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平成 22年度 伊達市行政経営方針（概要） 

 

Ⅰ 方針策定の目的  

地方行財政を取り巻く環境は一段と厳しさを増しており、本市の財政は、合併以降、旧町からの継続事

業による投資的経費の増加や単独事業の全市域への拡大等により、平成23年度には財源不足が生じ、平成

27年度には財政調整基金が底をついてしまうという極めて厳しい状況となっている。 

本市においては、この間、第１次総合計画と連動した行政評価を導入し、計画と予算と評価の経営サイ

クルの確立に努めてきた。合併５周年を迎える平成22年度は、一層の改革・改善を推し進め「草創期」か

ら「成長期」への転換を果たし、合併の効果が実感できる伊達市を築く年である。 

また、これまでの取り組みの成果と今後の課題を明らかにし、目指すべき将来像の実現に向けて更なる

飛躍を遂げる年次である。 

以上の認識のもと、行政経営の基本方針と取り組みの方向を示し、行政運営の指針とする。 

 

Ⅱ 平成 22年度の行政経営方針  

１．行政評価制度を活用した行政経営の推進 

効果的で効率的な行政経営を行うため、行政評価結果に基づき、総合計画に定められた施策目的・目標

の達成に必要な事務事業を選定し、限られた財源の有効活用を図る。 

（１）選択と集中による事務事業の重点化 

（２）予算から決算への連動 

（３）行財政改革の推進 

 

２．施策目標を達成する組織 

総合計画に基づく施策目標を達成するため、簡素で効果的・効率的な自治体経営を基本とした組織編成

のもと、効率的な人事配置を行い、施策課題に対し組織的に対応する組織機構の実現を図る。 

（１）総合計画を推進する組織編成 

（２）職員の能力と意欲の向上を図る人事管理 

 

３．市民協働の推進 

まちづくりの課題を市民と行政が協働して対処できる仕組みの構築に向けて、アカウンタビリティの徹

底を図るとともに、日常生活の拠点となるプラットホーム形成を進め、自立した市民自治の実現を目指す。 

（１）事務事業の進め方の見直し 

（２）「支え合うしくみ」づくりの形成 

資料４ 
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Ⅲ 重点施策と施策の取り組み方針  

平成22年度において、38施策のうち本市が特に重要と位置づける13施策を「重点施策」と定め、施策ご

との取り組み方針を示し、これに基づいた事務事業の運営を行うこととする。 

１．平成22年度市政の重点施策 

政    策 施策 NO. 施  策  名 掲載ページ 

１．地域の魅力を育み、個性かが

やくまちづくり 

１－２ 市民主体によるまちづくりの推進 ８ 

２－２ 高齢者福祉の充実 ９ 

２－４ 子育て支援の充実 10 

２－５ 健康づくりの推進と地域医療の充実 10 

２．安心して暮らせるまちづくり 

２－６ 消防・防災体制の充実 11 

３．豊かな心を育むまちづくり ３－３ 学校教育の充実 13 

４．活力みなぎるまちづくり ４－４ 地域経済の活性化と雇用の創出 16 

５－１ 道路ネットワークの充実 17 ５．快適で便利なまちづくり 

５－３ 高度情報通信基盤の整備 17 

６．自然と共生するまちづくり ６－４ 環境意識の普及・共有化の促進 20 

７－２ 市民協働による行政運営 22 

７－３ 効果的・効率的な自治体経営 22 

７．協働の自立したまちづくり 

７－４ 健全な財政の確保 23 

 

Ⅳ 各総合支所の取り組み方針  

各総合支所が地域ごとの課題に対し、平成22年度において特に重点的に取り組む方針を示し、これに基

づいた事務事業の運営を行うこととする。 
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平成22年度 伊達市行政経営方針 

 

Ⅰ 方針策定の目的  

本市は、平成 18 年１月の合併以来、「伊達 織りなす未来 ひとつの心」をまちづくりの将来像に掲げ、

「人と人 地域と地域が結び合い 協働するまち」を市政の基本理念としてまちづくりを展開してきた。 

しかし、米国のサブプライムローンの破綻問題に始まる金融危機は、我が国の経済にも大きな影響をもたら

し、地方行財政を取り巻く環境は一段と厳しさを増しており、社会の変化に対応しながら将来に負担を残さな

い安定した行政経営を行うことが強く求められている。 

このような中、今年８月の総選挙において政権が交代し、行政刷新会議による事業仕分けなど、新たな国政

が動き出している。新政権が掲げる「地域主権」に向けた動きや今後想定される様々な政策変更・システム転

換を注視し、変化に柔軟かつ的確に対応することが必要である。 

本市の財政は、合併以降、旧町からの継続事業による投資的経費の増加や単独事業の全市域への拡大等によ

り、財政調整基金を年々減少させてきたが、平成21年度末には相当程度回復できる見込みとなった。しかし、

平成21年11月に試算した財政収支見通しでは、平成23年度には財源不足が生じ、平成27年度には財政調整

基金が底をついてしまうという極めて厳しい状況となっている。 

本市においては、この間、第１次総合計画と連動した行政評価を導入し、計画と予算と評価の経営サイクル

の確立に努めてきた。合併５周年を迎える平成 22 年度は、この質を更に向上させてより確実なものとし、一

層の改革・改善を推し進める年であり、合併後の混沌とした「草創期」から、市民の一体感の醸成を更に高め

て「成長期」への転換を果たし、合併の効果が実感できる伊達市を築く年である。また、平成 23 年度からの

後期基本計画の見直しに向け準備を進めるとともに、これまでの取り組みの成果と今後の課題を明らかにし、

目指すべき将来像の実現に向けて更なる飛躍を遂げる年次である。 

以上の認識のもと、行政経営の基本方針と取り組みの方向、総合計画に定めた 38 施策の取り組み方針を示

し、行政運営の指針とするものである。 

 

