
基本目標 プロジェクトの目標 プロジェクトの内容
事業
区分

事業名 担当課 期待されるプロジェクトへ与える効果等 主な取組内容（予定）

継 企業誘致推進事業 商工観光課
　企業誘致の推進による市内の雇用確保により、経済規模拡大に寄与するこ
とが期待される。

　企業誘致推進に向けて、新たな工業団地の整備を行うとともに、セミナー
の開催や各種企業展示会への参加、市長トップセールス、新規立地企業や設
備投資を行った企業に対する雇用促進事業奨励金の交付等を行います。

新 大規模商業施設誘致事業
商工観光課
都市整備課

　大規模商業施設誘致により、市内の経済規模の拡大及び地域における雇用
の創出が図られる。

　経済規模の拡大を図るために、土地区画整理事業の進展に合わせ、大規模
商業施設の誘致を進めます。

継 起業支援事業 商工観光課
　空き店舗の改修や家賃等の優遇支援を推進することによる多様な新規起業
の実現の支援を行うことで、経済規模の拡大が図られる。

　多様な新規起業を支援するため、道の駅や街中の空き店舗などで、チャレ
ンジショップの提供を行います。

継
中心市街地活性化コミュ
ニティ活動事業

商工観光課
　空き店舗の改修補助、家賃補助を実施することで、商店街の活性化及び起
業のスタートアップを支援し、市内に定住できる環境の整備を推進する。

　中心市街地の活性化を目的に空き店舗の改修補助、家賃補助を行います。

継
伊達地域まちづくり活性
化事業

伊達総合支所
　産官学連携による多様な新規起業支援を実施することで、空き店舗の利活
用や経済規模の拡大、地域の活性化が図られる。

　伊達地域の商店街一帯の賑わいの創出と併せ、「子育て世代が集い、地域
でゆったり暮らせるまち」、「高齢者が集い、安心して歩いて暮らせるま
ち」をコンセプトに、関係団体と連携し、ワークショップ等を行いながら地
域住民が主体となった新たなまちづくりに取り組みます。

継 雇用促進事業 商工観光課
　働きたい女性、特に保育士等の資格者の掘り起こしや、若年層の離職率の
抑制に効果が期待できる。

　伊達市企業説明会や出張ハローワークin伊達を開催するとともに、働きたい
女性や若者に対する研修等を行いスキルアップを図ることで、市民の就職を
支援します。

継
農業後継者育成支援事
業・就農支援事業

農政課
　移住者も含めた就農希望者を幅広く確保することで、担い手確保による農
業の活性化が期待される。

　市内の農業を衰退させないために、農地借地料補助、農業機械・施設整備
補助などによる農業の担い手を確保します。

継 ６次産業化推進事業 農政課
　マーケティングの手法を深化させることで、豊富な農産物を活用し、その
ブランド化や新たな価値創造による販路拡大、経営の組織化や人材育成に寄
与するものと考えられる。

　豊富な農産物を活用し、ブランド化や新たな価値を創造することによる販
路拡大を進めるため、果物のハネモノなどを活用したジュースやリキュール
等をはじめとする商品開発や経営の組織化、人材育成を行い、所得の向上と
雇用の創出を図ります。

継
森林資源を活かした生業
づくり事業

農林整備課
　市の面積の約半分を占める森林の調査に基づく計画策定及び利活用につな
がる取組を展開することで、林業を生業とする環境の構築が図られる。

　市の面積の約半分を占める森林を活用するため、森林プランナーを配置
し、適材適所に合った林業経営計画を策定し、林業を仕事とすることができ
る環境づくりや人材の確保・育成を図ります。

継 猪革プロジェクト事業 農政課
　猪革を伊達市の新たな特産品として利活用することで、市のPRや商品開
発・販売に関わる新たな雇用の創出につながる。また、有害鳥獣の駆除を促
進する効果も期待できる。

　猪革を利用した商品を企業と連携しながら開発し、本市の特産品として県
内外に発信します。

新
シティプロモーション推
進事業

秘書広報課
　「伊達ブランド」の発信を図るために、地域イメージのブランド化、効果
的なプロモーションの仕組の構築及び地域おこし企業人との連携、ふるさと
大使制度の拡充、効果的情報発信が図られる。

