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4.2 取組方針 

目指す姿を実現していくため、健幸都市の取組をベースに、豊かな自然や歴史資源、地域

コミュニティを活かしながら、健康づくり、農業を中心とした雇用の場の創出、魅力の向上、

地域包括ケアシステムと連携した安心して生活ができる環境づくりにより、市民・移住者が

生きがいをもって暮らせるまちづくりを以下の３つの柱を中心に進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22 伊達市版生涯活躍のまちの概念図 

 

地域が家族になる 

健幸なまちづくり 

心のよりどころとなる 

安心と地域への誇りづくり 

健幸なまちづくり 

自然の恵みを活かした 

生業・生きがいづくり 

基本的な考え方と取組方針 

自自然然のの恵恵みみああふふれれるる桃桃源源郷郷  健健幸幸都都市市  伊伊達達 

～～““せせっっかかくくどどううもも””でで紡紡ぐぐ心心ののゆゆととりり  地地域域がが家家族族ににななるるままちちづづくくりり～～ 

伊達市の資源 

健幸都市の取組 豊かな自然の恵み 地域自治組織との協働体制 

首都圏等からの好アクセス 子育てしやすい環境 紡がれる歴史 
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市民・移住者が共に助けあうまちづくりにより暮らしやすい環境を実現 

地域での健幸づくりの充実 

（１）地域が家族になる健幸なまちづくり                          

本市にある各種のコミュニティ形成の取組、“せっかくどうも”のあいさつに代表される、

感謝や思いやりの心を下地として、各地域で多世代の交流、共助の取組を通じて「地域が家

族になるまちづくり」を進めていきます。 

具体的には、各地のいきいき・ふれあいサロン等の取組に加え、交流館や既存の公共施設

等を活用するなど健幸都市（スマートウェルネスシティ）の取組における健康に関する啓発、

食事や運動指導、地域包括ケアシステムと連携した介護予防のほか、就農・地域活動への参

加、交流等による健康づくりを推進し、移住される方、本市に縁やゆかりのある方が地域に

参加できる取組を進めていきます。 

 

●取組例 

• 空き公共施設や空き家・空き店舗などの既存施設の改修等による、住民の身近な運動、

交流の場となる「ウェルネスサロン」等の整備 

• 高子沼、霊山をはじめとしたウォーキングコース、総合運動公園での運動などと連携

した健康づくり、ウォーキングロードの整備 

• 高齢者向けの住まいの整備にあたり、子育て支援施設を設けるなど、多世代の交流を

促し、高齢者の就労の場ともなる環境を確保 

• 市内各地域の交流拠点の充実（各地域自治組織等が運営する交流館、掛田まちなかサ

ロン“Yottemi”などに代表されるまちなか交流施設、里山学校、飲食店、産直施設、

地域包括支援センターほか）によるコミュニティ形成、地域内循環を高める就労支援

や共助ポイントの導入などの仕組みづくり 

• 本市にゆかりのある方への情報発信、地域内共助の仕組み（共助ポイント等）、地域

の歴史を活かした生涯学習、地域住民の参加による観光拠点づくり、イベント開催 

 

 

 

 

 

 

（２）自然の恵みを活かした生業・生きがいづくり                     

本市の名産であるあんぽ柿や桃・ぶどう・りんご等をはじめとした果実栽培を継承し、か

つ都市住民が収穫や加工、商品化など、体力やノウハウなどに応じた参加が可能となるよう、

就農、体験農業、繁閑に応じた部分的な就農など、多様な参加形態とその斡旋の仕組みを構

築していきます。若者、アクティブシニアに対しては、本格的な就労・就農が可能となるよ

う、人材育成を図る仕組みを充実するほか、農産物の加工販売の担い手確保など、基幹産業

として持続可能な農業を目指すとともに、地産地消による自然豊かな暮らしを実現していき

ます。 

また、福島、仙台、東京等への交通アクセスのよさ、住宅地における農地・里山の存在を

活かし、田舎暮らしを希望する都市住民に対し、菜園と合わせた住宅の提供など、緑の中で

のゆとりある暮らしを提供していきます。 
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地域産業の振興と移住者の働く場の確保の好循環による移住定住の実現 

