
記 者 会 見 

 

日 時：平成29年６月１日（木）14時 

場 所：伊達市役所２階 委員会室３ 

 

１ 平成29年第２回伊達市議会定例会  

（１）招 集 日 平成29年６月８日（木） 

（２）提出案件 23件 

人事３件、条例制定２件、条例の一部改正３件、補正予算３件 

その他４件、専決処分の報告２件、報告６件 

 

① 提出議案の概要        資料１-１   （総務部総務課） 

 

② 平成29年度６月補正予算の概要 資料１-２   （財務部財政課） 

 

２ 霊山高原構想基本計画の概要  資料２ 

    ～りょうぜん 人・絆・未来を紡ぐ高原を目指して～ 

（総務部地域振興対策室） 

 

３ 閉校校舎の活用提案「サウンディング型市場調査」の実施 資料３      

（総務部地域振興対策室） 

 

４ 第69回全国植樹祭ふくしま2018大会プレイベントの開催  資料４ 

    ～育てよう 希望の森を いのちの森を～ 

                         （産業部農林整備課） 
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平成29年第２回伊達市議会定例会提出議案の概要 

提出案件23件 【人事３件 条例制定２件 条例の一部改正３件  補正予算３件 

その他議案４件 専決処分の報告２件 報告６件】 

 

１．人事（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第39号 

議案第40号 

議案第41号 

人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて 

 

■提案理由 

人権擁護委員の任期満了等に伴い、法務大臣に人権擁護委員の候

補者を推薦するにあたり、議会の意見を求めるもの 

■推薦候補者 ３名 

金子 由美子（かねこ ゆみこ） 再任 

熊野 龍喜（くまの たつよし） 新任 

遠藤 重信（えんどう しげのぶ）新任 

■根拠法令 

人権擁護委員法第６条第３項 

健康福祉部 

社会福祉課 

 

 

２．条例制定（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第42号 

個人情報の保護に関する法律等の改正に伴う関係条例の整理に関

する条例 

 

■制定趣旨 

個人情報の保護に関する法律等の改正に伴い、伊達市個人情報保

護条例をはじめ、複数の条例における条文中の引用部分の改正等が

必要なため、整理に関する条例を新たに制定するもの 

■改正条例 

(1)伊達市情報公開条例 

(2)伊達市個人情報保護条例 

  (3)伊達市情報公開・個人情報保護審査会条例 

(4)伊達市行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情

報の提供に関する条例 

総務部 

総務課 

資料１-１ 
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議案第43号 

伊達市子育て世代包括支援センター条例の制定 

 

■制定趣旨 

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う伊達市子

育て世代包括支援センターの設置に関する条例を制定し、併せて、

伊達市保原デイサービスセンター条例を廃止するもの 

健康福祉部 

健康推進課 

 

３．条例の一部改正（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第44号 

伊達市税条例の一部を改正する条例 

 

■改正趣旨 

「地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律」等が

平成 29年３月 31日に公布され、同年４月１日に施行されたこと等

に伴い、税条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1) 上場株式等の配当所得について、住民税における課税方式

を決定できることを明確化するもの 

(2) 軽自動車税のグリーン化特例（軽課）について適用期限を

２年延長するもの 

(3) わがまち特例の割合を定める規定 

(4) その他所要の規定の整備を行うもの 

財務部 

税務課 

議案第45号 

伊達市税特別措置条例の一部を改正する条例 

 