　「伊達ブランド」の発信を図るため、地域おこし企業人の配置により、地
域イメージのブランド化を推進する効果的なプロモーションの仕組を構築す
るとともに、ふるさと大使や伊達な宣伝部長など本市の魅力発信者による情
報発信を行います。

継
英語が溶け込むまちづく
り事業

市民協働課
　外国人に対する受入環境の整備につながるとともに、伊達市の魅力をSNS
を活用して海外へ発信することができる。

　外国人の受入体制を整備するとともに本市の魅力を外国人視点で広く世界
に発信するために、国際交流員による英語講座の開催や海外への「伊達ブラ
ンド」の発信を行います。

継 道の駅管理運営事業 商工観光課
　道の駅「伊達の郷りょうぜん」を拠点とした観光交流の窓口となること、
さらに各種イベントの開催により、賑わいの拠点づくりが図られる。

　道の駅「伊達の郷りょうぜん」を管理・運営し、本市の魅力の発信や各種
イベントの開催による賑わいの創出に取り組むとともに、観光案内所を設置
し観光の拠点として市内への回遊を促進します。

継
歴史を活用した地域創生
事業

梁川総合支所
　「まちの駅やながわ」が歴史文化施設や梁川の街中回遊の拠点としての機
能を果たすことで、周遊滞在型観光プログラムの形成が図られる。

　「まちの駅やながわ」を管理・運営し、歴史文化施設等及び梁川のまち中
回遊の拠点として観光情報を発信するとともに、休憩の場を提供し地域住民
との交流を促進します。

継 史跡整備保存活用事業 生涯学習課 　梁川城址等の国史跡整備により、梁川のまち中回遊の促進が図られる。
　伊達市の財産である史跡を保存し、本市の歴史と文化を発信するととも
に、梁川のまち中回遊の促進を図るため、梁川城跡をはじめとする史跡等の
整備を行います。

組
りょうぜんこどもの村リ
ニューアル事業

霊山総合支所
　既存施設のリニューアルによる魅力の再創出を行い、市内外の子ども達の
発育・発達の場を整備し、個性豊かな「感性」を育むことを目指す。

　りょうぜんこどもの村をリニューアルし、既存施設の魅力の再創出に取り
組みます。

継
福島県北８市町誘客推進事
業・ふくしま観光圏整備事業

商工観光課
　広域周遊及び長期滞在型に向けた観光地域づくりを目指して、共通する施
策をより効率的に推進するために近隣市町村との連携強化を図る。

　近隣市町村と連携し、発信力を強化するとともに、観光資源を有機的につ
なげることで、広域周遊及び長期滞在型に向けた観光地域づくりを行いま
す。

継 伊達田園回帰支援事業 農政課
　主に首都圏からの移住者を対象とする農体験と本格的に就農を目指す就農
体験コースの2種類を実施することで、農業の担い手確保に寄与するものと考
えられる。

　本格的に農業を始めたい就農相談会に来場した方を中心に、農業研修への
参加を呼びかけるとともに、移住就農希望者向けの農業体験等の受け入れを
行います。

継 移住・定住促進事業 市民協働課
　大都市圏を主な対象として、Ｕ・Ｉ・Ｊターンをはじめとする移住希望者
に対して伊達市のＰＲを実施することで、移住・定住の促進が図られる。

　本市への移住を促進し、定住人口の増加と地域の活性化を図るため、伊達
市移住コンシェルジュによる相談受付、体験ツアーの開催、首都圏における
セミナー出展などを行います。

継
ふるさと交流プロジェク
ト事業

総合政策課
　地元の小学生等との交流を通して、首都圏の大学生に「地域や家族の絆を
大切にする」という伊達の良さをアピールすることで、その後の移住促進へ
の効果が期待される。

　首都圏大学生を中心に、市内の子ども達への勉強のアドバイスや住民との
交流、さらには職業体験などを行うことで、伊達市の魅力を発見し第２のふ
るさととして、継続的に本市と関わる交流人口の拡大を図ります。

継 空き家対策事業 市民協働課
　移住者の定住化ついて、空き家情報等をワンストップで提供することでそ
の推進を図る。また、空き家を利活用したお試し居住を実施することで、移
住希望者の受け入れ促進を図る。