Ⅱ 平成22年度の行政経営方針  

１．行政評価制度を活用した行政経営の推進 

効果的で効率的な行政経営を行うため、行政評価結果に基づき、総合計画に定められた施策目的・目標の達

成に必要な事務事業を選定し、限られた財源の有効活用を図る。 

当初予算の編成においては、費用対効果の意識を徹底し、事業の評価結果や優先度を踏まえた事務事業の見
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直しを進め、市民生活の安定、地域の活力維持に最大限配慮した事業構築に努めながら、歳入に見合った歳出

構造の確立を図り、安定した財政構造を築き上げていくこととする。 

（１）選択と集中による事務事業の重点化 

これまでの市政においては、市民ニーズへの対応に努め「市民満足度」の向上を目指してきた。しか

し、財政環境が一段と厳しくなり、限られた財源の中で市民が納得する行政サービスを提供するために

は、「あれもこれも」から「あれかこれか」を選択することが重要となる。 

そのため、行政評価の結果を活用しアカウンタビリティ（説明の義務と責任）の徹底を果たしながら、

基本計画に定めた施策の目的を達成するために必要な事務事業を選択することで、「市民満足度」に加

え、市民の「納得」と「理解」を得ることを重視した取り組みを行う。具体的には、施策の優先付けを

実施し、今後重点的に行う施策の選定や次年度の取り組み方針の策定に活かしていく。 

また、個々の事務事業については、評価結果に基づく改革・改善を行い、成果向上を図るとともに、

所期の目的を達成した事務事業の廃止・休止と類似した目的を持つ事務事業の整理統合を行う。 

（２）予算から決算への連動 

平成21年度から、これまでの「査定方式」から行政評価と連動した「施策枠配分方式」による予算編

成を実施しており、平成 22 年度予算においても、事務事業の検証、各施策の評価及び優先度を見極め、

評価結果を予算へ反映させるPLAN-DO-SEE（計画－実行－検証）の取り組みを継続する。 

また、平成22年度では、施策枠配分方式を採用して初めての決算報告となることから、行政評価の観

点を取り入れた決算認定となるよう、年度当初から準備を進めて、評価から予算、予算から決算へ連動

させ、施策及び事務事業それぞれの成果を財政面から評価する取り組みを行う。 

（３）行財政改革の推進 

行財政改革を推進するため、平成 19 年度から平成 23 年度までの改革期間における具体的な取り組み

や実施時期を示した行財政改革実施計画の着実な推進に努める。 

なお、行財政改革の実効性をより高めるため、総合計画実施計画と予算、行財政改革実施計画の単位

の統合を図ることにより、事務事業評価と連動させた進捗管理を行い、目標効果額を次年度の予算編成

に反映させる取り組みを行う。 

 

２．施策目標を達成する組織 

総合計画に基づく施策目標を達成するため、簡素で効果的・効率的な自治体経営を基本とした組織編成のも

と、効率的な人事配置を行うとともに、「報」・「連」・「相」の徹底による情報の共有化など職員の能力と



 - 5 -

意欲の向上を図る取り組みにより、施策課題に対し組織的に対応する組織機構の実現を図る。 

（１）総合計画を推進する組織編成 

地方分権による事務事業の増加、定員適正化計画による職員数の減少、市民ニーズの多様化への対応

など、自治体経営を取り巻く環境は厳しい状況にある。これらの状況を踏まえ、総合計画に基づくまち

づくりの推進、きめ細かな公共サービスの向上を図るため、横断的な事務執行が可能な政策推進組織を

確立するとともに、効果的・効率的な行政経営を行うための組織を整備する必要がある。 

そのため、平成23年度の総合計画後期基本計画の見直しに併せ、各政策及び施策体系との連携を考慮

しながら、簡素で効果的・効率的な組織の改編統合に向けて準備を進める。 

（２）職員の能力と意欲の向上を図る人事管理 

① 人材育成基本方針に基づき、自己責任において柔軟かつ弾力的に対応できるよう、内部研修の充実

を図るとともに、県や他団体への派遣･実務研修を継続実施する。また、職場外研修を取り入れる。 

② 職責と成果が反映される人事管理システムの確立に向け、公平性･客観性を確保した能力評価と業績

評価を実施するため、人事評価システムの構築に取り組む。 

③ 職務職階の内容に基づく給与の検証を行い、引続き給与水準と給与費の適正化を図る。 

④ 人事配置については、自己申告制度の充実、女性職員のポスト職への積極的な登用など、職員の能

力や適正、意欲などを向上させる取り組みや人事配置を行い、組織全体の質の向上を図る。 

⑤ 職員定員の適正化については、「定員適正化計画」に基づき着実な推進を図る。 

 

３．市民協働の推進 

少子高齢社会の到来、地域社会を取り巻く環境の変化により市民ニーズが多様化して公共領域が拡大する中、

これからの行政経営においては、国からの財源配分の大幅削減や本格的な地域主権時代を迎え、財源不足の恒

常化、職員数の漸減によって、公共領域で展開されるサービス及びまちづくりを行政のみが担い続けることは

質的にも量的にも限界がある。 

そのため、まちづくりの課題を市民と行政が協働して対処できる仕組みの構築に向けて、アカウンタビリテ

ィの徹底を図るとともに、原則的に 22 の小学校区のコミュニティを単位に日常生活の拠点となるプラットホ

ーム形成を進めて、自立した市民自治の実現を目指す。 

（１）事務事業の進め方の見直し 

各課等で実施している事務事業について、質の高い行政サービスを展開し市民の「納得」と「理解」

を得ていくためには、事業目的・活動内容から、市民と協働して行うことで、より成果向上が期待でき
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るものについては、事務事業ごとに現在の進め方や活動主体の関わり方について検証し、見直しを行う

必要がある。 

そのため、全庁的に市民の参画・協働が望ましい事務事業の調査を行い、協働が可能なものについて

は事務事業の進め方の協議を通して、協働の視点に立った事務事業の展開を図る。 

（２）「支え合うしくみ」づくりの形成 

地域社会は人口減少時代を迎え、これまでの「モノ」の豊かさを優先した考え方から、精神的・文化

的な豊かさを求める考え方に移行しつつある。 

そこで、市民の 1 次生活圏である町内会・自治会などにおいて、持続性のある地域社会を形成してい

くための「支え合うしくみ」づくりに資する話し合いを段階的・継続的に開催する。 

 