■改正趣旨 

「過疎地域自立促進特別措置法第 31条の地方税の課税免除又は

不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部を

改正する省令」及び「企業立地促進法第 20条の地方公共団体等を

定める省令の一部を改正する省令」が平成 29年３月 31日に公布さ

れ、同年４月１日に施行されたこと等に伴い、条例の一部を改正す

るもの 

■主な内容 

(1) 過疎地域における課税免除の期限を２年延長し、平成 31年

３月 31日までとする 

(2) 集積区域における課税免除の期限を１年延長し、平成 30年

３月 31日までとする 

財務部 

税務課 
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議案第46号 

伊達市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

■改正趣旨 

(1) 地方税法施行令の一部を改正する政令により改正するもの 

(2) 国民健康保険税の税率等（按分率）を改正するもの 

■主な内容 

(1) 国民健康保険税の軽減判定所得の算定において、被保険者

の数に乗ずべき金額を５割減額対象世帯の場合 27万円（現行

26万 5千円）に、２割減額対象世帯の場合 49万円（現行 48

万円）に引き上げるもの 

(2) 国民健康保険税の按分率を次とおり引き下げるもの 

医療分 
所得割 6.18％ 前年比  0.54％減 

平等割 18,000円 前年比 2,000円減 

支援分 
所得割 3.04％ 前年比  0.46％減 

平等割 8,400円 前年比 0,800円減 

介護分 
所得割 2.88％ 前年比  0.46％減 

平等割 7,000円 前年比 1,000円減 
 

健康福祉部 

国保年金課 

 

 

４．補正予算（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案47号 

平成 29年度伊達市一般会計補正予算（第１号） 

 

■主な内容 

歳出 みらい創生事業 19,956千円 

その他事業   32,861千円 

歳入 国庫支出金    9,500千円 

県支出金         8,700千円 

財産収入           885千円 

寄附金          10,000千円 

繰入金          21,808千円 

諸収入           1,924千円 

補正総額 52,817千円 
 

財務部 

財政課 
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議案48号 

平成 29年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 

■主な内容 

歳入は、国・県支出金、その他交付金等の歳入見込額、繰越金見

込額計上による国民健康保険税の減額等の補正 

歳出は、支援金、納付金等の概算額確定による増減額並びに返還

金増額計上の補正 

 

歳入 国民健康保険税  △410,981千円 

国庫支出金    △181,163千円 

療養給付費等交付金  51,360千円 

前期高齢者交付金      1,307千円 

県支出金      △13,945千円 

共同事業交付金   △51,542千円 

繰越金       623,681千円 

歳出 後期高齢者支援金等 △2,450千円 

前期高齢者納付金     33千円 

介護納付金     △3,479千円 

保健事業費       104千円 

返還金        24,509千円 

補正総額 18,717千円 
 

健康福祉部   

国保年金課 

議案49号 

平成 29年度伊達市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

■主な内容 

○収益的収支 

支出は、水道事業に関わる市政アドバイザー報償費の補正 

支出 営業費用 1,200千円 

補正総額 1,200千円 

 

○資本的収支 

 収入は、国庫補助金内示額の増額により工事請負費が増額とな

ることに対応し、企業債の増額と国庫補助金の増額の補正 

  支出は、国庫補助金増額による工事請負費の増額の補正 

上下水道部 

水道総務課 
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収入 企業債     38,600千円 

補助金     12,875千円 

補正総額 51,475千円 

 

支出 建設改良費 52,900千円 

補正総額 52,900千円 
 

上下水道部 

水道総務課 

 

 

５．その他議案（４件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第50号 

工事請負契約の締結 

 

■提案の理由 

梁川歴史と文化のまちづくり整備事業まちの駅新築建築主体工

事請負契約の締結について、議会の議決を求めるもの 

■主な内容 

１ 契約の名称  梁川歴史と文化のまちづくり整備事業 

         まちの駅新築建築主体工事 

２ 契約の金額  166,860,000円 

３ 契約の方法  条件付一般競争入札 

４ 契約の相手方 株式会社渡辺工務店 

         代表取締役 渡辺 武 

総務部 

梁川総合支所 

議案第51号 

工事請負契約の締結 

 

■提案の理由 

伊達屋内こども遊び場新築建築主体工事請負契約の締結につい

て、議会の議決を求めるもの 

■主な内容 

１ 契約の名称  伊達屋内こども遊び場新築建築主体工事 

２ 契約の金額  173,880,000円 

３ 契約の方法  条件付一般競争入札 

４ 契約の相手方 株式会社酒井東栄コーポレーション 

         代表取締役 酒井富也 

こども部 

こども支援課 
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議案第52号 

財産の取得 

 

■提案の理由 

伊達市消防団へ配備する消防ポンプ車の購入契約について、議会

の議決を求めるもの 

■主な内容 

１ 取得の内容  消防ポンプ自動車（ＣＤ－１型）２台 

２ 取得金額   33,048,000円 

３ 契約の方法  指名競争入札 

４ 契約の相手方 ジーエムいちはら工業株式会社 

         代表取締役 光野 巍 

市民生活部 

消防防災課 

議案第53号 

財産の取得 

 