　県外からの移住者の定住化と空き家の利活用を図るため、空き家バンクの
運用による中古物件流通の促進に取り組みます。

○第２期戦略に掲げる各プロジェクト、目標及び事業内容

　工業団地整備等や大規模商業施
設の誘致を通じて、新しい風を吹
き込む企業誘致を推進することに
より、経済規模の拡大を図るとと
もに、市内産業の振興支援・人材
育成を通じて、地域における雇用
の創出を実現します。
　空き店舗の改修支援や家賃等の
優遇支援を推進するとともに、産
学官連携による多様な新規起業の
実現を支援します。
　就職希望者に対する研修や就業
体験を通じてスキルアップを図る
とともに、男女共同参画、ワー
ク・ライフ・バランスに関する啓
発を行い女性の活躍を推進しま
す。

　市内への企業誘
致推進と多様な新
規起業の支援によ
り経済規模を拡大
することで新たな
雇用を創出すると
ともに、就職希望
者を支援すること
で就業機会の確保
を目指します。

１．伊達にきて
くなんしょ

～しごとをつく
り、新しい人の
流れをつくる～

1-3

様々な交流
による移住
定住推進プ
ロジェクト

　伊達市の魅力の
発信を強化すると
ともに、様々な交
流を促進し、相談
体制を整備するこ
とで、多様な世代
の移住定住の推進
を目指します。

　伊達氏発祥の地を活かした「伊
達ブランド」や伊達市の良さであ
る地域や家族の絆を大切にする
“伊達魂”の発信にこれまで以上
に力を入れるとともに、相馬福島
道路などを活用した賑わいの拠点
づくりや周遊滞在型観光のプログ
ラムづくり、首都圏学生等との交
流等に取り組み、様々な交流を促
進します。
　「田園回帰志向」の高まりを踏
まえて、Ｕターンや大都市圏の
人々のＩターン、Ｊターン等の移
住者の受け入れ窓口を整備し、空
き家情報や既に移住した人々の体
験談、就職・就農情報をワンス
トップで提供することで、移住の
促進を図ります。

　桃やあんぽ柿など本市の特産と
なる豊富な農産物を栽培する担い
手の確保に努めるとともに、農地
の集約化や団地化、設備の共同利
用などを通じた生産性の向上、ブ
ランド化や６次産業化など新たな
価値の創出による販路拡大や付加
価値の向上に取り組み農業の振興
を図ります。
　市の面積の約半分を占める森林
を活用し、林業を仕事とすること
ができる環境づくりや人材の確
保・育成に努めます。
　ＵＩＪターンなどによる移住者
と市内企業が連携した事業の創出
や起業を支援していくことで、新
しい仕事づくりにつなげます。

プロジェクトの名称

1-2

地域特産を
活かした産
業振興プロ
ジェクト

　本市の基幹産業
である農林業につ
いて、魅力と可能
性を引き出すとと
もに、担い手の確
保・育成を進めて
活性化を目指しま
す。

1-1

新しいしご
と・雇用創
出プロジェ
クト

資料１-１

【区分の凡例】
継：継続事業　組：既存事業を組み替えて実施する事業　新：新規事業　移：関連する施策を変更した事業



基本目標 プロジェクトの目標 プロジェクトの内容
事業
区分

事業名 担当課 期待されるプロジェクトへ与える効果等 主な取組内容（予定）プロジェクトの名称

継 だて婚活イベント事業 市民協働課
　若い世代が安心して働き、出会い・結婚するためのきっかけ作りや環境整
備が図られる。

　若い世代の出会い・結婚の促進を図るため、結婚活動を行う男女に出会い
の場を提供する事業や結婚を促進するための事業を行う団体に対して支援を
行います。

継 伊達市版ネウボラ事業 健康推進課
　専属保健師等による切れ目のない支援・相談体制を整備することで、市民
にとって安心して子育てできる環境の整備が図られる。

　安心して子育てできる環境の整備を目指して、担当保健師や助産師による
切れ目のない支援・相談体制を構築するとともに育児パッケージを配布しま
す。

継
伊達市子育て応援出産祝
金支給事業

こども支援課
　少子化対策に対するインセンティブにより、子育て世帯に対する支援を図
る。

　多子世帯の出産・子育てを支援するため、第３子からの出産に際し出産祝
金を支給し、経済的負担の軽減を図ります。

新 ファミリーサポート事業 こども支援課 　地域内の共助により子育て世帯の多様なニーズへの対応を図る。
　登録した保護者と地域住民が、保育園等の送り迎えや子どもの預かりなど
の相互援助活動を行います。

