
29 年 3 月 28 日

29 年 5 月 22 日

【施策の目的と取り組み・現状分析】
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【裏面へ】

表面

政　　　策 ５：自然と調和し快適で住みよいまちづくり 重点施策 施策主管課 作成日 平成

第２次総合計画 前期基本計画 ◆ 施策マネジメントシート 平成 28 年度の実績評価

基本事業
1：快適な住環境の形成
2：身近な公園緑地の充実
3：地域における情報通信の活用

施策の目的（最終目標）
は何ですか？

施策の対象（誰、何が） 市民、事業者、市外からの来訪者

施策の意図（どのようになることを
目指しますか）

各地域の特性を活かした良好な街並みの保全・形成、気軽に緑や水辺に親しめる場の提供、ＩＣＴ（情報通
信技術）の利活用等を総合的に展開することで、より多くの市民が伊達市に暮らす豊かさを実感できる。

施　　　策 5-3：快適で便利な居住空間の創出 該当 都市整備課 更新日 平成

「最終目標」を実現する
ために必要な「直近の目
標」は何ですか？

▼ 「最終目標」を実現するために必要なことは何ですか？（最終目標に向かって、今はどのようになることを目指すのか。【直近の目標】）
　　基本事業ごとに記入してください。

○市民が安心できる居住環境を目指すため、S56.5.31以前建築の民間木造住宅の耐震化診断や耐震改修の継続的な取り組みを実施する。
○良好で秩序ある優良な住宅団地（高子駅北地区）の整備を目指すため、業務代行者の確定と農振除外関係手続の申請に向け、庁内調整
や事業化検討パートナーとの協議を進め組合設立準備会への支援を行い、早期の事業着手を目指す。
○適切な空き家対策を推進するため、空き家の実態調査を行い、空き家の有効活用や適正管理・除却等の対策を図る。
○健幸づくりや地域づくりの向上を目指すため、「健幸都市」のモデル地区として霊山町掛田地区にポケットパーク等の整備を進める。
○市民が安心して快適に利用できる憩いの場を提供するため、保原総合公園の拡張整備を推進する。
○駅前の混雑解消と街の賑わいや活力創出に繋げるとともに交通結節点の強化を図るため伊達駅前整備を推進する。

　 成果指標の状況
　　※各欄の上段に目標値、下段に実績値を記入してください。 単位

25年度
（実績）

26年度
（実績）

27年度
（実績）

28年度
（実績）

29年度
（目標）

目標値
（30年度）

A
木造住宅耐震診断件数（累計） 件 98 108 115 122

B
木造住宅耐震化件数（累計） 件 5 8

（市が補助する耐震補強工事実施済件数（累計）） 1 3 6 8

D
保原総合公園利用者数 人

130

（市が行う耐震診断者派遣事業実施済件数（累計）） 90 101 110 118

13 17 21

（市民一人当たりの都市公園面積） 2.36 2.39 2.42 3.70

3.30 3.62 3.93市民一人当たりの都市公園面積 ㎡ 2.67 2.99

32,400 36,800 41,200 45,600 50,000

C

（総合公園の有料施設及び公園利用申請による利用者数） 28,000 45,000 47,900 49,300

E

G

F

施策の「対象」の現状は
どのように変化しました
か？

▼　現状把握に努めましたか。　把握した現状とその変化、市民や議会の声などを記入してください。

・昨年も熊本地震が発生しているなど、地震に対して木造住宅が倒壊しないかと言った不安は継続して続いている。
・土地区画整理組合設立準備会の発足と事業化検討Ｐとの「覚書」締結により、住宅団地整備の期待が高まっている。
・公園利用者の増加に伴う駐車場の早期整備、パークゴルフ場やサッカー場の新設や既設の大泉野球場の改修など強い要望がある。

H

「直近の目標」に対し、こ
の１年間にどのような取
り組みを行いましたか？

▼ 「直近の目標」の実現に向けて、取り組んだことは何ですか？

・耐震診断の結果強度が不足している住宅に対し、木造住宅耐
震改修補助のパンフレットを送付する

・高子駅北地区土地区画整理事業促進に向けた庁内調整会議の実
施及び事業化検討パートナーとの協議
・高子駅北地区土地区画整理組合設立準備会への支援。

・宅建協会と空家バンク事業に関する協定を締結し、空家バンク
を開設した。

・ポケットパーク（東屋、トイレ、健康遊具）及び駐車場の整備。
・保原地区の既存公園等に健康遊具を設置。

・保原総合公園拡張整備事業に係る農振除外等の手続き及び
社会資本整備総合交付金事業採択に向けた手続きを実施。
・公園拡張区域の用地買収及び基本実施設計の取り纏め。