■提案の理由 

小国地区復興まちづくり施設（道の駅）厨房備品購入契約の締結

について、議会の議決を求めるもの 

■主な内容 

１ 取得の内容  小国地区復興まちづくり施設（道の駅） 

厨房備品一式 

２ 取得金額   38,340,000円 

３ 契約の方法  指名競争入札 

４ 契約の相手方 タニコー株式会社 福島営業所 

         所長 石坂一也 

建設部 

管理課 

 

 

６．専決処分の報告（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

報告第１号 

報告第２号 

専決処分の報告 

 

■主な内容 

自動車事故による損害賠償の額の決定及び和解することにつ

いて、地方自治法第 180条第１項の規定により専決処分したので、

これを報告するもの 

■報告案件２件 

 ・専決処分日 平成 29年４月 24日 

（平成 29年１月 24日発生事故、損害賠償額 40,846円） 

 ・専決処分日 平成 29年４月 24日 

（平成 29年２月 13日発生事故 損害賠償額 48,638円） 

財務部 

財政課 
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７．報告（６件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

報告第３号 

市が資本金を出資している法人の経営状況を説明する書類の提出 

 

■主な内容 

福島地方土地開発公社の経営状況を説明する書類を提出するもの 

市長直轄 

総合政策課 

報告第４号 

市が資本金を出資している法人の経営状況を説明する書類の提出 

 

■主な内容 

一般社団法人伊達市農林業振興公社の経営状況を説明する書類を

提出するもの 

産業部 

農政課 

報告第５号 

平成 28年度伊達市一般会計継続費繰越計算書の報告 

 

■主な内容 

地方自治法施行令第 145条第１項の規定により、平成 28年度伊達

市一般会計予算の継続費に係る歳出予算の経費を平成29年度に繰り

越したので議会に報告するもの。 

■繰り越す事業 

・道の駅建設事業 

・小学校施設整備事業 

・学校給食センター建設事業 

財務部 

財政課 

報告第６号 

平成 28年度伊達市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告 

 

■主な内容 

地方自治法施行令第 146条第１項の規定により、平成 28年度伊達

市一般会計予算の繰越明許費に係る歳出予算の経費を平成29年度に

繰り越したので、同条第２項の規定により議会に報告するもの。 

■繰り越す主な事業 

・農地等除染対策事業（用排水路除染事業） 

・保原体育館改修整備事業 

・除染対策事業（市道側溝除染事業） 

・梁川歴史と文化のまちづくり整備事業 

・臨時福祉給付金給付事業 

・学校給食センター建設事業他 

財務部 

財政課 
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報告第７号 

平成 28年度伊達市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告 

 

■主な内容 

地方自治法第 220条第３項の規定により、平成 28年度伊達市一般

会計予算のうち、避けがたい事故のため平成 29年度に繰り越した経

費について、地方自治法施行令第 150 条第３項の規定により議会に

報告するもの。 

■繰り越す事業 

・災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 

・道路橋梁災害復旧事業 

・農地等除染対策事業（農業用排水路除染） 

財務部 

財政課 

報告第８号 

平成 28年度伊達市工業団地特別会計繰越明許費繰越計算書の報告 

 

■主な内容 

地方自治法施行令第 146条第１項の規定により、平成 28年度伊達

市工業団地特別会計予算の繰越明許費に係る歳出予算の経費を平成

29 年度に繰り越したので、同条第２項の規定により議会に報告する

もの。 

■繰り越す事業 

・新工業団地開発整備 

産業部 

商工観光課 
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平成29年度６月補正予算の概要 

 

１ 歳入歳出予算の補正 

   補正前の額                    31,812,000千円 

   補正額                        52,817千円 

   補正後の額                    31,864,817千円 

     

 

２ 補正の主な事業内容 

（１）伊達の生涯活躍のまち加速化事業  19,161千円 

・ 首都圏在住者に対する移住者向け相談会 

・ ＣＣＲＣ入居者向けホームページの作成 

・ 高子地区のＰＲに係る業務委託費 

・ 「地方創生推進交付金」採択 

 