継 養育支援訪問事業 こども支援課
　育児支援が必要な家庭に対し、必要に応じ家事援助を提供することで、保
護者が安心して子育てや治療等に専念することが可能となる。

　様々な理由で養育の支援を必要とする家庭に対して、子育てヘルパーを派
遣し育児や家事の援助を行います。

継
子どもの未来応援ネット
ワーク事業

こども支援課 　市内すべての子どもが等しく育つ環境の構築に取り組むもの。
　市内の子どもの貧困対策及び居場所づくりのため、こども食堂設置への補
助や学習支援等に取り組みます。

新 保育職就労支援事業 こども育成課 　保育職の確保に努めることにより、安心した子育て環境の充実を図る。
　慢性的に不足している保育士を確保し保育環境を整備するため、新たに就
職した保育士に対し一時金を支給するとともに、補助職員の雇用を支援する
ことで保育士の業務軽減を図ります。

継
ワーク・ライフ・バラン
ス推進事業

商工観光課
　働き方改革、特に女性の働きやすい環境を整備することで、安心して子育
てや介護、地域活動などに取り組める環境整備が図られる。

　安心して子育てや介護、地域活動などに取り組める環境をつくるため、男
女共同参画やワーク・ライフ・バランスに関する周知活動や普及に向けた取
組みを行います。

新
月舘学園小中一貫教育推
進支援事業

学校教育課
　タブレットを活用した英語教育や電子黒板での授業などＩＣＴ等の未来技
術を活用した特色ある取り組みを通して、確かな学力、豊かな心、健やかな
体といった知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」の習得が図られる。

　確かな学力、豊かな心、健やかな体といった知・徳・体のバランスのとれ
た「生きる力」を身に付けることを目指し、９年間の連続した英語教育、学
ぶ楽しさを実感するＩＣＴ教育、ふるさと伊達を学ぶ地域教育など特色ある
授業を行います。

新 通学合宿体験活動事業 生涯学習課
　通学合宿を通して、知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を身に付
けることにより、社会に貢献する自立した人材の育成を目指す。

　「生きる力」を身に付け、社会に貢献する自立した人間を育成することを
目指し、市内の全小学５年生を対象として、自分の生活を自分で律すること
のできる逞しさや知恵を身に付けるための通学合宿を行います。

継 教育相談事業 学校教育課
　子どもの立場と発育・発達の視点に立ち、全ての子どもに相応しい居場所
づくりを推進する。

　全ての子どもに相応しい居場所づくりを目指して、子どもの立場と発育・
発達の視点に立ち、小・中学校等にスクールカウンセラー及びスクールソー
シャルワーカーを配置し、相談体制を構築します。

新
障がい児保育費補助金事
業

こども育成課
　障がいの有無に関わらず効果的で質の高い保育環境を提供できるようにす
る。

　障がいの有無に関わらず効果的で質の高い保育環境を提供できるようにす
るため、障がい児を受け入れる保育所等について補助を行います。

継
青少年育成市民会議団体
支援事業

こども支援課
　将来地域を支える人材を育成するために、地域を知り愛着をもつための学
習の機会の創出と質の向上に取り組む。

　青少年の健全育成を図るとともに、自分が暮らす地域の魅力を再認識でき
るよう、作文コンクールや立志式、こども論語塾等を開催します。

継
学校地域支援連携（ス
クールコミュニティ）推
進事業

生涯学習課
　学校を地域のコミュニティの拠点として位置付け、様々なまちづくり活動
や文化・スポーツ・生涯学習などへの機会創出を図る。

　小学校にコーディネーターを配置し、地域と学校・家庭の連携を強化し児
童の健やかな成長を支援するとともに、小学校施設を利用した市民と児童の
交流・学びの活動を推進します。

