
№ 対象事業 主担当課 関係課 意見・質疑概要 市の回答

1
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

市民協働課
商工観光課

　空き家・空き店舗の利活用は様々な事業にリンクしている。個人間
の売買を促進したいのか、地域の拠点として利活用したいのか、市と
してどのような利活用を目指しているのかビジョンが不明瞭である。
　例えば、建築を専攻する学生向けにリノベーションの教材として市
内の空き家・空き店舗を提供してはどうか。伊達市だけで体験できる
プレミア感を創出できるとよい。

【空き家】
　空き家の活用については、伊達市空家等対策計画に基づき取り組ん
でいる。
　利活用が可能な空き家としては、空き家バンクへの登録を促し、市
民はもとより移住希望者への流通促進を重点的に推進し、定住を促進
する取り組みに活用することも検討したい。

【空き店舗】
　市街地に増えている空店舗の有効活用として、起業者を含め様々な
業種の店舗を増やすことによって、既存商店街の魅力向上を図り、商
店街の活性化につなげていきたいと考えており、賃借費用や改装費を
補助している。なお、地域拠点の事例としては、霊山町掛田地区にお
いて、空き店舗をリノベーションし、利活用している。

　学生向けのリノベーション教材としての提供については、近隣の教
育機関等と活用方法を検討していきたい。

2

ふるさとティーチャリン
グプロジェクト
移住・定住促進事業
伊達田園回帰支援事業

総合政策課
市民協働課
農政課

　３つの事業を連携して実施することで、より高い効果が期待できる
のではないか。

　平成29年度より、本市に移住コンシェルジュを配置しており、３つ
の事業に対し連携できる部分を共有し、事業のターゲットに応じた
コーディネートを行っている。引き続き各事業が効果的に実施できる
ようにコンシェルジュをハブとして促進していきたい。
　なお、各事業に対する全体の調整、情報の共有については、定期的
に行い、効果を高められるように実施していく。

3

空き家対策事業、移住・
定住促進事業
ふるさとティーチャリン
グプロジェクト

市民協働課
総合政策課

　若者を市内に呼び込みたいのであれば、各事業が連携し戦略的に事
業を実施すべきである。若者の移住について、モデルを示してはどう
か。

　移住促進に関連する事業について、各事業がターゲットとする年齢
層や移住者に求める役割が異なる。それぞれの事業の長所を生かしつ
つ、共通する課題への対応やターゲットへのアプローチの部分につい
ては、連携して取組み相乗効果を得られるようにしたい。

4

子どもの本のミュージア
ム建設事業
伊達市チルドレンズイン
ダストリー事業

地域振興対策
室
総合政策課

　子ども達に自由な発想でモノづくりを体験させる環境整備、子ども
による産業創出という概念、高校生とのコラボ、伊達市産材の活用と
非常に良い取り組みだと考えている。しかし、子どもだけでは通えな
いりょうぜんこどもの村での実施は立地的な課題である。梁川庁舎を
会場として活用することはできないか。子どもの感性を磨くというコ
ンセプトは、今後、非常に重要になると考えられるので、実施場所を
見直す等して継続していただきたい。
　霊山の豊かな自然を屋外で体験し、まちなかで学べる環境整備が必
要。既存のこどもの村をアウトドアを楽しむキャンパー向けにオート
キャンプ場として再整備し、コテージを増設してはどうか。

　チルドレンズインダストリー事業は、平成28年度からの３カ年を一
つのプロジェクトとして実施してきており、昨年度末までに絵本の出
版に至った。この間、絵本の取組みのほか、地元産材を活用した椅子
やパズルの試作品製作に取組むなど、子どもが関わる新たな産業の発
信について構想の策定や実現可能性の検証を行ってきた。
　この事業は、子どもによる産業創出といった概念の構築やスタート
アップとしての役割を担ってきたところであり、次年度以降は、地元
高校生の発想や企画から地域振興に取り組むことを検討していきた
い。また、りょうぜん子どもの村は、子供だけで行ける場所ではない
が、市内における観光の目的地の一つとして、親子連れの世帯をター
ゲットとした交流人口を拡大する事業に位置づけたい。既存のキャン
プ場、コテージ等を有効活用できるようにＰＲなどを強化していきた
い。梁川分庁舎の利活用については、庁内において利活用する方法を
検討している状況であるため、参考とさせていただきたい。
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5