（２）観光誘客促進事業  4,526千円 

・ イベント開催時に配布するノベルティの制作 

キャラクター入りの袋、記念品（扇子） 

・ ダテニクルフェス実行委員会運営補助金 

アニメ上映イベントに係る実行委員会組織立ち上げの推進 

・ 政宗ダテニクル商品開発支援補助金 

市内事業所を対象とするアニメ関連商品開発支援 

・ 「みらいを描く市町村等支援事業助成金」採択 

 

（３）斎場維持管理事業  11,286千円 

・ 屋根・軒天部分の改修 

      屋根・軒天等の破損、雨樋の水漏れ解消のための修繕 

 

（４）障がい福祉施設環境整備事業  2,171千円 

・ 障がい児に対し生活能力等の向上を目的とする放課後等デイサービス

事業を行う施設（旧富成幼稚園）の改修費用の補助 

 

（５）地域づくり支援事業（ＰＲイベント事業） 1,200千円 

・ 「だてな太鼓まつり」に県内の高校太鼓部を招待するための費用等 

・ 「福島県地域創生総合支援事業補助金」採択 

 

（６）地域づくり支援事業（伊達市オラトリオ発表事業） 3,442千円 

・ 「伊達市オラトリオ」の発表披露に係る補助金 

 

資料１－２ 
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（７）梁川歴史と文化のまちづくり推進事業       795千円 

・ 伊達市梁川町右城町地内にある「旧熊倉家住宅」の建物及び敷地の施設

維持管理経費  

・ 「旧熊倉家住宅」の現所有者から大正時代の一部洋風建築の居宅や敷地

の寄附申出があり、梁川地域の商店街の中心部（東邦銀行梁川支店近傍）

位置し、「梁川歴史と文化のまちづくり事業」の計画区域にあることか

ら受納を予定。一般来訪者や市民にも開放することで、同事業における

歴史回遊や街中交流を図る施設としての活用を予定 

   

（寄附の内容） 

土 地 伊達市梁川町字右城町48 地積：1,145.40㎡  

建 物 ①居宅 鉄筋コンクリート造３階建 

    （大正７年建築、延床面積：226.63㎡） 

②倉庫 土蔵造２階建 

（明治元年建築、延床面積： 72.86㎡） 

③物置 木造平屋建 

    （昭和49年建築、延床面積： 22.76㎡） 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

財務部財政課 

電話 575-1189 



霊山高原構想基本計画の概要 
 

～りょうぜん 人・絆・未来を紡ぐ高原を目指して～ 

【平成29年6月1日定例会見】 

総務部 地域振興対策室 

資料２ 



霊山高原構想基本計画の背景と目的 

【計画の背景】 

 伊達市霊山地域は、名峰霊山や国指定史跡「霊山をはじめとする豊かな自然資源、
歴史資源に恵まれ、また、「霊山こどもの村」や「りょうぜん紅彩館」などの観光資源に
より、多くの方々に楽しまれてきた観光振興、地域交流の拠点であった。 

 しかし、東日本大震災によるマイナスイメージにより、交流人口の減少など地域社会
が大きく変化した。 

 一方で、東北中央自動車道「相馬福島道路」の整備により、より広域的な交流・連携
の面で期待がされる地域である。 
 
【計画の目的】 

 このような背景のもと、東北中央自動車道路の開通に合わせ、相馬福島道路（仮
称）阿武隈ＩＣを活用した「霊山高原」エリアについて、今後の地域振興、地域活性化の
方針を定めた「霊山高原構想基本計画」を策定し、既存資源と新規資源を組み合わせ
た新たな観光振興策を官民連携により推進していくことを目的に策定した。 
 
【計画の特徴】 

 霊山高原構想は、単なる「観光開発」ではなく、霊山の自然や歴史、青少年健全育
成を基本とした「地域振興・ヘルスツーリズム」を図るエリアとして位置付け、隣接する
相馬市との連携により具体的な事業化を目指すことが特徴である。 



霊山高原構想基本計画区域の既存資源 

○名峰 霊山 
 平安初期（859年）に慈覚大師により開山され、以来480年余、南奥文化の中心として
栄えた。南北朝時代に北畠顕家公が陸奥の国府を開いたが、1347年に落城した。 
 昭和23年に県立自然公園に認定され、貴重な自然植物の自生地として保護する一
方で、年間９万人が登山に訪れる。 
 