 - 7 -

Ⅲ 重点施策と施策の取り組み方針  

総合計画基本計画に掲げられた38 施策のうち、平成22 年度において、本市が特に重要と位置づける13 施

策を「重点施策」と定め、施策ごとの取り組み方針は以下に示すとおりとし、これに基づいた事務事業の運営

を行うこととする。 

１．平成22年度市政の重点施策 

政    策 施策NO. 施  策  名 

１．地域の魅力を育み、個性か

がやくまちづくり 

１－２ 市民主体によるまちづくりの推進 

２－２ 高齢者福祉の充実 

２－４ 子育て支援の充実 

２－５ 健康づくりの推進と地域医療の充実 

２．安心して暮らせるまちづく 

り 

２－６ 消防・防災体制の充実 

３．豊かな心を育むまちづくり ３－３ 学校教育の充実 

４．活力みなぎるまちづくり ４－４ 地域経済の活性化と雇用の創出 

５－１ 道路ネットワークの充実 ５．快適で便利なまちづくり 

５－３ 高度情報通信基盤の整備 

６．自然と共生するまちづくり ６－４ 環境意識の普及・共有化の促進 

７－２ 市民協働による行政運営 

７－３ 効果的・効率的な自治体経営 

７．協働の自立したまちづくり 

７－４ 健全な財政の確保 

 

２．各施策の取り組み方針 

 政策１．地域の魅力を育み、個性かがやくまちづくり 

施策名 取り組み方針 各課の主要事業 

１．地域のまちづくりの継承

と発展 

①地域のプラットホーム形成に向けて、形成主体の育成

と地域づくりリーダーの養成を行う。 

②地域づくり活動を継続・継承するため、地域づくり関

係補助金のあり方及び交付方法の見直しを検討する。 

③21年度に引き続き、地域づくり支援事業交付金制度の

○地域づくり支援事業交

付金事業 

○生き活き集落づくり事

業 
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広報と地域の特色ある活動に関する情報を積極的に

発信する。 

④地域づくり支援内容及び成果内容を市民が共有でき

る機会及び仕組みをつくる。 

２．市民主体によるまちづく

りの推進 

①職員の市民協働マインドの向上を図るため、講座・講

演会・事例紹介などの研修を行う。 

②市民の主体的取り組みの事例交流を行うとともに、先

進事例実践者を招聘しての「生の声」による講演会を

通して地域づくりの気運を高める。 

③地域内分権の担い手育成を念頭に、地域住民と懇談す

る。 

④市民活動支援センター設置検討委員会の提言を受け、

開設・運営の準備委員会を設置して、23年の本格稼動

を目指す。 

⑤小規模「懇談会」を通して、町内会などの地域自治組

織に「規約」を整備し、主体的に「支えあう仕組み」

づくりの条件整備を支援する。 

○地域審議会運営事業 

○市民活動支援センター

事業 

○だて婚活支援事業 

３．市域の一体性を高めるま

ちづくりの推進 

①旧町毎に的を絞り、地域のイベントを市を代表するイ

ベントとして盛り上げる。 

②各地域で開催されているイベント等の情報を積極的

に発信する。 

③総合支所職員間及び本庁間の更なる連携を図る。 

④各種団体の一本化については、団体の意思を尊重しな

がら、気運の醸成に努める。 

○地域づくり支援事業交

付金事業 

 

 政策２．安心して暮らせるまちづくり 

施策名 取り組み方針 各課の主要事業 

１．みんなで支え合う地域福

祉の推進 

①誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、必要

な福祉サービスの充実により市民生活の安定を推進

○災害時要援護者対策事

業 

○ボランティア活動支援

事業 
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するとともに、市民が抱える生活不安に関する相談に

対し、身近な地域において対応できる相談・支援体制

の充実を図る。 

②地域の助け合いや福祉活動を展開するため、福祉機関

や地域福祉団体等と連携し、福祉ネットワークの構築

を図るとともに地域福祉拠点の整備を検討する。 

③福祉に関わるボランティア活動の推進と地域福祉を

担う人材の育成を図るとともに、ボランティア団体、

地域福祉団体、ＮＰＯなどの育成と活動支援を推進

し、市民参加による地域福祉活動を展開する。 

○地域福祉活動支援事業

○社会福祉協議会支援事

業 

２．高齢者福祉の充実 

 

①高齢者の心身の健康保持と生活の安定のため必要な

援助を行うとともに、各地域包括支援センターにおけ

る総合相談体制を充実して、保健・医療の向上と福祉

の増進を図る。 

②高齢者が住み慣れた家庭や地域で自立した生活が送

れるよう、ホームヘルプサービスやデイサービスなど

の介護サービスの充実と､要介護状態にならないよ

う、また重度化しないよう介護予防事業の充実を図

る。 

③高齢者が生きがいを持って生活が出来るよう、老人ク

ラブなど自主的な活動を支援するとともに、引きこも

り等を予防するための地域サロン事業の拡充など、高

齢者の社会参加と外出支援を推進する。 

④一人暮らし、二人暮らし高齢者世帯が増加しているこ

とから、高齢者が安心して生活が出来るよう、安否確

認と日常生活支援事業の充実を図る。 

○介護予防事業 

○高齢者自立支援事業 

○高齢者配食サービス事

業 

３．障がい者福祉の充実 

 

①障がい者が日常生活を快適に過ごせるよう、障がい者

の視点に立った支援の充実を図る。 

②勤労意欲と勤労能力のある障がい者が就労できるよ

○在宅重度障害者対策事

業 

○地域生活支援事業 
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う、協力企業の開拓を推進するとともに、就労サポー

トの充実を図る。 

③障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、

グループホーム等の生活基盤の整備を検討するとと

もに、福祉団体や関係機関等との連携を強化し、障が

い者を地域で共に支えあう環境づくりを推進する。 

４．子育て支援の充実 

 

 