子どもの本のミュージア
ム建設事業
伊達市チルドレンズイン
ダストリー事業

地域振興対策
室
総合政策課

　東京都内のチルドレンミュージアムの流れを汲む独創的な取組みで
ある。美術大学等の教育機関と連携することで、市外から人を呼び込
む事業にできるのではないか。

　子どもの本のミュージアム建設は困難となったが、既存の遊びと学
びのミュージアムにおいては、ワークショップの開催や絵本作家の企
画展などを継続する予定であり、子ども達の新たな感性や、豊かな発
想を育むために関連機関との連携も含め、りょうぜんこどもの村全体
のリニューアル計画と並行して検討して行きたい。

6
子どもの本のミュージア
ム建設事業

地域振興対策
室

霊山総合
支所

　りょうぜんこどもの村リニューアル計画による新たな展開が重要。
　今年度策定する霊山こどもの村のリニューアル計画に基づき、交流
人口の拡大に向けて取り組んでいく。

7 支え合い交通 総合政策課

　日本カーシェアリング協会では、災害により車を失った方向けに車
両を提供する取組みから発展し、高齢者向けの乗合の仕組みを普及さ
せようとしている。参考になると思うので、話を伺ってみてはどう
か。

　本市における地域公共交通については、高齢化や人口減少などの進
行により様々な課題を抱える状況にあるため、住民同士の支え合いに
よる送迎サービスの実証実験（支え合い交通構築事業）を行ってい
る。実証実験の結果を踏まえ、今回の意見にある日本カーシェアリン
グ協会の取組や他市事例を参考にしながら事業内容を検討していきた
い。

8
伊達地域まちづくり活性
化事業

伊達総合支所

　地域の活性化について、まちづくり伊達の職員に限らず、アイディ
アのある人を積極的に参加させてはどうか。福島大学などと産学連携
することで、学生や大学教授のアイディアを取り入れたチャレンジを
検討して欲しい。福島大学の奥本教授は、新しいアイディアによるま
ちづくりや起業、チャレンジショップなどのアイディアを持っている
し、実績もある。

　本事業は、まちづくり伊達、多世代の市民、まちづくりを多く手掛
けた民間事業者とともに官民連携で進めてきた。指摘のとおり大学の
先生や学生のアイディアなどを活かすことで、より良いまちづくりの
仕組みづくりへの期待が広がると考える。昨年度の取り組みの一つ
に、福島学院大学とまちなかワイナリー事業について連携して実施し
てきた。
　引き続き、大学の先生や学生などと連携しながら事業を実施してい
きたい。

9
空き家対策事業、移住・
定住促進事業

市民協働課
　伊達市に限らず、多くの地方自治体が同じ悩みを抱えている。空き
家・空き店舗対策として、伊達市独自の魅力ある取り組みを実施する
工夫が必要。若い力で魅力あるリノベーションが重要。

　№１と同じ。

10 移住・定住促進事業 市民協働課
　伊達市は、旧５町が合併し誕生しているので、各町の特徴（メリッ
ト・デメリット）をしっかり伝えていくことが大切。移住者向けの空
き家を活用した住居対策も必要である。

　伊達市には、豊かな自然に囲まれた中山間地域における純粋な田舎
暮らしと、都市部へのアクセスや買い物等の日常生活に不便のない市
街地域におけるほどよい田舎暮らしそれぞれの魅力が両立している。
その魅力を活かし、多様な世代の多様なニーズに応えられることをPR
していく。
　空き家については№１と同じ。

11
英語が溶け込むまちづく
り事業

市民協働課
　伊達市の魅力をＳＮＳに掲載する際には、英語で作成した記事で
ハッシュタグの活用も重要である。

　伊達市の観光や文化等の魅力を外国人の視点で広く世界へ発信する
ことを目的としており、国際交流員による各種SNSへ記事投稿の際に
は、ハッシュタグを積極的に活用していく。
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12 だて婚活イベント 市民協働課
総合政策
課

　「婚活」と銘打ってしまうと、敬遠してしまう人も多いのではない
か。最終的な目的を結婚の促進としつつも、結婚に対する価値観の醸
成を目指すなど交流イベントとしてハードルを下げ、多くの参加者を
集めるようにしてはどうか。
　阿武隈急行等、市内企業を活用し連携することで両者に有益な事業
となるのではないか。