○国指定史跡（霊山城跡と宮脇廃寺跡） 

 昭和９年に国指定史跡名勝として霊山山頂にあった霊山城跡及び霊山神社跡が指
定されたが、落城以来、670年を経た今日まで霊山城跡及び霊山寺跡は学術的な調査
の手も加えられないまま山中に深く埋もれている。 

 その後、室町時代に霊山寺は伊達氏により再興され、近年の学術的調査により宮脇
廃寺跡（霊山町大石地内）の姿が明らかとなり、国指定史跡と指定された。 
 
○霊山こどもの村 
 昭和45年の県立100年記念事業として整備され、県北地域を中心とした子供たちが

豊かな自然に親しみながら遊びや学びを体験する施設として「霊山こどもの村」が設置
された。 

 その後、平成６年に、日本のチルドレンズミュージアム権威「元京都造形芸術大学 
目黒実教授」の支援をいただき、日本初の参加体験型チルドレンズミュージアム「遊び
と学びのミュージアム」を整備し、青少年の情操教育を育む施設として人気となる。 



霊山高原構想基本計画の概要 

 霊山高原構想基本計画では、相馬福島道路（仮称）阿武隈ＩＣと（仮称）阿武隈東ＩＣ
を活用した霊山町石田・大石地区及び相馬市玉野・副霊山地区を「霊山高原」エリアと
設定し、その区域を５つの基本エリアに分けて今後の取り組み方針を定めた。 
 

■ヒストリカル・エリア 
 【国指定史跡「宮脇廃寺跡」を中心とする霊山町大石地区】 

 北畠家や伊達家ゆかりの歴史的資源が点在する区域であり、
これらの資源等を発展・活用させた新たな交流を促進する区域 
 ⇒宮脇廃寺跡 
 ⇒霊山神社 
 ⇒りょうぜん里山がっこう 
 
 
■サバイバイル・エリア 
 【林道大霊山線を活用する霊山町大石・石田地区】 

 全体が県立自然公園の区域であり、霊山の大自然をありのま
まで体験・楽しむ区域 
 ⇒霊山登山やビューポイント 
 ⇒自然石を活用したボルダリング 



霊山高原構想基本計画の概要 

■ベースキャンプ・エリア 
 【霊山こどもの村を中心とする霊山町石田地区】 

 青少年の健全育成の拠点「霊山こどもの村」を中心し、霊山高原
構想の主要整備区域。スタートアップ事業として「こどもの物語
ミュージアム」を拡充し、家族を中心とした交流を促進する区域 
 ⇒霊山こどもの村 
 ⇒りょうぜん紅彩館 
 
■ヒーリング・エリア  
 【国道115号の相馬市と隣接する霊山町石田地区】 

 相馬福島道路の２つのＩＣを含む区域であり、比較的平坦な区域。
自然体験や動物とのふれあいなどの取り組みにより心身のリフレッ
シュを促進する区域 
 ⇒（仮称）阿武隈ハーフＩＣ・阿武隈東ハーフＩＣ 
 ⇒民間ジャージーアイスショップ 
 ⇒霊山トレーニングセンター 
 
■相馬市連携・エリア 
 【隣接する相馬市玉野・副霊山地区】 

 霊山高原として隣接する相馬市側の区域であり、連携を図りなが
ら取り組みを推進すべき区域  



こどもの物語ミュージアム整備事業 

 昭和45年から青少年の健全育成の場として親しまれてきた「霊山こどもの村」内に、

既存の「遊びと学びのミュージアム」と連携する「こどもの物語ミュージアム」を目黒実元
京都造形芸術大学教授の支援をいただき拡充整備を行うことで、より広域的な青少年
の健全育成の場として整備を図る。 

 相馬福島道路の開通に合わせ、【科学と美術】をテーマとした「遊びと学びのミュージ
アム」と【子供のアイデアを形にする】「こどもの物語ミューアジム」を整備することで子供
たちが大自然の中で遊びと体験を通じ五感で楽しむ場の提供を行っていく。 
 
 
【こどもの物語ミュージアムの整備イメージ】 

 子供たち自らが「物語」をつくる、友達と一緒に「物語」をつくる、親や兄弟姉妹と一緒
に「物語」をつくる。それらの物語を、絵本や紙芝居、アニメーション、音楽、料理などの
形にする参加体験型チルドレンズミュージアム。 
 子供の心の中にある楽しさや悲しみ、苦しみをみんなで形にするミュージアム 
 
