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●福島県中通りの北部に位置
・福島市、伊達市、伊達郡国見町、宮城県

白石市と隣接し、車で30分圏内
●桑折町人口 12,046人
・隣接市町村総人口 408,507人
（平成29年6月1日現在）
●面積42,97㎢

●自動車部品製造業などの優良企業が集積
●町民の雇用確保や地域経済の活性化に貢献

２

屋内温水プール・多目的スタジオ「イコーゼ！」

桑折町立醸芳幼稚園

公立藤田総合病院

（１）桑折町の位置

（２）桑折工業団地

（３）公共施設や医療機関

桑折町醸芳保育所

桑折町立醸芳幼稚園

桑折町立醸芳小学校

桑折町立睦合小学校

桑折町立半田醸芳小学校

桑折町立伊達崎小学校

桑折町立醸芳中学校

桑折町役場本庁舎・分庁舎

保健福祉センター「やすらぎ園」

屋内温水プール・多目的スタジオ「イコーゼ！」

遊学館　よも～よ（図書館）

地区公民館（4カ所）

文化記念館（旧伊達郡役所・種徳美術館）

福島北警察署桑折分庁舎

伊達地方消防組合中央消防署西分署

遠藤内科医院

まつもとクリニック

井上内科クリニック

菊池歯科医院　　　島貫歯科医院

斉藤歯科医院　　　馬場歯科医院

トオル歯科医院　　田中歯科医院

鈴木歯科医院         さとう整形外科クリニック

宿泊研修
施設

うぶかの郷

保育所
・

幼稚園

学校

官公署等

※車10分圏内に公立藤田総合病院、30分圏内に総合病
院など多数あり

病院



①半田山自然公園
●半田山と半田沼を中心とする「半田山自

然公園」は、四季を通じて楽しめる憩い
の場（お花見、トレッキング、キャンプ、
BBQ など）

●「ふくしま緑の百景」にも選定
●遅咲きの桜の名所（例年ゴールデン

ウィークごろが見頃）
●近年では、恋人たちの縁結びスポットと

しても人気（11月～5月中旬ごろに、山
頂付近から半田沼を見下ろすと、ハート
の形に見える）

●本町、西町、北町、上町、追分の5つの商店会には、飲食店や花屋、菓子店、精肉店、
美容院、金融機関などの店舗あり

●スーパーや大型ドラッグストア…３店舗（ブイチェーン、コープマート、ウェルシア）
●ホームセンター（ダイユー8） ●大型衣料品店（しまむら）
●コンビニエンスストア…4店舗
※隣接市町村の車３０分圏内にも多数店舗（イオン、ヨークベニマル など）あり

３

＜桑折町と福島市、東京都（江東区）との家賃（アパート）などの比較＞

※江東区の面積39.99㎢

桑折町 福島市 東京都（江東区）

家賃
（2LDK）

約53,000円～56,000円 約57,000円～87,000円 約140,000円～175,000円

※築年数15年以内、最寄駅徒歩15分以内

地代

1坪あたり約30,000円
～95,000円

1坪あたり約55,000円
～257,000円

1坪あたり約1,016,000円
～1,699,000円

※1㎡あたりの単価に3.3を乗じて積算 ※千円未満切り捨て

（４）お店の情報

（５）住まいの情報

（６）お出かけスポット情報



②産ヶ沢川のほとりのホタル
●県内有数の観光スポット
●最盛期には、一晩で数千匹のゲンジボタルが乱舞
●町内の宿泊研修施設「うぶかの郷」が鑑賞スポッ

トの１つ（毎年、たくさんのお客さまが来場）

③屋内温水プール・多目的スタジオ「イコーゼ！」
●屋内温水プールは、中学生以下は当分の間無料で利用可能
（東日本大震災の影響による）
●屋内遊び場…多目的プレイルーム（小学生以下）、ベイビーズルーム（3歳以下）

④桑折町民研修センター「うぶかの郷」
●日帰り入浴も可能な宿泊研修施設
●町内産生鮮野菜や果物、ふるさと産品の販売だ

けでなく、季節ごとのイベントなども開催

他にも、「町民運動場」や「町民体育館」、「テニスコート」、「種徳美術館」、
「ふれあい公園」など、年齢問わず楽しめるスポットが多数あり

４



●子ども医療費を助成（0歳～18歳） ●幼稚園給食費を無料
●多子世帯の保育所保育料、幼稚園授業料を減免
●幼稚園、小中学校の入園・入学祝い品として、制服を贈呈

例えば……
子ども3人（中学生1人、幼稚園1人、保育所1人）の場合。

●保育所保育料
（小学校就学前の範囲において、最年長の子どもから順に2人目半額、

3人目以降無料）
・月額……17,500円 通常：35,000円

国基準：約44,500円

●幼稚園授業料
（最年長の子どもから順に2人目半額、3人目以降無料）
・月額………2,950円 通常：5,900円

国基準：25,700円

合計月額 20,450円 通常：40,900円
国基準：70,200円

※保育所保育料、幼稚園授業料ともに、市町村民税額に応じて月額が決定
されます（保育料35,000円以下、授業料5,900円以下）。上記は最大
額で表記してあります。