新
高校生伊達な〝ミライ”
創出プロジェクト事業

地域振興対策室
　高等学校において、地域への課題意識や貢献意識を持ち、将来、地域なら
ではの新しい価値を創造し、地域を支えることのできる人材等を育成する。

　市内３つの高校に対し、地元の課題解決に向けた取り組みに対し支援する
とともに、関係する部署の市職員がアドバイザーとなることで、学生と協働
で地域振興に取り組みます。

　個々人や各家族での選択、価値
観を尊重・配慮しつつ、希望する
人には、出会いから結婚、出産、
子育てまでのプロセスの中で必要
とされる支援を提供することで、
結婚・出産・子育てがしやすい環
境の整備を行います。
　安心して子育てや介護、地域活
動などに取り組める環境をつくる
ため、市内企業における育児や介
護等による休暇取得促進と男女共
同参画及びワーク・ライフ・バラ
ンスを推奨する取組を支援しま
す。

　若い世代が結婚
し、安心して子ど
もを産みやすい、
育てやすい環境の
実現を目指しま
す。

結婚・出
産・子育て
応援プロ
ジェクト

2-1

２．おらほの子
育て日本一

～若い世代の結
婚・出産・子育
ての希望をかな

える～

2-2

社会に貢献
する人材育
成プロジェ
クト

　「生きる力」を
育む特色ある教育
や子どもの居場所
づくりを進め、社
会に貢献する自立
した人材の育成を
目指します。

　確かな学力、豊かな心、健やか
な体といった知・徳・体のバラン
スのとれた「生きる力」を身に付
けるため、特色ある教育を推進し
ます。
　学校だけでなく、地域住民、各
分野の専門家など、さまざまな主
体の連携により、子どもの居場所
づくりを進め、個性豊かな「感
性」を育むしくみを構築します。

2-3

ふるさとへ
の愛着と誇
り醸成プロ
ジェクト

　子どもたちが地
域を知り、愛着を
持つことができる
機会を創出すると
ともに、将来伊達
市を支える人材の
育成を目指しま
す。

　子育て・学校教育の段階から自
分が生まれ育つ地域、自分が暮ら
す地域の資源や人に触れる機会を
増やすなどして、ふるさとの魅力
を実感できる地域づくりを推進し
ます。
　学校を地域のコミュニティの拠
点（スクールコミュニティ）とし
て位置付け、さまざまなまちづく
り活動や文化・スポーツ・生涯学
習などを通じて、人々の結びつき
による地域づくりを行い、多くの
人が伊達市の魅力を伝え、高めて
いける地域づくりを進めます。
　地域課題の解決等の探求的な学
びを経験することで地域を支える
人材の育成を推進します。

【区分の凡例】
継：継続事業　組：既存事業を組み替えて実施する事業　新：新規事業　移：関連する施策を変更した事業



基本目標 プロジェクトの目標 プロジェクトの内容
事業
区分

事業名 担当課 期待されるプロジェクトへ与える効果等 主な取組内容（予定）プロジェクトの名称

継 健康運動習慣化支援事業 健幸都市づくり課

　元気づくり会及び健康運動教室・元気クラブの活動の普及を通して、市民
の健康寿命を延ばすとともに、高齢者の介護予防の推進を図る。健康寿命の
延伸については、これまでの取組み内容の効果検証を実施することで、より
効果的な取組みにする。

　元気な市民を増やすため、介護と生活習慣病の予防の対策として、身近な
地域で運動習慣化を推進する取り組みとして元気づくり会や健康運動教室等
を実施します。

組 だてな健幸ポイント事業 健幸都市づくり課
　市民の健康づくりに関する活動に対してインセンティブを付与すること
で、広く健康に対する意識づけを行うことができる。市民に運動習慣が普及
することで健康寿命の延伸が図られると考えられる。

　主に健康に関心がない市民に対し、インセンティブを付与して健康に関心
を持ってもらうため、福島県の健民パスポート事業を活用し、伊達市独自の
ポイント事業を実施します。

継
生涯活躍のまち加速化事
業

総合政策課
　首都圏等からの移住者も含めた多様な世代の市民が元気に暮らせるまちの
実現を目指す。

　高子北地区において首都圏等からの移住者を中心に、多様な世代の市民が
元気に暮らせるまちの実現を目指すとともに、首都圏に移住相談窓口を設置
し移住希望者へのアプローチを行います。