　市では婚活イベント等を開催する民間団体等に事業費の一部を補助
する形で支援を行っている。ご意見の内容も参考に、民間団体と連携
してイベント内容の見直しや新たな取り組みを検討するとともに阿武
隈急行の活用についてのPRを行う等、より多くの市民の結婚の希望を
叶えることのできるように、支援をしていきたい。

13 だて婚活イベント 市民協働課
総合政策
課

　過去に、阿武隈急行で「らぶ急」と題してイベントを開催した実績
がある。そういった民間活力を積極的に活用してはどうか。

　№12と同じ。

14 だて婚活イベント 市民協働課
　SNSを活用して、若者へ効果的に事業のPRを行ってはどうか。ま
た、伊達市婚活イベント情報サイト「伊達のD愛」の更新が滞ってい
る。

　伊達市公式FacebookやTwitter等のSNSの活用や、伊達市婚活イ
ベント情報サイトの定期的な更新など、効果的な情報発信をしていき
たい。

15
健康運動習慣化支援事業
健幸都市推進事業

健幸都市づくり課
　内容が似通っているので、ＳＷＣとして統合してはどうか。先駆的
でもあり、インパクトのある取り組みとして周知しやすくなる。

  健康寿命を延ばすとともに、介護予防の推進などを通じて、住み慣
れた地域の中で高齢者が元気に住み続けられる環境を整備するという
同一の目的としている事業なので、今後、積極的に連携し一体的な事
業展開を目指したい。

16 まちなかワイナリー事業 農政課

　他の自治体でも同様の事業を実施しており、差別化する創意工夫が
必要である。
　空き家・空き店舗を活用したワイナリー開設による地域振興に特化
する、生食用ブドウの規格外品を活用したジュースやリキュール等の
６次化産品製造を行う等、事業の根本的な見直しが必要と考える。

　昨年度までの状況では、天候の影響もあったが十分な原材料確保に
至らず、ワイン等の開発まで取り組まれていない状況から、本年度事
業でワイン以外にも既存の果実等を用いた商品開発を促しており、規
格外品ブドウの利活用を含め事業化の可能性を検討していきたい。な
お、農家等が自ら生産する農産物の加工等を行い６次化製品を作る支
援も行っており、どのような手法が事業として定着化するかも含め検
討していきたい。

17
農業後継者育成支援事
業・就農支援事業（担い
手育成支援事業）

農政課
　個人に限らず企業を対象とした補助金や技術指導があると企業も参
入しやすいのではないか。

 　企業の農業参入については、福島県農林水産部農業担い手課におい
て、企業への働きかけや各種制度等を含め対応を行っている。現在、
本市独自の支援事業はないが、県の事業をPRすることで企業参入の促
進に努めたい。

18
農業後継者育成支援事
業・就農支援事業（担い
手育成支援事業）

農政課

　補助金の交付要件によっては、農業による所得に制限を設けている
ものがある。補助金の交付要件を下回るように生産量や売り上げを少
なくしてしまうので、本人の就農意欲を削いでしまう弊害しかない。
実際に、そういった若年就農者を見てきている。
　親が農家の世帯でその子どもが就農するケースよりも、全く農業に
ついてのノウハウが無い人が就農するケースを重点的に補助する工夫
が必要である。

　補助対象者は認定新規就農者や認定農業者で、５年後の目標を示し
た就農計画や５年間の経営改善計画を作成する必要があり、計画の所
得や時間等の目標が市の基本的構想と合致しているかどうか判断のう
え認定となる。就農初期の不安定な時期を補完する目的の補助金や交
付金では、所得上限を設ける場合もあるが、その後の農業経営におい
ては所得下限がある場合がほとんどである。なお、市の新規就農支援
補助制度には所得要件を設けてはいない。
　また、現在の新規就農支援補助制度に加え、農業についてノウハウ
がない人の就農を支援するため、研修制度も必要だと考える。
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№ 対象事業 主担当課 関係課 意見・質疑概要 市の回答

19 ６次産業化推進事業 農政課
商工観光
課

　伊達市は多種多様なフルーツの産地である。東京では新鮮なフルー
ツを使ったパフェが人気を集めている。既存の伊達市産フルーツを上
手に活用し、ＳＮＳでの発信力を高めた商品にするだけでも観光資源
になるのではないか。

　SNSを活用した情報は有効なツールの一つと捉えており、農産物そ
のものの写真等に加え「美味しい食べ方」等の情報発信に取組みた
い。また、消費地・消費者に生産地・生産者の顔が見えるPRも有効で
あるため、SNSと対面の両方を活用していきたい。
　体験型・着地型観光の資源としての利活用にも取組みたい。