・ＪＲ東日本との協議を重ね伊達駅前整備基本計画を策定した。

今後に影響するような、
大きな環境変化はありま
したか？

▼　総合計画策定時には想定できなかった大きな環境の変化などを記入してください。

・保原総合公園拡張整備事業において、施設配置計画の見直しや盛土材購入などにより事業費が増額となった。また、通学合宿所の建設（拡
張区域外）により、拡張区域整備計画との調整が生じている。
・高子駅北地区土地区画整理事業において、業務代行予定者と「基本協定」の締結に至った。



【施策の振り返り】
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第２次総合計画 前期基本計画 ◆ 施策マネジメントシート 平成 28 年度の実績評価 裏面

4の取り組みの問題点は
何ですか？

▼　問題がある点を4の取り組みごとに原因を踏まえて記入してください。

・住宅所有者の高齢化により、耐震改修に要する資金確保が困
難な傾向が見受けられ、改修工事に至らず補助が活用されてい
ない。

・農振農用地であることから、除外の手続きに係る期間の予測が困
難である。※この手続きの進捗により今後の計画（地区計画、組合
認可、市街化区域編入）に大きな影響を及ぼす。

・空き家の有効活用を検討するとともに、空き家の所有不明者
の確認や特定空き家の解消に向けた対策も検討する必要があ
る。

・維持管理は地元町内会へ依頼しているが、施設利用者のモラルの
低下が見受けられる。
・設置した健康遊具の利用促進のための市民への周知が課題。

・社会資本整備総合交付金事業の県交付金枠が約2億円と少な
く、内示額が少額になる可能性が極めて高い。（期間：一財）
・既存公園内に建設予定の通学合宿所にクラブハウス機能を持
たせる必要があり、更なる事業費の増額が予想される。

・具体的な実施設計取りまとめや今後の整備工事に際し、整備区域
内の土地利用形態が複雑（ＪＲの複数の関連団体が利用）でスケ
ジュール管理の困難が想定される。

4の取り組みの成果は
何ですか？

▼　成果があった点を4の取り組みごとに原因を踏まえて記入してください。

・今年度も耐震診断8件、耐震改修補助2件と少ない戸数である
が継続して実施出来ている事から耐震診断者派遣事業、耐震
改修補助制度について必要性と実効性が認識されてきている。

・事業化検討Ｐから業務代行予定者になり協定書が締結された。
・事業計画書等の作成に向けて現地詳細測量等に着手した。
・高子駅北地区土地区画整理事業補助金交付要綱の策定。

・空家バンクに関する問合せ（登録、物件確認）があった。庁内
で「移住・定住、交流、空き家」に関係する部署の会議を行い、
連携を確認した。

・ウォーキングコース上に整備したことで、健康増進が図られ休憩施
設としての利用や、地元住民のコミュニティの場として有効に活用さ
れている。

・用地買収等及び基本実施設計業務が完了したことから、次年
度以降の工事着手が可能となった。
・社会資本整備総合交付金事業採択の見通しが立った。

・伊達駅前整備基本計画の策定に伴い、Ｈ29年度におけるＪＲ東日
本との基本協定締結の見通しが立った。

高子駅北地区土地区画整理事業の事業化促進
・円滑な事業促進のため組織体制の強化
・関係諸手続き（農新除外等）の円滑な執行

問題

・組織見直しのため関係部署との協議や調整を行う。
・農振除外の手続きに相当の期間が想定されるため、関係手続等に係る
下協議等を十分に行い期間の短縮を図る。※この手続きの進捗により今
後の計画（地区計画、組合認可、市街化区域編入）に大きな影響を及ぼ
す。

「7」及び「8」の振り返りを
踏まえ、「2」の「直近の
目標」を向上させます
か？

さらに向上させる 現状維持とする

▼　選択した理由を記入してください。（さらに向上させる場合、見直し後の「直近の目標」を記入してください。)

「高子駅北地区の住宅団地整備」については、一層の整備促進を図る必要があることから「直近の目標」を向上させる。それ以外については、
「個別目標」には達していないので現状維持とし、現在の取り組みを計画的に進めることとする。