①認定子ども園については、保育園の待機児童解消策と

幼稚園の３年保育化、老朽施設解消のため「認定子ど

も園設置基本計画」にそって公設も含めて設置を検討

する。 

臨時的緊急対策として待機児童解消のため保育園の

分園設置を検討するとともに、実施可能な幼稚園の 3

年保育を行う。 

②子育て世帯への支援策として、小学生の医療費助成事

業を実施する。 

③児童館運営については、霊山児童館の運営をモデルと

して、梁川児童館の効果的な運営を図る。 放課後子

どもプラン事業については課題もあることから、当面

児童クラブの拡充をはかり待機児童の解消を図る。 

○認定こども園推進事業

○認定こども園事業者支

援事業 

○地域子育て支援事業 

○待機児童解消緊急対策

事業 

○保育園分園推進事業 

○小学生医療費助成事業

○児童館運営事業 

○放課後子どもプラン事

業 

○放課後児童健全育成事

業 

５．健康づくりの推進と地域

医療の充実 

 

①特定健診・特定保健指導やがん検診の重要性（早期発

見、早期治療）を市民へ周知し、受診率の向上に努め

る。検診結果から事後指導や健康教育などを実施し早

期治療につなげ健康寿命を延ばす。 

②市民の健康づくりを推進するため、健康運動教室を実

施するとともに健康や食生活に関する指導と相談体

制の充実を図る。また社会教育、社会体育関係機関と

連携し習慣的に運動をしている市民の増加を目指す。 

③地域医療の充実を図るため、課題となっている救急医

療体制について関係市町、医療機関、県と協議し救急

○がん検診事業 

○妊婦健康診査事業 

○健康運動教室事業 

○乳幼児育成指導事業

（のびのび教室） 

○地域救急医療体制整備

事業 

○肺炎球菌ワクチン予防

接種事業 

○日本脳炎予防接種事業
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病院群の輪番制を構築する。梁川病院については、「廃

止はやむを得ない。」と提言されていることから、国

における介護療養病床の動向を注視し、患者の状況を

見守りながら、廃止の時期、形態、条件等を調整検討

する。 

④新型インフルエンザ対策は、今後、ウィルスが強毒性

に変化することも想定しながら、感染拡大の防止に向

け、市民に対する広報や予防対策に取り組む。高齢者

に対しては、肺炎予防に効果のある肺炎球菌ワクチン

の接種を行う。 

６．消防・防災体制の充実 

 

①危険区域の情報や自主防災の必要性等を地域住民に

周知し、防災意識の一層の啓発を行うとともに、自主

防災組織の育成、支援を図る。 

②高齢者等の災害時要援護者の避難体制を構築する。 

③各地域の実状に応じた消防団員の定数、組織体制を整

備し、地域消防力の強化に取り組むとともに、日中の

消防団員の不足を補うため、地域の消防団経験者等の

組織化を検討する。 

④消防防災施設の整備、充実、特に、消防屯所、消防ポ

ンプ車・可搬ポンプの更新、防火水槽の整備を実施す

る。また、消火栓の設置については、水道事業と連携

して設置を促進する。 

○自主防災組織育成強化

事業 

○消防防災施設整備事業

 

７．交通安全対策の推進 

 

 

①高齢者に対する定期的な交通教室の開催、免許証返納

助成及び音声による安全運転装置設置補助制度を検

討する。 

②児童・生徒に対する交通安全教室を強化する。 

③交通安全施設の整備、通学路の歩道整備、危険箇所改

善等を促進する。 

④警察署、交通安全協会等の関係団体と連携を図り、事

○高齢者交通事故防止対

策事業 

○交通安全施設整備事業
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故防止に努める。  

８．防犯対策の推進 

 

 

①防犯灯の整備を促進するとともに、一戸一灯運動を推

進する。 

②防犯団体、市、市民、警察が一体となった防犯活動を

推進する。 

③消費者被害をなくすため、相談窓口の充実を図り、情

報の提供と被害救済に取り組む。 

○防犯灯整備事業 

○消費者行政推進支援事

業 

 

 政策３．豊かな心を育むまちづくり 

施策名 取り組み方針 各課の主要事業 

１．生涯学習の機会と場の提

供 

①地域に根ざした中央公民館事業を推進するため、人材

バンクの充実と利活用、指導員等のスキルアップを図

る。 

②市民自らの“まなび”を支援するため、関係機関と連

携し生涯学習事業の充実を図る。 

③社会教育施設の計画的な改修工事と台帳整備を推進

する。また、地域の施設の利用運営方法を研究する。 

④市立図書館の充実を推進するため、ネットワークなど

の利便性の向上と、読み聞かせなど図書事業の充実を

図る。また、図書館の管理運営（指定管理者制度）を

研究する。 

○公民館事業 

○人材バンク運営事業 

○社会教育指導員配置事

業 

○公民館管理事業 

○図書館運営事業 

○図書館システム運用事

業 

 

２．家庭と地域における人づ

くりの推進 

①地域に根ざした活動を支援し、世代間の交流を促進す

る。 

②関係機関と連携し、家庭教育支援事業を推進する。 

③青少年が参加しやすい事業を実施し、将来の地域活動

指導者やボランティアを養成する。 

④地域青少年育成組織の自主的な活動を支援するため、

地域活動の実態調査、先進的事例紹介に取り組む。 

また、学校・ＰＴＡなどと調整を図り、事業の円滑な

○公民館事業 

○家庭教育支援事業 

○伊達市青少年育成市民

会議運営事業 
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推進を図る。 

３．学校教育の充実 

 

①教育行政の方向性を明確にするため、伊達市教育振興

基本計画を策定する。 

②児童・生徒の学力向上、体力向上を図るとともに、自

立心、社会性、人間性、職業観を育成する。 

③小学校の適正配置について、総合的な検討を進める。 

④学校施設等の整備を計画的に進めるとともに、老朽化

が進んでいる学校給食センターの改築及び運営方法

の調査に着手する。 

○教育委員会運営事業 

○基礎学力向上推進支援

事業 

○通学合宿体験事業 

○福祉施設ボランティア

事業 

○職場体験事業 

○特別支援介助員配置事

業 

○スクールカウンセラー

配置事業 

○公立学校適正規模配置

事業 

○学校教育施設改築事業

４．文化財の保護と伝統文化

の継承 

①国登録有形民俗文化財（養蚕関係用具）を有効活用す

る。 

②指定史跡・文化財を市民に周知し、触れ合いを促進す

る。 

③関係団体と連携し、無形民俗文化財の後継者育成と伝

承活動を支援する。 

④埋蔵文化財等の遺跡調査を推進する。 

 