幼稚園での制服贈呈式

国の基準と比較すると、
49,750円も負担軽減！

５

（１）支援制度



●保健福祉センター「やすらぎ園」
●屋内温水プール・多目的スタジオ「イコー

ゼ！」
●遊学館「よも～よ」（図書館）
●桑折町児童館
●むつあい、はんだ、だんざき子どもクラブ
（放課後児童保育）
●子育て世代包括支援センター「すくすく」
●地域子育て支援センター（「イコーゼ！」

内ベビールーム、キッズひろば）

地域子育て支援センター

「イコーゼ！」内の屋内遊び場

子育て支援包括センター「すくすく」

●0歳～15歳の義務教育修了時までの子どもの成長を見据えた教育
●桑折町こども園による一貫した保育・幼児教育を実施

●保育所では、待機児童数0名を維持

●電子黒板、デジタル教科書等ＩＣＴを活用した学習活動

●特別支援教育支援員、英語指導助手、英語指導協力員の配置

●平和学習の推進（「広島平和記念式典」、「長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典」へ
の代表児童の派遣）

●姉妹都市（ケンタッキー州エリザベスタウン）との国際交流
●桑折学習塾の開催（教員ＯＢや大学生、進学塾講師の指導のもと土曜に無料開催）

●屋内温水プールを利用した水泳授業

桑折学習塾 小学校での制服贈呈式屋内温水プール

長崎平和学習への派遣

６

（２）子育てに関する施設や事業

（３）特色ある教育

エリザベスタウンでの国際交流



●桑折町若者定住促進事業補助金
・新たに桑折町内に住宅（中古住宅を含む）

を新規取得された方に最大60万円
・県外移住者には、さらに最大60万円の加算あり

●桑折町若者定住者向けＪＲ通勤補助金
・桑折町内からＪＲ通勤をされる方に月額上限

5,000円

●桑折町住宅用再生可能エネルギーシステム設備等
設置費補助金

●桑折町合併処理浄化槽設置整備費補助金

●新規農業者活動支援・新規就農農業後継者支援事業（意欲ある農業の担い手、後継者の
育成・支援）

●創業者支援事業（町内で創業を希望する人への支援）

●就職相談

７

（１）住まいに関する支援

（２）仕事に関する支援



⑴ＪＲ桑折駅を有し、ＪＲ東北本線と東北新幹線及び国道４号線と東北自動
車道が縦貫

ＪＲ桑折駅の利用風景

●ＪＲ東北本線

桑折福島 仙台

＜ 約13分 ＞ ＜ 約60分 ＞

●ＪＲ東北新幹線

桑折 福島 東京

＜ 約13分 ＞ ＜ 約90分 ＞

●車の場合

桑折 国見IC 仙台

桑折
福島飯坂

IC
東京

ＪＲ仙台駅前

ＪＲ福島駅前 国道4号＜約5分＞ 東北自動車道
＜約45分＞

東北自動車道
＜約210分＞

県道＜約20分＞

⑵平成３２年度中に東北中央自動車道（相馬福島道路）の本町区間が開通
予定

相馬福島道路の桑折高架橋完成イメージ

●常磐自動車道と東北自動車道を結ぶ約45㎞
の道路（無料）

●相馬方面、米沢方面へのアクセス強化
●（仮称）国道4号線IC ― （仮称）福島

北JCT（2.0㎞）が開通予定
が開通予定

●東北新幹線の上を高架橋が通過（桑折高架橋）
●広がりある観光周遊ルートの形成により、交流人口

の拡大や広域的な拠点形成を目指す
８

相馬福島道路平面図



●平成6年から24年連続で、皇室・宮家へ献上

●平成27年には、天皇皇后両陛下が町内の桃農家を視察

●平成28年4月には、【献上桃の郷】商標登録認定

●桑折町で誕生した青りんご「王林」

●半田銀山そば

●純米吟醸「辛口桑折」

●桑折プレミアムウェスタンバーガー など 特産品も多数あり

９

（１）高品質な桃の産地

●「至福の桃ソルベ」や「至福の桃グミ」も大好評

町産桃「あかつき」の果汁を使った6次化商品

他にも…
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●仙台藩伊達氏発祥の地であることから、伊達氏関連の歴史遺産が存在

