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日時：平成 22 年４月７日（水）14 時 

場所：伊達市役所 ２階委員会室１ 

 

 

1 平成２２年度初にあたって 資料１ 

 

 

 

 

 

２ 伊達市立梁川小学校建設予定地検討委員会の答申について 資料２（教育委員会） 

 

 

 

 

 

３ 新規卒業者の支援事業について  資料３（産業部商工観光課） 
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平成２２年３月１９日 

 

 

伊達市教育委員会委員長 様 

 

 

伊達市立梁川小学校建設予定地検討委員会委員長 

                           （公印省略） 

 

 

伊達市立梁川小学校建設予定地候補について（答申） 

 

 このことについて、当委員会の意見は、下記のとおりです。 

 

記 

 

 第１候補地  伊達市梁川町字北新井地内 

        伊達市梁川町大関字西大門・丹波塚・壱丁田地内 

 

 第２候補地  伊達市梁川町字四石蒔地内 

        伊達市梁川町字北本町・下川原地内 

 

 

 ただし、文化財保護条例、またはその他の規制要因が解除されることが明白

となった場合には、速やかに検討委員会を招集して委員の意見を聴し、合意を

得るものとすること。 

資料２ 
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伊達市立梁川小学校建設予定地に関する検討経過と内容 

 

１ はじめに 

  本委員会は、伊達市教育委員会より伊達市立梁川小学校改築の際の建設予

定地検討について諮問を受け、下記のとおり７回の審議を行った。その中で、

教育委員会からの説明や資料提示を受け、候補地の現地視察実施など、慎重

に審議を行った。 

   第１回  平成 21 年８月６日（木） 

   第２回  平成 21 年９月４日（金） 

   第３回  平成 21 年 10 月 15 日（木） 

   第４回  平成 21 年 11 月 13 日（金） 

   第５回  平成 21 年 12 月 16 日（金） 

   第６回  平成 22 年２月 26 日（金） 

   第７回  平成 22 年３月 19 日（金） 

 

２ 委員会での協議内容について 

（１）第１回委員会 平成 21 年８月６日（木） 梁川分庁舎 

 ・梁川小学校の現状及び改築事業概要を教委より説明した。 

   建設年度   校舎～昭和 43 年度、屋内体育館～昭和 41 年度 

   耐震診断結果 ３校舎中２校舎＝Ｄ、１校舎＝Ｂ、屋内体育館＝Ｄ 

          （Ｄ：震度６で倒壊の危険） 

   改築予定概要 21 年度～  建設予定地検討委員会 

          22 年度～  基本計画、基本設計、実施設計 

          26 年度～  改築工事 

          28 年 4 月 1 日 開校 

 ・委員からは「今の場所に建築するものと考えていた。現在地に改築はでき

ないのか、移転の必要があるのか」との意見、質問が多く出された。 

 ・教委より「耐震の問題で改築をする。現在地には遺跡があり、ここに建築

することは不可能である」と答えた。 

 

（２）第２回委員会 平成 21 年９月４日（金） 梁川分庁舎 

  ・委員から現在地やその周辺地での改築を希望する意見が、前回に続き出

された。 

  ・教委は、文化財の関係で現在地に建築できないことを話し、梁川城址の

歴史と重要性を説明した。 

  ・委員からは、史跡の重要性に対し理解を示す意見が出され、その保存と

史跡公園化の要望が出された。 

  ・委員から建設可能用地について教育委員会から示すよう要望が出され、

移転改築に必要な２万㎡以上を確保できる候補地15箇所を図面で示した。 

  ・委員会は、この候補地の中で検討を進めることとした。 

  ・次回委員会で候補地の現地視察を行うこととした。 
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（３）第３回委員会 平成 21 年 10 月 15 日（木） 現地視察・梁川分庁舎 

  ・マイクロバスにて候補地 15 箇所の現地視察を実施。 

終了後、委員会を開催した。 

・複数の委員から、現在の梁川中学校グラウンドに梁川小学校を建築する新

たな案が出され、この案に対し教委では次回に回答することとした。 

  ・協議では、15 候補地のうち６箇所を除外し、残った 9箇所を次回検討す

ることとした。 

 

（４）第４回委員会 平成 21 年 11 月 13 日（金） 梁川分庁舎 

  ・前回出された梁川中学校グラウンドに梁川小学校を建築する案について、

教委より「この区域は福島県指定の史跡名勝となっており、文化財とし

て後世に残さなければならない。ここに建築することはできない」と回

答した。 

  ・このことから、前回残った候補地 9箇所の内、現在地近くの 3箇所が候

補から外れることとなった。 

  ・検討をすすめていく中で、候補地が４箇所に絞られてきた。 

・次回、この４箇所について集中して検討することとした。 

 

（５）第５回委員会 平成 21 年 12 月 16 日（水） 梁川分庁舎 

  ・候補地４箇所の比較表を基に検討をすすめた。 

  ・残っている候補地で、水害の心配や近くに人家が少ないため防犯・防火

上の問題を指摘する意見が出た。 

  ・また、４箇所に大きな差は無く今後絞り込んでいく上で、どのような学

校をつくるかのイメージが無い中では、議論が進まないのではないかと

の意見が出た。 

  ・委員会では、候補地検討をすすめるに当たり「なぜこの場所なのか」の

理由を明確にして決定することが重要であるため、次回委員会で各委員

がそれぞれ選定した理由を明確にしながら候補地の検討を続けることと

した。 

 