20 ６次産業化推進事業 農政課

　昨年度、６次化塾に参加したが、デザイナーに生産者の意見を取り
入れてもらうことが難しいと感じた。
　塾でデザインした製品をＩＢＭ本社で３日間販売したが、当初は生
産者もデザイナーも販売会に参加しておらず、ＪＡが同会場でより低
価格のあんぽ柿を販売していたため全く売れなかった。最終日のみ生
産者が販売会に参加し、製品に込めた思いをＰＲしたことで売り上げ
につながった。このことから、製品のデザインよりもマーケティング
に力を入れるべきと感じた。

「売れる商品」「買いたくなる商品」「手にとってみたくなる商品」
づくりとマーケティングは両輪でり、同じ商品でも「買いたくなる」
ように購買意欲をかきたてる手段の一つにパッケージがあると認識し
ており、そのために「誰をターゲット」とするかの視点でのマーケ
ティングは重要な要素と考えているため、検討していく。

21 猪革プロジェクト事業 農政課

　猪革のみの商品としての売上げには限界がある。単一素材で製品化
することにこだわる必要はないのではないか。
　猪革製品のみでの黒字化が困難であるならば、市内企業を巻き込
み、各企業が製造する製品の一部として猪革を組み合わせることで活
用してもらうような働きかけを行ってはどうか。

　既成の牛革等と組み合わせた製品化により製造原価の削減には既に
取り組んでいる。ご意見を参考に、事業主体となる農林業振興公社と
ともに、持続可能な事業となるよう収益性の向上を目指して事業内容
の検討を行う。

22 猪革プロジェクト事業 農政課
　猪は農家にとって害獣なので、事業を継続して駆除を促進してもら
いたい。そのためにも、猪革の活用の模索を行っていただきたい。

　№21と同じ。

23 猪革プロジェクト事業 農政課
　この事業単独では、収支を含めて難しい部分が多いと思う。しか
し、他の事業と連携し発展させたり、市内の民間企業と連携すること
でより有効な事業とすることができると考える。

　№21と同じ。

24 伊達田園回帰支援事業 農政課

　協力農家として何組か就農希望者を受け入れた実績があるが、これ
までの参加者は観光を主な目的に利用していた。本気の就農移住者を
ターゲットとしたいのであれば、例えば１～２週間、農家に住み込み
早朝から夜中までリアルな農業を体験してもらえるようにするべき。
そういった趣旨なのであれば、協力してくれる農家はたくさんいる。

　農業や田舎暮らしに興味のある首都圏在住者を対象に、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することで、新
規就農者をはじめ、定住や交流人口の増加を目指している。来年度以
降は、農家の負担も考慮しながら通学合宿所に宿泊し一定期間、農業
体験に参加できるような事業を検討していきたい。
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№ 対象事業 主担当課 関係課 意見・質疑概要 市の回答

25
森林資源を活かした生業
づくり事業

農林整備課

　根本的に木材等を商売にできるのかを提案できなければ、担い手は
育たない。伊達市産材を市場に流通させるための市場の開拓から着手
してはどうか。　利益を上げられなければ民間は手を付けられない。
　例えば、伊達市で木材を全て買い上げ、新築する公共施設を全て木
造・木質化で整備するというような思い切った施策を実施するくらい
のインパクトがなければ生業の創出は困難であり、市民にも伝わらな
い。
　伊達市産材をどのように利用するかがポイント。
　木質バイオマスの地域エネルギー活用など、他の地域で成功した事
例や取り組みの実績があるので、参考にしていただきたい。

　伊達市産材の有効利用及び木材の付加価値を高めるうえでは、市場
における需要と供給の双方を生み出す新たな生産システムの構築が必
要となる。
　併せて、未利用材及び間伐材等を利用した、循環型エネルギーへの
転換ができる木質バイオマス等の導入についても、早急な検討が必要
と考えている。
　他の地域で成功した事例や取り組みの実績を考察し、活用方法を見
据えながら当市に適した林業生産体制を構築していきたい。

26
森林資源を活かした生業
づくり事業

農林整備課 　新しい税制（森林環境譲与税）の活用の検討が必要。

　新しく制定された森林環境譲与税は、間伐等の森林整備や人材育
成・担い手の確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材
利用の促進等に必要な事業に要する経費の財源へ充てるための目的税
である。
　適正な森林整備を実施するうえでも、担い手の確保が急務となって
いる。そのため、当市では、森林環境贈与税を活用し人材育成・担い
手の確保、木材の普及啓発及び森林整備計画策定等を検討している。

