との比較が必要。

19
総合政
策課

・伊達市の地域創生の取組の情報発信
の核となる事業がほしい。また、情報
発信の方法としては、インターネッ
ト、ＳＮＳが常識となっている。

・現在、各所管課で取り組んでいる事
業がまとまって地方創生となる。この
ことから、各所管課での取組みを所管
課毎に発信することが必要。

20
総合政
策課

・伊達な地域創生戦略について、何か
目玉になる事業が必要。

・中高年者が希望に応じて地方に移り
住み、地域住民や多世代と交流しなが
ら健康でアクティブな生活を送ること
ができる拠点を高子駅北地区に整備す
る伊達の生涯活躍のまち加速化事業を
目玉となる事業と考える。

21
地域振
興対策
室

・まちに、明るい場所が必要ではない
か。市を代表する場所のようなものが
ない。

・商店街に誰もが気軽に立ち寄り、交
流と休憩ができる施設を掛田・梁川・
伊達に整備している。しかしながら、
行政ができることは限られていること
から民間連携は重要と考えている。

22
地域振
興対策
室

・中心市街地活性化といっても、かつ
ての昭和30年代の輝きは戻らない。暮
らしやすい街、若者が暮らしやすい街
づくりが必要。

・少子高齢社会の中で伊達市らしい商
店街づくりは重要と考えている。
　今までのような均一的・画一的な商
店街づくりから、市内５つの商店街の
個性や特性を活かした商店街づくりを
官民一体となって取り組んでいきた
い。

4/5



番
号

主担
当課 指摘事項概要 担当課の所見

23 農政課

・新規就農者はＪＡなどに聞けば実際
にはもう少し多いと思う。

・ここの指標は「認定新規就農者数」
となっているので、新たに農業に従事
しただけでは該当しない。就農計画（5
年先まで）を市に提出し、審査会での
承認が必要となる。

24 農政課

・猪革の製品について、魅力的だと思
うが、どこで売っているかもわからな
いし、市内での周知度合いが低いの
で、もっとアピールすべき。また、ま
ちづくり伊達にサンプルを置こうかと
思って依頼したところ、サンプルはな
いと断られてしまった。

・平成27年度までは製品の開発を中心
に行ってきた。平成28年度より販売店
の数を8店舗に増、HPにもアップ、通信
販売も行っている。平成29年度はふる
さと納税の返礼品にも採用されてい
る。今後、各総合支所でも取り扱いで
きるよう検討している。

25
農林整
備課

・林業は、定着が難しい。市民にも、
伊達市産の木材を使うことの必要性を
啓発する必要あり。
薪・ペレットストーブへの助成などで
きないか（県補助あり）。

・本市では平成２８年度に林業の専門
家で構成する伊達市林業活化検討委員
会を設置した。
　この報告書では、川上から川下にわ
たる現状と課題を適正に把握したうえ
で、林業の採算性の向上木材加工・流
通の効率化、新たな木材製品の開発、
木質バイオマスエネルギー等の利用を
促進していく必要性があるとされた。
　本市としては、この報告書を踏ま
え、喫緊の課題である川上の部分につ
いて、山村地域における就業機会の取
り組みと、地域経済発展のため、市主
導による認定林業事業体の要件を満た
す法人を設立することとした。
　更に、子供の頃から木に接すること
で、人と木や森の関わりを主体的に考
えられる心のはぐくむことを目的に
「木育体験活動」に取り組むことし
た。
　指摘事項の「薪・ペレットストーブ
への補助」についても、取り組むべき
事項と認識しているので、平成３０年
度から、情報収集を行い、検討してい
きたい。
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