継
地域づくり計画策定事業
（地域自治組織推進事
業）

市民協働課
　今後必要とされる中山間地域における小さな拠点や中心市街地におけるコ
ンパクトシティーにおいて、住民自治の核として地域自治組織の活躍が期待
されている。

　各地域自治組織のありたい姿や目標、地域の課題解決等の事業を明確化す
るための地域づくり計画の策定を支援します。

継 共助社会構築推進事業 市民協働課
　地域の中で多様な世代が世代間交流を通じて共生できる環境作りを目指し
て、共助の理念に基づく住民同士の助け合いを普及させる。

　地域内でお互い支え合う仕組みを構築するため、３地区で実施したモデル
事業検証を踏まえ、全市展開を図ります。

継 支え合い交通事業 総合政策課
　世代間交流を通じた共生できる地域づくりを進める中で、地域の足の確保
を図る。

　世代間交流を通じた共助社会づくりの中で、住民同士の支え合いにより地
域の足を確保するための仕組みの構築を図ります。

組
地域包括ケアシステム推
進事業

高齢福祉課
　地域包括ケアシステムの機能強化により、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の整備が図られる。

　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の整備を図るた
め、チームオレンジの設置をはじめとする地域包括ケアシステムの機能強化
を行います。

継

阿武隈急行沿線地域の広
域連携と新たな観光資源
創出事業・公共交通等利
用促進参画事業

総合政策課
　「誰にでも分かりやすく、使いやすい地域公共交通網」の構築による、公
共交通機関の活用を目指す。

　阿武隈急行の利用促進及び新たな観光資源を創出するため沿線自治体が連
携して実施する各種イベントを行う阿武隈急行沿線開発推進協議会での取り
組みをはじめ、公共交通の確保について関係自治体と連携して取り組みま
す。

継
地域公共交通網形成計画
策定・推進事業

総合政策課
　地域公共交通網形成計画の策定により、利便性が高く持続的な地域公共交
通ネットワークの形成を図る。

　地域公共交通網形成計画、地域公共交通網再編実施計画を策定し、利便性
が高く持続的な地域公共交通ネットワークの形成を図ります。

３．せっかくど
うもない

～生きがいを
もって暮らす地
域共生社会をつ
くる～

3-1

元気な市民
の生涯活躍
プロジェク
ト

　市民が住み慣れ
た地域の中で元気
に住み続けられ、
それぞれの能力を
発揮でき、生きが
いを感じながら暮
らすことができる
地域社会の実現を
目指します。

　健幸都市の取組や介護予防の推
進などを通じて健康寿命を延ばす
とともに、高齢者が住み慣れた地
域の中で元気に住み続けられる環
境を整備します。
　多様な世代の本市への移住や二
地域居住を推進し、移住者はもと
より市民にとっても生涯活躍で
き、地域が家族になるまちづくり
を進める「伊達市版生涯活躍のま
ち」について、実現を目指しま
す。

3-2

ともに紡ぐ
協働のまち
づくりプロ
ジェクト

　市民と行政が協
働するまちづくり
を進めるととも
に、世代間交流な
どを進め、共助に
支えられた地域社
会の実現を目指し
ます。

　地域の中で基礎的な生活機能を
維持するとともに、それぞれの地
域で多様化する課題に対応するた
め、市民と行政が役割分担をしな
がら地域課題に向けて協働して取
り組める体制を整備します。
　地域の中で世代間交流を進め、
地域ぐるみでの子育てや高齢者の
見守りなど、地域におけるさまざ
まな縁を通じたつながりや共助な
どに支えられた社会を形成しま
す。

3-3

連携による
持続可能な
地域づくり
プロジェク
ト

　日常生活を支え
る公共交通網を整
備するとともに、
地域内外の連携を
進め、持続可能な
地域づくりを目指
します。

　市民の生活の足を確保するとと
もに、地域外との連携、交流を進
めるため、利用しやすく持続可能
な公共交通網を整備します。
　近隣市町村との連携を強化し、
共通する施策をより効率的に推進
していきます。

【区分の凡例】
継：継続事業　組：既存事業を組み替えて実施する事業　新：新規事業　移：関連する施策を変更した事業