ゆとりある暮らしを志向する方への移住の魅力向上 

医療介護等の安心できる生活環境の構築による移住定住の実現 

歴史を介した生涯学習による生きがい創出、誇りの醸成による定住促進 

 

●取組例 

• 就農を希望する移住者への PR、本市の基幹産業である果樹栽培等における移住者や地

域の農業後継者に対する就農・継続営農に対する指導・支援およびその体制を構築 

• 菜園付の住まいを希望する移住者、市民へのシェア農園の提供 

• 果樹園等での収穫や加工体験を組み込んだ観光ツアーやお試し移住ツアーの商品化 

• りょうぜん里山学校等を活用した「健康の森」づくり、自然環境・既存施設を活用し

た「ヘルスツーリズム」、観光農業等の促進 

• 登山やハイキングなどの活動の充実による観光、市民の健康づくり、これらを契機と

した地域の大学との連携による子どもの体験学習 

• 移住者や二地域居住者、観光客を呼び込む情報発信の充実、これらを中心となって行

う担い手の育成 

 

 

 

 

 

（３）心のよりどころとなる安心と地域への誇りづくり                   

市内および周辺の拠点病院と地域医療機関、介護事業者等との連携による地域包括ケア体

制の充実を図り、これらの連携体制によって移住者を含め地域の方が安心して生活し続けら

れるサービスを提供するほか、移住後の暮らしの相談、生活支援、見守りの充実を図ってい

きます。 

伊達氏ゆかりの地であることは、市民の心のよりどころ、住んでいる地域への愛着、誇り

を形成するものです。こうした歴史を知ること、歴史を介した生涯学習や観光などの活躍の

場づくりを図っていくことが、移住定住にもつながるものとなります。 

 

●取組例 

• 北福島医療センターの機能拡充、地域医療介護機関、地域団体等との連携により安心

して住まえる環境を整備 

• 高齢者向け住まいの新規整備や、空き家の活用を含めた住まいと移住希望者とのマッ

チング体制の充実 

• 地域の医療・介護機関や地域団体等と連携した在宅医療介護、見守り等の充実 

• 子育て支援体制の充実 

• 歴史を介した生涯学習や観光などの活躍の場づくり 
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4.3 拠点の考え方 

健幸都市基本計画、都市計画マスタープランにおいて、健康づくり拠点（ベース／サテラ

イト／サロン）の整備や高齢者向け住まい、健康意識の醸成をはじめとした取組とその拠点

を位置づけています。介護保険事業計画では、市内を４つの日常生活圏域に区分して地域包

括ケアサービスの提供を行うこととしています。 

これらを踏まえつつ、各地域の特徴に応じて、市内５箇所に拠点を配置し、来訪者、移住者

の拠点となる交流の場とその運営体制を構築し、公的住宅の活用、空き家バンクの取組等を

通じて高齢者等移住者が暮らしやすい環境を確保していきます。なかでも、以下の地域別の

拠点を想定して取り組みます。 

 

① 市街地の利便性と安心感を求める方 （々市内及び周辺自治体等比較的近隣の地域におけ

る高齢者・子育て世帯及びＵターン希望者等）に対して医療介護の安心と健康づくりや

菜園生活を提供する地域 

② 自然環境豊かな地域への移住を希望する方 （々大都市圏のアクティブシニア及び就労・

就農希望者等）に対して里山を中心とした農的暮らしと交流、生きがいづくりを提供す

る地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23 拠点配置 

医療介護環境の充実を基礎とした 
安心なコミュニティづくり 
【☞伊達地域：北福島医療センター周辺地区】 
【☞保原地域：高子地区、商店街】 

豊かな自然環境、農業を活かした 
参加型コミュニティづくり 
【☞霊山地域掛田地区】 
【☞梁川地域白根地区】 
【☞月舘地域】 
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桃畑 

梁川八幡神社 

第５章 地域別の取組事項 

 

5.1 伊達地域 

●地域の特徴 

住宅、商業、工業等の各種機能が集積する市街地であり、

JR 伊達駅や国道４号などの交通アクセスもよく、現在も宅

地開発等が進むほか、愛宕山からの信達平野の眺望を活か

したトレッキングなど、都市的利便性と医療介護の安心、

健康づくりの取組の可能性があります。こうした資源を活

かした移住定住を進めていくことが必要です。 

 