 ■機能のイメージ 
  ・自らが紙すき体験を行い台紙を制作する機能 
  ・絵本作家となりデザインや物語をつくる機能 
  ・自らデザインした絵が動き出す機能 
  ・動き出したデザインに合わせ音楽をつくる機能 
  ・物語に出てくる料理を実際につくる機能 など 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

霊山高原全体の整備方針図 （拠点整備の全体展開方向イメージ） 

■ヒストリカル・エリア 
○北畠家ゆかりの歴史、里山の
風景や暮らしの体験等を楽しむ
拠点としての機能強化 

■サバイバル・エリア 
○霊山の大自然を活かした登山・
ボルダリング、雄大な眺望や自
然・生態系体験等を楽しむ拠点
としての機能強化 

霊山高原資源を活かした 

広域交流拠点づくり 

 

■ベースキャンプ・エリア 
○霊山こどもの村を中心に、子ど
もの遊びと学びの空間が広が
る、人材育成や交流の拠点とし
ての機能強化 （りょうぜん紅彩
館も含めた宿泊・交流・情報発
信等の拠点も担う） 

新たな拠点開発 

等の連携 

発展的な方向性 

（中長期） 

 

■健幸創生の展開 
○健幸都市の展開を
発展させ、医療・保
健・福祉等連携に
より、トレーニング
センターの思想を
引き継ぐ取組みの
強化 

○ボルダリングのメッ
カとしての取組み
強化 

 

■文化芸術の展開 
○霊山の豊かな自然
や歴史を活かし、
そうした環境の中
で、芸術創作活動
を行う創造的な人
材を呼び込み、自
然を生きがいに活
かす文化的な拠点
形成に向けての取
組み強化 

○霊山を取り巻く環
境の魅力強化によ
り、暮らしに溶け込
む庭園都市として
のイメージづくりも
有効 

 

■産業振興への展開 

○上記展開と併せ
て、関連企業等の
誘致（ＩＣ周辺や市
内）を図り、新たな
ブランド商品開発
等と併せた展開に
つなげていくことも
有効 

■ヒーリング・エリア 
○トレーニングセンターの取組み
や畜産資源等を活かし、自然体
験や動物とのふれあい、交流等
を通じて、心身のリフレッシュと
健康な身体づくりを支援する拠
点としての機能強化 

■相馬市連携による新たな拠点開
発等の連携エリア 

○隣接する相馬市側の地域資源
を活かし、サバイバル・エリアや
ヒーリング・エリアの機能強化
と、霊山地域全体での滞留・回
遊強化を図る拠点づくり 

○新たな民間等需要に対応した、
創造的な人材・企業等の活動
拠点の形成も検討（ＩＣ周辺への
展開強化も含めて） 

■霊山高原の目標 

○霊山の大自然・歴史や里山の農業等資源、先駆的な霊山こどもの村の取組み等を活かし、「知・徳・体」を育む、健全な次世代の人材育成の拠点としての機能強化を目指します 
○拠点における様々な取組みや活動を通じて、人・絆・地域を紡ぎ、伊達市の「未来を担うひとづくり」や「魅力あるまちづくり」、「まちや地域の活性化」につなげていきます 
○また、本拠点は広域的な拠点としての魅力や可能性を有していることから、総合計画・総合戦略等の上位方針も踏まえ、広域連携や国際的な交流等も図りつつ、「霊山での暮ら
しや活動」に魅力を感じる創造的でアクティブな人材を積極的に呼び込み、人づくりから地域イノベーションまでトータルで取組むことにより、より成長性の高い拠点形成を目指し
ていきます 

■霊山高原の将来像 

 
～霊山の自然・恵み・歴史を、五感で体験し、 

生きる知恵・健康な心身・豊かな人間性と創造性を育む 

『チルドレンズ・キャンプ』づくり～ 

 

 
りょうぜん 人・絆・未来を紡ぐ高原 

平成 29年 6月 1日 市長定例記者会見資料 



【平成 29年６月１日定例会見】 
 

閉校校舎の活用提案 

「サウンディング型市場調査」の実施 

 