●かつて、奥州・羽州街道が交わる要所として、宿場町を形成

●朝ドラ「あさが来た」で、ディーン・フジオカ演じた五代友厚が経営に
携わっていた半田銀山もあった

伊達家より
使用許可済

●明治１６年の当時としては珍しい、
洋風建築物

●国の重要文化財に指定
●隣にある「種徳美術館」とともに、

桑折町の文化のシンボル

●長野県の諏訪大社に倣った御柱祭
●御柱となる大木を町民らで曳き歩く姿が

圧巻
（直径１ｍ、全長16ｍ、重量16トン）
●毎年、夏に祭りを開催

（２）歴史と文化

旧伊達郡役所 種徳美術館

７年に１度の諏訪神社御柱祭

●室町時代から昭和までの日本画を中
心に収蔵

●県重要文化財指定の桃山時代の優品
をはじめ、多数の作家の作品を収蔵

●３ヶ月ごとにテーマを設けて展示替
えを実施



献上桃の郷ＢＢＱフェス

●桃の花が一面に咲き誇る桃畑内で開催

若者向け野外イベント

●有名アーティストが出演する「こおり満福まつり」

●東日本のご当地バーガーが一堂に会する「ふくしまバーガーサミット」など

献上桃の郷モニターツアー

●仙台圏の消費者を対象とし、選果場の
見学や桃のもぎ取り体験、「こおりマ
ルシェ」などを開催

モニターツアーＢＢＱフェス

こおり満福まつり バーガーサミット

11

町の魅力・知名度を町内外、さらには県外にもＰＲでき
るように各種交流イベントを開催
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分野 支援制度名 内容 担当課

1 住まい 桑折町若者定住促進事業補助金

①対象：申請日において、申請者または配偶者が45歳未満で、町内に新たに住宅を取得
（新築や購入、建替え）、または新たに住宅リフォーム（400万円以上）を行い、平成29年
4月1日以降に入居した人。
②内容：補助基本額…住宅取得（30万円）、住宅リフォーム（20万円）

加算額…町内建築業者利用（10万円）
県外移住者が住宅を取得した場合（最大60万円）

政策推進課
024-582-2115

2 住まい
桑折町住宅用再生可能エネルギー
システム設備等設置費補助金

①対象：住宅用太陽光発電システム、定置用リチウムイオン蓄電池システム、バイオマス
燃料ストーブ設備を新たに導入した人。
②内容：
・住宅用太陽光発電システム…1kwあたり3万円で、最大4kw（上限12万円）
・定置用リチウムイオン蓄電池システム…1kwあたり2万円で、最大5kwh（上限10万円）
・バイオマス燃料ストーブ設備…設備本体及び当該設備の設置に要する経費の総額に5分の
1を乗じて得た額（上限5万円）

環境対策課
024-582-2123

3 住まい
桑折町合併処理浄化槽設置整備事
業補助金

①対象：新たに合併処理浄化槽を整備する人
②内容：
⑴合併処理浄化槽設置に伴う補助（332,000～548,000円）
⑵単独処理浄化槽の完全撤去に伴う補助（30,000～45,000円）
⑶汲み取り便槽の完全撤去に伴う補助（30,000円）

上下水道課
024-582-1100

4 仕事
新規農業者経営活動支援、新規農
業後継者支援事業

①対象：農業担い手、農業後継者
②内容：意欲ある担い手、農業後継者の育成・支援のため、町独自の支援金を交付する。

産業振興課
024-582-2126

5 仕事 創業者支援事業
①対象：新たに町内で創業を希望する人
②内容：創業に関する相談窓口を設置し、創業支援に関する一元化された情報を提供する。
また、町商工会や町内金融機関とも連携して創業支援を行う。

産業振興課
商工観光推進室
024-582-2126

6
結婚
出産
子育て

子ども医療費助成制度
①対象：桑折町内に住所のある0歳から18歳（高校3年生相当）までの子どもの保護者
②内容：入院・通院に係る保険診療分の一部負担金と入院時における食事療養費、補装具
等の費用を助成する。

保健福祉課
024-582-1133

7
結婚
出産
子育て

幼稚園給食費無料事業 ①対象：桑折町立醸芳幼稚園に通園している子どもの保護者
②内容：年額30,000円程度の幼稚園給食費を公費で負担する。

子育て支援課
024-582-2403

8
結婚
出産
子育て

多子世帯の保育所保育料、幼稚園
授業料の減免措置

①対象：桑折町醸芳保育所、桑折町立醸芳幼稚園に通所、通園している子どもの保育料と
授業料
②内容：
・保育料…小学校就学前の範囲において、最年長の子どもから順に2人目は通常の半額、3
人目以降は無料となる。
・授業料…最年長の子どもから順に2人目は通常の半額、3人目以降は無料となる。

子育て支援課
024-582-2403

9
結婚
出産
子育て

入園・入学祝い品制服支給事業 ①対象：桑折町内の幼・小・中学校に新たに入園、入学する園児・児童・生徒
②内容：入園・入学祝い品として、それぞれの制服を支給する。

学校教育課
子育て支援課
024-582-2403

10 その他
桑折町若者定住者向けJR通勤補助
金

①対象：桑折町若者定住促進事業補助金の交付を受けた人および同一世帯の45歳未満の人
で、JR東日本（東北本線・東北新幹線）を利用して通勤する人
②内容：通勤定期代から勤務先で支給される手当を差し引いた額の1/2の額を交付する。

政策推進課
024-582-2115

※記載の事業はすべて概要となります。募集期間や諸条件がありますので、詳しくは担当課までご連絡ください。



１

13





桑折町観光大使ホタピー

【発 行】
桑折町役場 政策推進課
〒969-1692 福島県伊達郡桑折町字東大隅18番地
ＴＥＬ：024-582-2115
ＦＡＸ：024-582-1028
ＵＲＬ：http://www.town.koori.fukushima.jp
Ｅ-ｍａｉｌ：seisaku@town.koori.fukushima.jp