○文化財保存管理事業 

○民俗芸能・伝統技術の

保存事業 

○埋蔵文化財保護事業 

５．芸術文化、生活文化の振 

興 

①文化施設の企画を充実するとともに、芸術・生活文化

に関する情報と場の提供を図り、市民の芸術・文化活

動を推進する。 

②地域の文化振興を図るため、各種団体や個人の芸術・

文化活動に対する支援を強化する。 

③文化施設の安心・安全な整備を図る。 

○文化振興事業 

○文化施設管理運営事業

６．スポーツ・レクリエーシ

ョンの振興 

①生涯スポーツ社会の実現と一人１スポーツ実践を目

指し、総合型地域スポーツクラブの設立を支援する。 

②スポーツ団体等と連携を図り、市民と一体となった社

会体育の充実を図る。 

③スポーツ・レクリエーション教室を充実し、市民の健

康増進を図る。 

○スポーツ団体指導事業

○体育指導員によるスポ

ーツ指導事業 

○体育施設管理事業 
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④スポーツ少年団指導者の育成を図る。 

⑤社会体育施設の計画的な改修工事と台帳整備を推進

する。また、施設の利用運営方法を調査研究する。 

７．地域間交流と国際交流の

推進 

①物産展などによる地域間交流事業を単なる地域経

済・観光の振興に限定せず、交流の資源である伊達市

の人、モノ、情報をトータルに組み合わせた事業にす

るため、関係部署との連携を図りながら内容の充実を

図る。 

②つきだて花工房をはじめとする交流拠点施設の設置

目的に対応した事業展開を図り「地域間交流」を促進

する。また、施策展開において民間施設との連携を模

索する。 

③市民レベルでの国際交流事業が継続・拡大されるよう

支援する。 

④伊達市国際交流協会の設立と自立を支援するととも

に、「まちづくり・地域づくり」に寄与する事業を支

援する。 

○国際交流事業「少年の

翼」 

○国際交流事業（保原町

国際交流協会支援事

業） 

 政策４．活力みなぎるまちづくり 

施策名 取り組み方針 各課の主要事業 

１．農林業生産基盤の整備 

 

①農林業の振興と経営安定のため、老朽ため池整備、か

んがい排水路整備、農林道整備及び小規模維持修繕等

により施設整備を図るとともに、中山間地の多面的な

機能を維持するため森林の保全に努める。 

②農用地の確保と有効利用を図るため、遊休農地の発生

を防止するとともに、耕作放棄地の解消を図るため農

地の利用集積促進や景観形成作物等の導入を検討す

る。 

③地域の共同活動と先進的な営農活動を支援するため、

農地・水・環境保全向上対策や中山間地域等における

○県営ため池・農地保全

整備事業 

○農道整備事業 

○森林病害虫等防除事業

○遊休農地再生事業 

○農地・水・環境保全向

上対策支援事業 

○中山間地域等直接支払

制度事業 
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条件の不利を補正するための直接支払交付金の推

進・支援を図る。 

２．農林業の生産振興と担い

手の育成・支援 

①本市の主要農産物「もも、ぶどう等の果樹」・「いち

ご、きゅうり、にら、アスパラ等の野菜」の生産振興

と作物の高付加価値などの伊達市ブランド戦略を推

進し、新たな販路拡大や地元農産物の消費拡大を図る

ため、各種振興事業に取り組む。 

また、県くだもの消費拡大事業等に参画し、伊達市

産果物のイメージアップを図る。 

②担い手の育成と確保を図るため、認定農業者会及び担

い手育成総合支援協議会への支援を継続し、新規就農

者の確保に努める。 

③農産物の安定した生産と耕作放棄地拡大防止のため、

有害鳥獣の総合的な対策を行う。 

④地産地消対策や農商工連携の取り組みを強化する。 

⑤食料自給率向上のための環境整備を図るために、各種

事業に取り組む。 

⑥関係機関と連携し、地域に即した営農類型や伊達市の

地域特性に密着した作物振興と作付拡大等を図る。 

○「果物王国・野菜王国」

宣言 伊達ブランド化

事業 

○農業就農支援事業 

○担い手育成総合支援事

業 

○鳥獣対策事業 

○食料自給率向上対策事

業（米戸別所得補償モ

デル事業の推進・水田

利活用自給力向上事業

の推進） 

 

３．魅力ある商業の振興 

 

①市内の空き店舗を活用して新たな事業を展開しよう

とする者に対し、助成制度を創設し支援する。 

②伊達市が直面している高齢化社会を見据えながら、そ

れぞれの地域の特性を活かした中心市街地を形成す

るため、５地域それぞれにおいて総合支所、関係部署、

さらには関係機関団体と連携し新たな活性化策を検

討する。 

③市内５つの地域にある商店街の衰退に歯止めをかけ

るため、商工会をはじめとする関係機関と連携を強化

し、その活動を支援するとともに、後継者育成・経営

○商工会運営支援事業 

○中心市街地活性化コミ

ュニティ活動事業 
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指導、融資制度の充実に努めるなど、商工業事業者へ