 本年３月をもって閉校となった梁川地域の５つの小学校校舎について、学校に代

わる新たな地域振興に資する活用方法を検討するため、民間事業者等を含めた幅広

い活用提案を募集する「官民連携サウンディング型市場調査」を実施します。 

 

１．サウンディング型市場調査とは 

 市有財産等の有効活用に向けた検討段階で、民間事業者や各種団体から広く事業

提案や意見等を求め、「対話（協議）」を通じて実現化を検討していく取り組みであ

る。県内では、昨年度いわき市で実施している。 

 行政だけでは実施することが困難な事業アイデアや民間ならではの事業ノウハ

ウなどの具体的な提案を募集し、閉校校舎を活用した新たな地域振興策の実現に向

けた取り組みに期待している。 

 

２．調査のスケジュール 

 

実 施 公 表：６月１日（木） 

募 集 期 間：６月５日（月）～７月７日（金） 

現地見学会：６月１９日（月）～６月２３日（金） 

対 話 実 施：７月１８日（火）～７月２１日（金） 

 

３．活用の基本的な考え方 

 提案にあたっては、以下の４つの基本的な考え方を考慮した提案を求める。 

・ 地域における雇用の場の創出につながるもの 

・ 新たな賑わいの場を創出し、交流人口の増加や地域の交流機会の拡大につな

がるもの 

・ 民間事業者と地域との協働による地域振興や地域活性化につながるもの 

・ 一過性のものとならない長期的な取り組みとなるもの 

 

４．サウンディング型市場調査実施のメリット 

・ 民間事業者が持っている事業アイデアと行政側が持っている法的制限のノ

ウハウを「対話」を通じて事前につなぐ手法として実績がある。 

・ 事業者側として、事業実施には投資や一定のプロセスが必要。早い時期に行

政側と対話することで事業化に向けた課題が明確となる。 

・ 行政側としても、民間意向を把握することで、法的制限等の検討が可能。 

・ 行政と民間が一体となって取り組むことで早期の実現化が図られる。 

資料３ 

問合せ先 

総務部地域振興対策室 

電話 575-2115 

   







【平成 29年６月１日定例会見】 
 

第69回全国植樹祭ふくしま2018大会プレイベントの開催 

～育てよう 希望の森を いのちの森を～ 

  

来春に福島県で開催される「第69回全国植樹祭」（会場：南相馬市）の大会１

年前を記念したプレイベントが、伊達市霊山こどもの村で開催されます。 

当日は入場料を含め、すべて無料です。 

 

１ 日 時 ６月11日（日） 10:00～15:00（受付９:30～） 

２ 場 所 霊山こどもの村（伊達市霊山町） 

３ 主 催 福島県、伊達市、南相馬市、（公社）福島県森林・林業・緑化協会 

      第69回全国植樹祭福島県実行委員会 

４ 内 容 (1) 式典関係 

・ 参加者記念植樹 

・ 全国植樹祭「木製地球儀」のお披露目 

・ 全国植樹祭オリジナル「キビタン」登場！ 

      (2) ステージアトラクション 

・ 2017ミス日本「みどりの女神」野中葵さんトークショー 

・ 「厚切りジェイソン」出演！お笑いステージ 

・ 霊山太鼓保存会による「霊山太鼓」の実演 

・ 相馬農業高校による「相馬流山踊り」の披露 

      (3) 体験・展示コーナー 

・ 木工工作体験（キーホルダー、ストラップづくり） 

・ チェーンソーアート 

・ 木製プランターカバー制作 

・ 丸太切り体験＆木メダルづくり 

・ 葉っぱスタンプエコバッグ 

・ 森林アロマ体験 

      (4) その他 

・ 無料のふるまい鍋（伊達鶏鍋、豚汁）と有料の飲食ブース有 

・ 苗木の無料プレゼント 

・ 伊達市開催記念品として、木の折り紙プレゼント 

・ 伊達市ブースにおいて、政宗ダテニクルキャタクターグッズ、

猪皮製品(ｉｎｏ ＤＡＴＥ)の展示・販売 

５ 交通手段 霊山こどもの村の駐車場は利用できません。 

       伊達市役所保原本庁舎からの無料送迎バスをご利用ください。 

       （８:00～15:30まで、約15分間隔で運行） 

資料４ 

問い合わせ先 

産業部農林整備課  

電話 577-3154 
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