27 雇用促進事業 商工観光課

　近隣の自治体との人の取り合いなので、周囲と同じ内容では企業の
多い自治体に取られてしまう。伊達市の独自性を打ち出すべき。市内
の工業団地内の事業所に就職することに対して、インセンティブを付
与するようなことはできないか。

  工業団地内に立地する企業が、一定の設備投資を行い伊達市民を雇
用する際には「雇用促進奨励金」を支給しており、支給額の水準は近
隣市町村と比較して高い水準にある。今後も、工業団地への誘致推進
に向けたRP等に取組んでいきたい。

28 雇用促進事業 商工観光課

　雇用対策としては、求人者側だけでなく受け入れる地元企業側を巻
き込む工夫が必要。　職業安定所に頼るよりも、市内の企業と密に連
携した方が効率がよい。例えば、市内の経営者が集まる団体に働きか
けてはどうか。

　仕事を求める市民への就職を支援に取り組んでいる。H31.２月に
は、ハローワーク福島と連携協定を締結し、市内の商工会及び工業団
地懇話会に対しての共同求人要請や高卒就職希望者向けの市内企業説
明会を実施した。今後は、不足する保育・介護等資格職の掘り起こし
や若者の離職防止対策、働きたい人に対する研修や就業体験を通じた
スキルアップも図るとともに、企業との連携を図りながら効果的な事
業となるよう取り組んでいく。

29 雇用促進事業 商工観光課
　事業内容が職業安定所との協定締結に基づく求人要請やセミナーの
開催に留まっており、目的達成に効果的とは考えにくい。

　№28と同じ。

30 雇用促進事業 商工観光課
　事業目的の実現に向けて、その内容が不十分に感じる。セミナーの
開催だけでは事業の効果が見えてこない。

　№28と同じ。

31
中心市街地活性化コミュ
ニティ活動事業

商工観光課

　産学連携で学生や大学教授を巻き込み、空き店舗の利活用を検討し
てはどうか。
　古民家をリノベーションした飲食店は若者に根強い人気がある。最
近、飯坂温泉では、温泉街の空き店舗をリノベーションした隠れ家的
な飲食店が増えており、集客も良好のようである。今の若者は、自分
の興味のあることであればアクティブになるので、田舎でも効果があ
るのではないか。そういった若者をターゲットとする古民家カフェの
経営を実験的に実施できる事業を実施してはどうか。

　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、賃借費用や改装費の補助を実施してい
る。空き店舗をリノベーションした市直営のチャレンジショップを検
討したい。
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32
中心市街地活性化コミュ
ニティ活動事業

商工観光課

　市内の空き店舗は店舗兼住宅が多く、利活用が困難とのことだが、
純粋に店舗機能のみの物件で空き店舗になっている物件をリストアッ
プしているのか。その方が、起業を目指す人にとっては使いやすいリ
ストになるのではないか。

　店舗機能のみの物件で空き店舗になっている物件について把握して
いることから、積極的に情報を発信していきたい。

33
ワーク・ライフ・バラン
ス推進事業

商工観光課

　事業の推進について、今後どのように実施して行くのか。制度や認
証企業のＰＲのみを行うのか。認証を受けるためには、企業にも一定
の負担が生じるので、インセンティブを付与したり、負担を軽減する
ための支援を実施する等、検討いただきたい。
　市内の企業全体で事業の推進に取り組み、それを市がＰＲしてはど
うか。

　制度普及を推進するために、企業向けのセミナーを開催し、企業の
意識高揚を図るとともに、インセンティブ付与の手段や種類について
検討したい。

34 ふくしま観光整備事業 商工観光課

　霊山はロッククライムの聖地であり、霊山地区全体がアウトドア趣
向の若者には魅力的なエリアである。モンベルとの連携があるような
ので、そういったアウトドアブランドとより連携を深め、霊山地区で
イベントを共催する等して、ＰＲしてはどうか。
　相馬・福島復興道路の全線開通も控えており、海にも山にも近い魅
力的な立地条件が整う。