●今後の検討事項 

 地域の特徴を踏まえ、今後、下記事項等を検討の上、伊達地域の生涯活躍のまちの形成を

図っていきます。 

・北福島医療センター周辺を健幸都市づくりの核となる「健康医療拠点」として、既存医

療センターとの連携、新たな医療・健康増進機能の導入 

・既存施設（交流館等）を活用した身近な運動や交流の場となる「ウェルネスサロン」、

地域ごとの拠点となる「ウェルネスサテライト」を形成 

・箱崎地区の医療施設の既存機能の回復とともに、新たな健康医療施設の集積を促進 

・愛宕山や史跡名勝、桃畑や阿武隈川の白鳥の飛来地等を回遊する遊歩道のネットワーク

づくり 

 

5.2 梁川地域 

●地域の特徴 

伊達氏の本城が築かれた地域であり、養蚕業が盛んであっ

た地域の歴史、あんぽ柿や伊達鶏などの名産物や、また美術

館が立地しているといった歴史文化資源を活用しながら、空

き家だけでなく、空き店舗や空き地が増加している状況を踏

まえ、増加している空き家等を活用した地域の交流拠点の整

備や住まいの確保、健康づくりを進めていくことが必要です。 

 

●今後の検討事項 

 地域の特徴を踏まえ、今後、下記事項等を検討の上、梁川地域の生涯活躍のまちの形成を

図っていきます。 

 ・伊達氏の本城、養蚕業等の歴史、あんぽ柿や伊達鶏などの名産物や文化資源を活かした交流

拠点の形成 



25 

つつこ引き祭り 

名峰「霊山」 

・既存施設を活用し、身近な運動や交流の場となる「ウェルネスサロン」の整備とともに、

地域ごとの拠点となる「ウェルネスサテライト」を整備 

・やながわ希望の森公園や歴史的な城跡・寺社、広瀬川の水辺などを結ぶ遊歩道等のネッ

トワーク形成 

・「健幸都市」のモデル地区として、様々な取組を推進してきた梁川地域白根地区を中心

とした健幸都市構想の発展 

・梁川病院など福祉・医療関連施設との連携強化による地域医療体制の充実 

 

5.3 保原地域 

●地域の特徴 

阿武隈急行が伸び、商業店舗や行政機関が集積するほか、

ニット製造業、電気・食品関連の企業が集積する工業団地

が立地しています。住宅団地の集積と桃の生産地としての

ブランド、保原総合公園をはじめとした各種公園や高子沼

等の親水空間があり、地域の祭り（つつこ引き祭り）など

の歴史文化資源もあり、こうした資源を活用した交流、就

農、健康づくりを進めていくことが必要です。 

 

●今後の検討事項 

 地域の特徴を踏まえ、今後、下記事項等を検討の上、保原地域の生涯活躍のまちの形成を

図っていきます。 

 ・保原総合公園を拡充整備し、健幸都市に関する理解を深め、行動につなげる健康づくり

の全市的な拠点となる「ウェルネスベース」を整備 

・既存施設を活用し、身近な運動や交流の場となる「ウェルネスサロン」の整備とともに、

地域ごとの拠点となる「ウェルネスサテライト」を整備 

・中心市街地に立地する既存の医療施設は、身近に利用できる医療機関として既存機能維

持を図るとともに、新たな施設の集積を促進し、地域医療体制を充実 

・就農促進に向けた指導助言体制、農家と移住者のマッチング体制の構築 

 

5.4 霊山地域 

●地域の特徴 

阿武隈山系の丘陵地に位置し、豊かな自然環境に恵まれ、

林業や農業の集落が点在するほか、福島市と相馬市を結ぶ

結節点として栄え、紅彩館やこどもの村等のレクリエーシ

ョン施設が充実するほか、掛田地区には、交流拠点「掛田

まちなかサロン“Yottemi”」を核にした地域づくりが行われ

ています。 
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つきだて花工房 

こうした地域資源を活用して、地域のコミュニティづくり、健康づくりとともに、地域産

業の振興を図っていくことが必要です。 

 