○良好で秩序ある優良な住宅団地（高子駅北地区）整備のため、業務代行予定者との「基本協定」に基づき、組合設立準備会への支援（事業
計画書の取りまとめ、農振除外手続き、都市計画法に基づく諸手続き）を行い早期の事業着手を目指す。

施策全体の今後の
方向性は？

▼　上記「9」の選択を受け、今後の方向性をどう考えますか。【中長期的視点から、基本事業ごとに記入してください】

○木造住宅耐震診断・改修に関する継続した事業の推進、定住人口の増加につながる魅力と秩序ある優良な住宅団地の整備促進と合わせ、
今後も空き家は増加することが予測されるため、有効活用や適正管理のための総合的な空き家対策計画を策定し、安全・安心で良好な住環
境の形成を図る。また、伊達市の玄関口であるＪＲ伊達駅の整備を行い、街の賑わいや活力創出に繋げるとともに交通結節点の機能を強化
する。
○「健幸都市」のモデル地区である「霊山町掛田地区」の事業効果の確認や、公園施設の適正な維持管理に努めるとともに保原総合公園の拡
張整備を図り、市民が安心して快適に利用できる憩いの場を提供する。
○IRU光ファイバー網の効率的な維持管理や、民間通信業者へのエリア拡大の働きかけ等によるインターネットサービスへの加入促進を引き
続き行い、地域社会の活性化や市民が気軽に利用できるＩＣＴ環境の構築を図る。

空き家対策の推進 問題
・空き家対策の検討（条例・計画等）、空き家対策としての補助制度の検
討（修繕・定住対策）を行う。

11

以上から、「伸ばすべき
成果」と「解決すべき問
題」をどう捉え、施策実
現のため今後はどのよう
な対策を行うのですか？

▼　施策を実現するために必要となる「伸ばすべき成果」と「解決すべき問題」を記入し、それらに対する今後の対策を具体的に記入してくださ
い。【直近での取り組み】

施策における｢伸ばすべき成果」
または「解決すべき問題」

区分 具体的な対策

耐震診断派遣事業及び耐震改修補助制度活用の推進 成果
・住宅全体改修だけでなく部分耐震改修も補助対象としており、住宅所
有者及び建築士・建築業者に対し、実際に耐震改修した事例等、耐震化
の啓発を更に行う。

高子駅北地区土地区画整理事業の事業化促進
・代行業者決定に向けた組合への支援

伊達駅前整備事業の促進
・円滑な事業促進のため組織体制の強化
・スケジュール管理の徹底

問題

・H29年度は課の重点Ｐ事業として係を超え応急的に部内協力のもと事
業を推進するが、H30年度以降は課全体の業務量を考慮した組織の見
直しが急務であり関係部署との協議や調整を行う。
・整備区域内の土地がＪＲ所有地で利用形態が複雑（複数の関連団体が
利用）なため、事務レベルでの協議を重ね進捗管理に反映させる。

保原総合公園拡張整備事業の促進
・円滑な事業促進のため組織体制の強化
・特定財源の確保、全体事業費の抑制と整備期間の短縮

問題

・総事業費が約18億円、事業期間が5年間と大事業であり、H29年度は
課の重点Ｐ事業として係を超え応急的に部内協力のもと事業を推進する
が、H30年度以降は課全体の業務量を考慮した組織の見直しが急務で
あり関係部署との協議や調整を行う。
・交付金事業の内示率が極めて低いことが予想されるため、財源を優先
させるのか整備期間を優先させるのか政策的判断が必要。（※不確定で
はあるが、相馬福島道路の発生土利用による事業費軽減）

ポケットパーク等の整備促進 問題

・現在のＰＰは都市再生整備計画に基づき施行中でH28年度に完了。し
かし、全市的な展開を図るうえで、他地区に対する都市局の補助事業等
での整備は困難なため、大規模開発区域内への整備誘導や、既存公園
等への健康遊具の設置など計画的な整備を推進する。

成果

・組合設立準備会、業務代行予定者と締結された基本協定に基づき、事
業化に向けた役割や担当業務の確認と理解を深め早期の事業着手を目
指す。また、土地区画整理法第75条の規定により技術的援助申請に基
づき、課題や改善策の検討及び調整を図りながら組合への支援を行う。