　福島観光圏協議会（福島市・二本松市・相馬市・伊達市）におい
て、アウトドア企業との連携を模索しており、提携企業のHPや会員向
け特典ガイドへ霊山のエリアガイド等を掲載することで全国への周知
を図る予定である。
　ボルダリングについては、伊達市商工会青年部等の取組みとの連携
について検討を進めたい。

35 住宅優遇支援事業 管理課
　県が事業を実施しているのだから、それを上手く活用、連携するこ
とで伊達市独自のメリットを創出する努力をしてはどうか。

　福島県が実施する「多世代同居・近居推進事業」の第１回応募状況
は、県全体での募集戸数60戸に対して、応募件数145件、倍率2.42
倍であった。今後も、市の広報紙やHP等を活用して積極的に情報を発
信してたい。

36 住宅優遇支援事業 管理課
　伊達市単独での住宅取得支援を実施すべきではないか。また、ＰＲ
の方法ももっと工夫できるのではないか。

　№35と同じ。

37
集落営農組織数・農業生
産法人数

農業委員会 農政課
　市内の農地の大半が田んぼである。集約化しただけでは状況は改善
しないので、集約と併せて担い手の創出が必要である。

　農地の集約化の推進と並行して、経営の組織化や人材育成を進める
とともに、農地の出し手と受け手を明確にし、今後の農地利用や中心
経営体の方針を定める「人・農地プラン策定」に取組んでいる。今後
は、プランに基づき、現状の担い手による規模拡大に取り組むととも
に、市独自の新規就農支援補助制度により新たな担い手の育成に取組
みたい。

38
集落営農組織数・農業生
産法人数

農業委員会 農政課
　企業として農業への参入に興味はあるが、参入にあたっての情報が
不足している。参入条件の緩和も重要と考える。

　№17と同じ。
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39 教育相談事業 学校教育課

　ＫＰＩについて、「不登校児童の学校復帰数」から「不登校児童生
徒発生率」に見直していただいているが、指標として適切なのか疑問
に感じる。
　不登校の子が増え、スクールカウンセラーやスクールソーシャル
ワーカーが関わり、対応していることは分かるが、どうやったら不登
校の子が減るのか、対策はどうするのか等、どこが考えるのか。そう
いった児童の多様なニーズにそれぞれ対応できる受け皿となる居場所
を準備してあげることこそ必要である。
　また、引きこもりへの対応や引きこもりを増やさない対策（例えば
フリースクールの設置等）をどこで考えるか。

　「不登校児童の学校復帰数」の推移についても、重要視している
が、KPI指標としては、指標がプラスであれば発生を抑え、復帰を促
す取組がうまくいっていることを表す「年度ごとの復帰数－発生数」
とすることを検討している。
　不登校の子や親と、スクールソーシャルワーカー、学校との信頼関
係は構築されており、今後は、不登校児童の社会的自立に向けて、短
期・長期的スパンそれぞれの目標を設定し、それに基づき粘り強く関
わっていきたい。
　引きこもりへの対応や引きこもりを増やさない対策については、幼
小中の連携による課題の整理と対応策を整えながら、保護者を支援す
るスタンスで各家庭とのつながり構築できるように取組みたい。フ
リースクールの設置を含め居場所づくりについては、庁内全体で検討
したい。

40 病児保育実施 こども育成課

　利用希望の声はよく耳にするが、事前に予約が必要など非常に不便
なために実際には利用できないようである。利用実績からニーズの有
無を判断するのではなく、子育て世代の生の声を聞いて、実際のニー
ズに沿った事業にしてもらいたい。

　病児保育施設について、どのような施設であれば利用しやすいのか
も含めたニーズ調査が必要だと考える。ニーズに対して人的資源も含
めた課題を整理し、子育て世代が実際に利用しやすい制度として実施
して行けるように検討を進めたい。

41 病児保育実施 こども育成課
　専門知識を有する有資格者の確保が困難なことが課題であるのなら
ば、例えば、中心地区の園に有資格者を配置し、周辺の園へ通園して
いる園児を受け入れる等の対応は可能ではないか。

　№40と同じ。

42 伊達市子育てアプリ事業 こども支援課
　市民への周知が不足している。認知度を上昇させる取り組みが必要
ではないか。

　現状、市内の6歳未満世帯員のいる一般世帯数約1,600世帯に対し
て1,132件のダウンロード実績がある。関係機関におけるアプリの利
活用方法の模索と普及により、さらに利便性の高いものとするととも
にアプリの周知にも引き続き取組むことで、普及率の向上に努めた
い。
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