●今後の検討事項 

 地域の特徴を踏まえ、今後、下記事項等を検討の上、霊山地域の生涯活躍のまちの形成を

図っていきます。 

・掛田地区は「健幸都市」のモデル地区として整備された、高齢者専用住宅、コミュニティ

道路、ポケットパーク及びウェルネスサテライトなどの利活用を高め、イベント開催等の

取組と併せて健幸を基軸としたまちづくりを推進 

・既存施設を活用し、身近な運動や交流の場として整備された「掛田まちなかサロン

“Yottemi”」や地域拠点である「ウェルネスサテライト」を活用し、地域コミュニティづ

くり及び健幸づくりを推進 

・広域医療機関や福祉・医療関連施設との連携強化による地域医療体制の充実 

・霊山高原一帯の豊かな自然環境や既存施設等を有効活用した「霊山高原構想」の検討を図

り、健康への投資活動（健康の回復・維持・増進）につながる拠点整備を推進 

 

5.5 月舘地域 

●地域の特徴 

本市の南部に位置し、豊かな自然環境に恵まれ、林業や農業の集落が点在するほか、養蚕

機織発祥の地として栄えた地域です。 

農業が主力産業であり、つきだて花工房や月舘森林公園

等の交流施設が充実するほか、御幸山や女神山等の緑豊か

な山々に囲まれた昔ながらの里山の原風景が残されていま

す。 

こうした地域資源を活用して、都市と農山村地域の交流

が活発に行われており、今後は、小中一貫校を整備し、地

域の振興を図っていきます。 

                             

●今後の検討事項 

 地域の特徴を踏まえ、今後、下記事項等を検討の上、月舘地域の生涯活躍のまちの形成を

図っていきます。 

・つきだて花工房周辺においては、都市と農村の交流を促進するクラインガルテン（滞在

型市民農園）や月舘運動場の機能強化 

・市内で初めて、月舘中学校と月舘小学校及び小手小学校を統合した「月舘小中一貫校」

を通じた教育環境の充実 

・市内外の手工芸品等の手づくりクラフトをテーマとした「モノ作りびとフェア」を開催 

・これらを契機とした大学、地域等が連携した、移住者等を含む子どもの体験教育や生涯

学習の推進 
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目標像の実現に向けては、既存の公的住宅や空き家、高齢者向け住まいの活用を図りつつ、

街なかでの民間事業者による住宅整備と合わせ、医療介護と連携した住まいを整備し、移住

者の呼び込み、市民の定住を促進していきます。 

このほか、高齢者の活躍の場の確保及び地域産業の維持につながる雇用の場と就労希望者

とのマッチング、人材育成を図る体制を農業ほか関連団体と連携して構築していくとともに、

地域住民の交流、商店街をはじめとした生活機能の維持向上、住民の生きがい創出を図るた

め、大学や地域団体（商工会、観光団体等）と連携した生涯学習や地域コミュニティづくり

を図ります。 

上記の活動は多岐にわたるため、これらを実践する場の形成、情報発信等の体制について

は、民間事業者と市、関係機関による「伊達市版生涯活躍のまち運営推進協議会（仮称）」を

組織して、事業の進捗状況を共有し、必要な施策を産学官連携で講じていくものとします。 

 

●取組を支える体制の例 

• 医療介護と連携した住まいの整備に向けた事業者の募集 

• 健康づくりを促す「健幸ポイント」に加え、地域ぐるみの高齢者見守りネットワーク

の充実、意識啓発、生活の助けあい等を促す「共助ポイント」制度の構築、アダプト

活動団体１の認定等の活動支援制度 

• 健康増進の意識啓発、住民の活動への参加を促す普及啓発、ソーシャルビジネスの支

援、運動・スポーツ、食育等の活動体制 

• 地域公共交通の充実（デマンドタクシーの増発や利便性・サービスの向上等） 

• 各種取組の運営調整を図る相談、マネジメント体制の構築 

• 首都圏等に向けた本市の魅力の情報発信、お試し居住による体験の促進 

                            
１
 道路の緑化・清掃等の活動を行う団体や企業などを認定し、苗を提供するなどの支援を行う。 

第６章 実現に向けて 

6.1 体制構築 
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図 24 体制イメージ 

 