の支援を継続する。 

④商工会の合併について早期の統合を指導する。 

４．地域経済の活性化と雇用

の創出 

①地域産業活性化のため、関係する団体等への支援、中

小企業向け制度資金等による企業活動の支援を行う。 

②ニット産業について、JAPAN ブランド事業の成果を検

証し、ロシア等との取引に向けて新会社が立上げられ

る予定となっている。市としては、事業目的達成のた

め支援を検討する。 

③地域産業を活用しながら、産学官連携や産業間連携な

ど内発型の産業を積極的に創出・育成する。 

④土地利用計画により保原工業団地の南側に工業(専

用)地域の拡張を検討していることから、新工業団地

の区割りや、将来像・青写真を作成し、積極的な企業

誘致を展開する。さらに、進出を希望する企業の内容

により、優遇措置を個別具体的に検討する。 

⑤雇用対策として、就職面接会やスキルアップ講座を開

催する。また、県・市の基金を活用した新たな雇用の

創出を図るとともに、地域職業相談室の利便性の向上

を図る。 

○地域産業連携事業 

○企業誘致方針策定事業

○企業誘致推進事業 

○雇用対策推進事業 

○緊急雇用創出事業 

○求職者スキルアップ支

援事業 

５．地域資源を活かした観光

の振興 

①地域資源である「霊山の歴史」「伊達氏の歴史」「新

鮮な農産物」を活用した「体験型」旅行商品の開発を

行うとともに、来訪者のための受け皿整備を図る。 

②４市(福島・相馬・二本松・伊達)や伊達地域の広域連

携による観光商品の開発を図る。 

③関係する部署と総合支所で観光戦略会議(仮称)を設

置し、それぞれの地域における観光戦略について協議

立案する。また、これらの協議内容を持ち寄り、市全

体の観光戦略を立案し、新たな観光商品の開発、誘客、

○観光商品開発事業 

○福島・相馬・二本松・

伊達市観光圏整備事業
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特産品開発に結びつける。 

④伊達市観光物産協会に対し経済的・人的支援を行う。 

⑤「案内板が少なく、目的地まで不案内」という来訪者

の声に対処するため、観光案内板等を設置し、来訪者

の利便性の向上を図る。 

 

 政策５．快適で便利なまちづくり 

施策名 取り組み方針 各課の主要事業 

１．道路ネットワークの充実 ①国・県道路関係事業の一層の事業進捗のため要望活動

を行うとともに、事業執行に係る市側の協力体制の整

備拡充を図る。（国道115号霊山道路など） 

②効率的な道路整備を図るため、路線の選定や整備手法

を検討するとともに、国費等整備財源の確保に努め

る。（３路線から５路線へ要望拡大） 

③従来からのストック分に加え、広範囲・多岐にわたっ

て見込まれる維持管理を効率的で適切に行い、市民の

安全・安心を確保する。（橋梁の点検調査、道路等の

除草など） 

④市としての道路整備方針を策定する。 

○市道整備事業 

○橋梁維持管理事業 

○支所管内道路等地域基

盤整備事業 

２．暮らしの利便性を高める

公共交通の充実 

①地域公共交通総合連携計画に基づき、市内全域でのデ

マンドタクシーの運行と路線バスの再編に取り組む。

また、デマンドタクシーの運行形態・利用料金につい

て、全市的な視点で見直しを進め、医療機関で実施し

ている無料送迎サービス等との連携について調査・研

究を進める。 

②鉄道利用者の利便性向上のため、鉄道事業者に対し

て、運行体制と施設の充実を要請する。 

○伊達市地域公共交通活

性化協議会参画事業 

○新多目的交通システム

事業 

３．高度情報通信基盤の整備 ①地域情報通信基盤整備推進事業により整備する光ケ

ーブルを民間の通信事業者に貸し出すことにより、高

○地域情報化計画策定事

業 

○地域情報通信基盤整

備・管理事業 
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速インターネットサービスエリアを市内全域に拡大

する。また、光ケーブルを有効に活用して、行政サー

ビスの向上を図るため、提供するサービスの拡充と普

及に努める。 

②月舘地域に残る携帯電話不感地域の解消を図るため、

通信事業者に早期の整備を要望する。 

③２０１１年７月の地上デジタル放送完全移行に伴う

対応が求められることから、国（放送受信相談センタ

ー）に対し、難視聴対策に関する情報の積極的な提供

を要請するとともに、民間放送事業者が行う小規模中

継局の設備更新を支援する。 

○保原富沢デジタルテレ

ビ中継局建設補助事業

４．快適な居住環境の形成 ①道路等を含む都市施設の計画的な整備により、快適に

暮らせる居住環境の実現を図る。 

②「伊達市耐震改修促進計画」により、民間木造住宅及

び公共建築物等を対象に耐震化を進める。 

③高齢社会への対応と安全性や快適性の向上を図るた

め、「すべての人にやさしいユニバーサルデザイン」

による市有施設の整備・改修を進める。 

④高齢者や障害者住宅等のバリアフリー化など快適性

の向上を図るため、市民を対象としたリフォーム等の

指導や相談会等を実施する。 

⑤民間活力を導入した若い世代や高齢者向け賃貸住宅

の供給及び特賃住宅の空屋対策としての一般住宅化

等について、関係施策等と連携のもとに推進する。 

⑥市営住宅の適正管理に努めるとともに、管理コストの

軽減化について管理委託を含めた検討を進める。ま

た、悪質な家賃等滞納者を対象とした市営住宅明渡し

訴訟を実施する。 

○市営住宅維持管理事業

○高齢者等賃貸住宅整備

調査事業 

○特賃住宅空屋対策事業

○地域住宅交付金事業 

５．暮らしを支える上下水道 ①財政の健全化を図りながら、水道未普及地域解消事業 ○水道事業変更認可申請

策定事業 
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の整備 を実施し、生活用水の確保を図る。 

  (白根地区においては、白根小学校付近で平成２４

年度給水開始を目指し、山舟生地区においては、山舟

生小学校付近で平成２５年度給水開始を目指して、事

業を実施する。)                 

②石綿セメント管更新事業を実施し、耐震性の向上を図

り、安定供給を目指す。              

③平成25年度の水道料金統一を目指し、第二期(平成22

年度～平成24年度)の市の水道料金の改定を行う。 

④公共下水道整備事業は、平成21年度～23年度の認可

された区域の年次計画について、一部見直しを検討し

ながら事業を実施する。 

⑤公共下水道の接続率向上のため、早期接続の依頼と工

事業者との連携を強化する。 

⑥公共下水道計画区域外における合併浄化槽の普及促

進を図り生活排水による水質汚濁を防止する。 

○水道施設維持管理事業

○梁川地域水道第５次拡

張事業外国庫補助３事

業 

○公共下水道整備事業 

○浄化槽設置支援事業 

６．総合的・計画的な土地利

用の推進 

①土地利用に関する諸計画に基づき、計画的な土地利用

がされていることを測定する新たな指標を定め、施策

の適正な進行管理に努める。 

②市街地の有効利用を促進するため、地籍調査事業を推

進する。また、山間部の調査については、県の動向を

見ながら、立会いの弾力化等、新たな調査方法の導入

に取り組む。 

○地籍調査事業 

○都市計画審議会運営事

業 

 

 

 政策６．自然と共生するまちづくり 

施策名 取り組み方針 各課の主要事業 

１．豊かな自然環境の保全 ①伊達市廃棄物不法投棄監視員を配置し、不法投棄防止

に努める。また、生活排水対策推進指導員を配置し、

生活排水による河川水質汚染防止に努めるとともに、

○森林環境税交付金支援

事業 

○不法投棄防止活動事業



 - 20 -

市内主要河川の水質調査を実施し、河川の水質状況を

把握をする。 

②森林保全の基本的な計画により、被害木調査、病害虫

防除、間伐等の整備促進を図る。また、施業の集約化

支援のための事業を実施する。 

③市内の小学生を対象に森林環境学習等の補助や緑の

少年団の支援・育成を行う。 

④希少野生動植物保護や県工事（県営事業）における環

境アドバイザーの指導・助言を受け、生態系保全に努

める。 

２．身近に親しまれる自然・

空間の創造 

①緑化推進委員会及び緑の少年団並びにボランティア

団体などを支援することにより、市民、事業者、行政

の協働による「緑のまちづくり」に取り組む体制を整

備する。 

②市民が安心して快適に利用できる憩いの場としての

公園になるよう公園施設の安全点検結果を踏まえて、

現状の不良な施設を修繕し適正な維持管理に努める。 

③災害時等の避難地や復旧・復興活動の拠点となる防災

公園のあり方を含めて、緑のマスタープランの策定を

進める。 

○保原総合公園維持管理

事業 

○やながわ希望の森公園

管理事業 

 

３．循環型社会の形成 

 

①ごみの発生抑制、再使用、再利用の啓発・普及を一層

進め、ごみを出さない生活行動や事業活動の促進を図

る。 

②事業系のごみの発生抑制、分別化、減量化を図るため

の啓発活動を進める。 

③家庭から排出されるごみの収集回数を 22 年度で全て

調整する。 

○ごみ減量化推進事業 

 

４．環境意識の普及・共有化

の促進 

①環境基本計画策定のため、市民会議、庁内調整会議を

開催する。市民向けの情報紙(環境だより)を作成し、 

○環境基本計画策定事業

○生活環境対策推進事業
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 市民に対する環境への意識高揚を図る。また、環境基

本計画の市民向けの概要版を作成し、周知を図る。 

②県や関係機関、警察と連携し、騒音や悪臭等の公害、

苦情の発生、あるいは、油流出事故等の防止に努め、

発生した場合は原因の究明に努める。 

 

 

 政策７．協働の自立したまちづくり 

施策名 取り組み方針 各課の主要事業 

１．開かれた行政の推進 

 

①必要とされる情報を市民に「わかりやすく」伝える、

「読んでもらえる」広報紙・ホームページ等の作成に

努める。 

②わかりやすい市政を目指し、平成21年度に引き続き、

事業にリンクさせて「市政だより」に記事を掲載する。

また、時代のニーズに沿った携帯版を含めたホームペ

ージの充実を図る。 

③市政をわかりやすく説明し、「市民の声」を市政に反

映させるために「伊達市経営についての説明会（仮

称）」を市内5地域で開催する。 

④地域課題についての「話し合いの場」形成につながる

小規模懇談会を開催する。 

⑤市民自らの企画による「市民対話集会」の活用を広報

紙等で促す。 

⑥ケーブルテレビが提供している情報サービスをイン

ターネットを介して市内全域に提供できるようにす

るための環境整備（22年度：市内全域ブロードバンド

化完了予定）を検討するとともに、ケーブルテレビの

今後の利活用について調査・研究を進める。 

⑦多様な広報媒体による情報公開を目指し、高度情報通

信基盤の整備について関係方面へ働きかける。 

○広報紙発行事業 

○ＨＰ運用事業 

○市長への手紙事業 

○市民懇談会事業 

○ケーブルテレビ施設維

持管理事業 

○ケーブルテレビ番組制

作放送事業 
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２．市民協働による行政運営 ①「協働のまちづくり指針」「協働マニュアル」の職員

向け説明会を行い、考え方及び方法の普及を図る。 

②「指針」パンフレットを作成し、市民会議との共同開

催を模索しながら、一般市民向け説明会を開催して

「協働マインド」の普及・高揚を図る。 

③地域づくりの羅針盤として伊達市協働によるまちづ

くりビジョンを作成する。 

④「市民協働公募提案型モデル事業」の充実・推進を図

るとともに、成果公開の機会をつくる。 

⑤公募市民が参画している会議・委員会に「原則公開」

を取り入れる。 

⑥多くの市民が市政に参画（会議等）できるよう行政運

営環境（会議時間等）の見直しを図る。 

⑦市民と協働によるまちづくりを推進するため、各種

「市民会議」のあり方を検討する。 

⑧市民が参画する協働のまちづくりを進めるために、市

民へ様々な市政参画の機会を提供し、担い手（団体等）

の発掘・育成を図っていく。 

⑨公益的な活動を行う地縁団体及び任意団体の自立と

自律の促進及び協働のパートナーとしての団体育成

のため、法人設立へ向けて助言支援を行う（社団法人、

NPO 法人）。また、その設立過程を通して市民との信

頼関係の更なる醸成を図る。 

○市民参画推進事業 

○公募提案型協働モデル

事業 

３．効果的・効率的な自治体

経営 

①総合計画の政策体系の見直しを図り、後期基本計画の

策定を進める。 

②行財政改革を推進するため、事務事業と組織の見直し

を図り、実施計画を着実に実行する。 

③行政評価の定着化を進め、効果的・効率的な行政経営

を行う。 

○合併５周年記念事業 

○行財政改革推進事業 

○行政評価システム運用

事業 

○職員研修及び能力開発

事業 
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④行政サービスの向上を図るため、職員研修を充実させ