6.2 取組の評価 

目標像が実現した姿を見据え、取組の PDCAサイクルを管理していく際の重要業績評価指標

（KPI）として、伊達な地域創生戦略と同様の指標を採用します。 

表 4 重要業績評価指標（KPI） 

KPI 
現状値 

〔平成 26年度〕 
目標値 

〔平成 31年度〕 

運動習慣者の割合 23.07％ 30.00％ 

元気づくり教室、健康運動教室等への参加人数 1,748 人 2,650 人 

生涯活躍のまちの選定箇所 － 延べ１箇所以上 

生涯活躍のまちにおける雇用者数 － 延べ 20人以上 
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6.3 今後の取組 

 

 体制構築とあわせて、伊達市版生涯活躍のまちの実現に向けて、以下のような活動を具体

化していきます。 

 

（１）生涯活躍のまちの拠点とその運営者の選定                      

本構想における市内の拠点配置を鑑み、移住者の受け皿となる住宅や医療介護、地域活動

の拠点を確保すべく、市がまちづくりの担い手となる民間事業者の公募を行い、関係機関と

の連携体制の協議調整を図っていくことを検討します。 

新たな住宅整備が予定されている高子北地区での事業化、その他の地域での既存の拠点活

用を基本とした必要な機能・体制の充実方策を検討します。 

 

（２）農業の担い手育成                                 

本市の基幹産業であるとともに、本市の魅力を形成しているあんぽ柿や桃・ぶどう・り

んご等の果樹生産をはじめ、稲作や畑を耕作している農家においては、全国的な動向と歩

みを同じくして後継者の不足が顕在化しています。これら本市の名産、豊かな農園景観の

維持には、収穫期のほか、手間を要する作業が必要であり、その担い手の育成が急務です。 

一方、農家は家族経営が中心で人材育成にかける時間や人手がなく、そのノウハウも不

足していることから、移住者や農家の後継者に対する指導人材の充実等を図っていきます。 

 

（３）果物等の加工販売へのノウハウある人材のマッチング                 

本市の果樹生産の強みを活かした６次産業化の推進等を図るため、生産から加工、販売

までを担う農業生産法人等に対し、ノウハウを持つアクティブシニアや就農を希望する若

者の就労を促進する人材育成のための研修支援、加工販売のための事業所設置・改修への

助成、就労斡旋のための職業紹介を生涯活躍のまち運営推進法人が担えるような規制緩和

の適用も検討していきます。 

 

（４）農的な暮らしを実現するシェア農園の整備と管理                   

本市への移住者は、豊かな田園や里山に恵まれた本市の環境に惹かれ、菜園での農作業

をしながらゆとりある暮らしを送りたいアクティブシニアや自然豊かな環境で伸び伸びと

子どもを育てたい子育て世帯が多く見込まれます。こうしたニーズに応えるため、後継者

が不在となった市内の耕作放棄地を所有者から共同で購入もしくは賃借し、菜園として活

用しやすくする制度、仕組みを検討します。 

 

（５）移住促進に向けた情報発信の充実                          

東京圏等への本市の魅力の情報発信として、地域の生活環境や、就農体験、子ども向け

の体験学習、山歩きなどの地域の魅力を実際に感じてもらうお試し居住や市ホームページ
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などを活用した情報発信方策を検討、地域の魅力発信の担い手育成とあわせて取り組んで

いきます。 

 

（６）多世代交流の充実                                 

里山や農園等での体験学習、ウォーキングやトレッキングなど、子どもから学生、大人、高

齢者までが参加、あるいは活動の担い手となる取組を通じ、多世代の交流を推進していきます。

ウェルネスサロンの各地域での整備や子育て支援への高齢者の担い手としての参加なども含め、

地域が家族になるまちづくりに向けた活動を推進していきます。 

 

6.4 今後のスケジュール 

 

今年度（平成 28 年度）の本構想の策定後、平成 30 年度中の先駆的な拠点整備への着手を

目指し、生涯活躍のまち構想に関する地域再生計画の認定を国に申請。事業者の公募を経て、

事業計画を取りまとめ、事業化を図っていきます。 

 

表 5 今後のスケジュール案 

 

 

 

 