人材の育成に努める。 

⑤市民の視点に立った、きめ細やかで利用しやすい窓口

サービスの向上に努める。 

４．健全な財政の確保 

 

①行政評価と連携・連動した歳入確保・歳出削減を引き

続き推進するとともに、施策別枠予算編成方式の定着

を図る。 

②合併特例債事業の規模については、21年度の方針を堅

持する。 

③教育施設整備基金及び公共施設維持修繕基金を、引き

続き計画的に積立てる。 

④財政シミュレーションの再試算を行い、市民・議会・

職員の共通認識の下で、長期見通しに立った健全な財

政運営に努める。 

⑤政権交代による地方財政制度の変更に的確に対応す

る（地方交付税、国庫補助金の一括交付金化、暫定税

率廃止、公共事業費削減、子ども手当創設など）。 

○予算編成事務事業 

○財産維持管理事務事業

５．男女共同参画社会の形成 ①男女共同参画プランにより、具体的な市民向け施策を

検討し実施する。 

②市民懇談会・各種会合等のあらゆる機会を利用して

「男女共同参画プラン」の説明を行う。 

③職員向け男女共同参画プランの説明会・学習会を開催

し、意識の高揚を図る。 

④平成21年度に引き続き、積極的な広報活動を行う。 

⑤「市民生活に関わることを決める」各種委員会の男女

構成比率50％を目指す「男女半々運動の風」を行政か

ら起こす。 

⑥管理職等への女性登用を推進する。 

○男女共同参画推進事業
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Ⅳ 各総合支所の取り組み方針  

各総合支所が地域ごとの課題に対し、平成 22 年度において特に重点的に取り組む方針は以下に示すとおり

とし、これに基づいた事務事業の運営を行うこととする。 

総合支所名 取り組み方針 各支所の主要事業 

伊達総合支所 ①地域自治組織の立ち上げ、組織の強化、地域課題の整理を進め

ることのできる環境づくりへ向けて、地域づくり交付金の活用

を図る。 

②伊達公民館の役割は、教育施設であり、集会施設でもある。人

口密集地に位置し、防災面でも重要な位置にあり、引き続き市

民の意見を取りまとめ、今後のあり方を検討する。各種事業に

ついても体系化し、市民要望を踏まえ見直しを進める。 

③ふるさと会館は、本格的な設備機能を持つ伊達市唯一のコンサ

ートホールである。今後も多くの市民が快適に利用できるよう

設備の充実と文化施設の役割である自主事業の開催を関係団体

等と連携して進め、運営面も引き続き検討を継続する。 

④総合支所の庁舎については、耐震性の問題が提起されているこ

とから、今後の整備の方向性について検討する。 

⑤地域内の既存の資源や歴史、人、自然、農業を結び付け、新た

な集客のきっかけとすべく、隣接する市町等及び関係団体と連

携し、市の玄関機能としての地域づくり構想を進める。 

⑥伊達地域の自主防災組織結成促進に向け、本庁と連携し、その

必要性について説明する機会を設ける。 

⑦高齢者の健康と生きがいづくりの拠点施設である伊達福祉セン

ターの大規模改修を新市建設計画の第 3 期（Ｈ24～Ｈ27）に予

定しているため、当面は緊急不可避なものに限定して施設修繕

を行う。 

○地域づくり交付金事業

○公民館施設管理及び事

業見直し事務 

○ふるさと会館施設運営

事業 

○庁舎改築計画検討事務

○伊達西部地域づくり構

想作成事務 

 

梁川総合支所 ①地域の人口減少、少子・高齢化を見据え、地域資源の発掘や地

域課題を掘り下げ、地区のコミニュテイの形成と地域づくりを

推進する「地区まちづくり計画」の策定を促す。また、これを

○地域づくり支援事業 

○梁川地区自主防災組織

支援事業 
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支援するため、職員の支援と公民館事業の連携、地域づくり支

援事業交付金を活用する。 

②自主防災組織の連携を強化するため、（仮）自主防災組織連絡

協議会の結成を促す。より実践的な訓練を実施するとともに、

地域内の防災マップの策定の支援や高齢者、ひとり暮らし等の

安否確認体制の確立を図る。また、必要な防災装備を確保する。 

保原総合支所 ①保原地域の５地区について、個々の特性や既存の団体の組織の

体制、活動状況等の情報を収集し、実態を調査する。 

②地域自治組織の立ち上げについて、モデル地区を選定する。 

③職員による地区担当制を取入れ課題解決の相談、助言等の支援

体制を整備する。 

④住民代表者による地域コミュニティ組織の設置等に関する協議

の場（説明会の開催）を設定する。 

○保原地域町内会活動支

援事業 

○安全安心な地域づくり

事業 

霊山総合支所 ①霊山地域の観光振興、経済活性化に向け、各団体等へ働きかけ、

情報の共有化、課題への取り組みなどを支援する。また、山間

地域での課題に対する取り組みを検討する。 

②生涯学習に関する事業を抜本的に見直し、公民館と地域の連携

による事業展開を図る。 

③（社）霊山こどもの村管理会が運営する施設について、経営改

善、運営形態の見直しを検討する。 

④子育て世帯が不安や負担を感じることなく、安心して子育てが

できるよう、地域性を考慮した事業を継続実施する。 

○地域づくり支援事 業

○霊山地域生涯学習事業

○霊山こどもの村管理・

施設整備事業 

○りょうぜん紅彩館運営

事業 

○霊山地域季節保育所開

設事業 

月舘総合支所 ①市民、地域、行政が一体となった協働による地域づくりを推進

するため、第三セクターの設立、地区懇談会の開催、地域づく

り懇話会の開催、グリーンツーリズム開発事業に取り組む。 

②一人暮らし高齢者への生活支援策として、健康相談、昼食会、

交流会、安否確認などを検討する。 

③笑顔であいさつの推進と、活気ある職場づくりを目指す。 

○つきだて花工房運営事

業 

○つきだてグリーン・ツ

ーリズム開発事業 

○月舘地域高齢者福祉事

業 

 