（６）第６回委員会 平成 22 年２月 26 日（金） 梁川分庁舎 

  ・各委員から自分が選んだ箇所についての発言があった。 

  ・候補地が４箇所まで絞られ、第１案として２箇所、第２案として２箇所

の計４箇所を答申内容とする案を次回委員会で協議することとした。 

 

（７）第７回委員会 平成 22 年３月 19 日（金） 梁川分庁舎 

  ・答申案についての検討を行った。 

   

 

 

 



 4

３ 建設予定候補地とした理由について 

（１）第１候補地 

伊達市梁川町字北新井地内⑤ 

   やながわ希望の森公園にも近く、森林や田畑を活用した体験学習が実施

できるなど、自然豊かで学習環境に優れている。 

   周囲に人家が少なく、大音量でも近隣からの苦情が少ないと考えられる。 

   阿武隈急行やながわ希望の森公園前駅に近く便利である。 

周辺には市民プール、寿健康センターや梁川中学校がある。 

   建設に必要な面積が十分に確保でき、他公共施設併設など用地拡張にも

対応できる。 

    

  伊達市梁川町大関字西大門地内⑩ 

   高台にあり、田を活用した体験活動が実施できるなど、自然豊かで学習

環境に優れている。 

   段差を利用した校舎配置が可能で、西風を利用した風力発電や太陽光発

電も検討できる。 

   周囲に人家が少なく、大音量でも近隣からの苦情が少ないと考えられる。 

   市役所梁川分庁舎や阿武隈急行梁川駅に近く便利である。 

   川南地区には高台にある公共施設が無く、災害時等の避難場所としての

機能も担うことが可能となる。 

   建設に必要な面積が十分に確保でき、他公共施設併設など用地拡張にも

対応できる。 

 

（２）第２候補地 

  伊達市梁川町字四石蒔地内⑭ 

   広々とした田園で、田畑を活用した体験学習が実施できるなど、学習環

境に優れている。 

   伝樋川改修がすすみ、水害による被害が少なくなったと考えられる。 

   市役所梁川分庁舎や阿武隈急行梁川駅に最も近く便利であり、今後の市

街地形成にとり重要な箇所となる。 

   建設に必要な面積が十分に確保でき、他公共施設併設など用地拡張にも

対応できる。 

 

  伊達市梁川町字北本町地内⑯ 

   福島県所有地であり、他と比較し用地取得が容易と考えられる。 

   県で現在の建物を撤去し、更地とする予定がある。 

   道路、上下水道が整備されている。 

   旧梁川町においても、公共施設用地として考えられていた。 

   建設に必要な面積が十分に確保でき、他公共施設併設など用地拡張にも

対応できる。 
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４ 建設予定候補から外れた箇所について 

  候補から外れた箇所は、以下のとおりである。 

① 八幡字江越・宮下地内   ～ 校区中心地から外れており、 
富野小学校区である。 

② 八幡字星ノ宮・山路屋敷地内～ 校区中心地から外れており、 
富野小学校区である。 

③ 北町頭地内        ～ 史跡がある。 
④ 北町頭・北新井地内    ～ ⑤に含めて考える。 

  ⑥ 南町頭地内        ～ 史跡がある。 

  ⑦ 茶臼山・菖蒲沢・羽山地内 ～ 史跡がある。 

  ⑧ 四日市・上川原地内    ～ 道路が未整備である。 

  ⑪ 大関字西大門・壱丁田地内 ～ ⑩に含めて考える。 

  ⑫ 壱丁田地内        ～ 校区中心地から外れている。 

  ⑬ 四石蒔地内        ～ ⑭に含めて考える。 

  ⑮ 大舘地内         ～ 校区中心地から外れている。 

 

５ 結びに 

本委員会は、校舎耐震性の問題で梁川小学校の移転改築による建設予定地

の検討を、慎重に審議を進めてきた。 

 審議の中では、史跡や通学距離、幼稚園、中学校、高校との関連、非常時

の避難場所の役割など、様々な角度から意見が出され、活発な議論が展開さ

れた。 

小学校は、地域の社会と密接なつながりの中で存在し、街づくりや防災上

の拠点としても重要な機能を果している。 

今後、伊達市教育委員会においては、本委員会での審議経過と結論を十分

に尊重し、施設等の検討を十分に行いながら、平成 28 年４月の新梁川小学校

の開校に向けて努力されることを期待する。 

 



⑩候補地

⑤候補地

⑭候補地

⑯候補地



新規卒業者の支援事業（臨時職員雇用） 

 

  平成 22 年３月に卒業した新規卒業者を対象に臨時職員を雇用します。 

 

１ 経緯と目的 

このところの厳しい雇用情勢を踏まえ伊達市では、先月福島県緊急雇用創出基

金事業および伊達市雇用創出・産業活性化基金事業を活用し、新卒未就職者を対

象にした臨時職員の募集を行いました。 

【募集結果】 

事業名 採用予定者数 応募者数 採用者数 

福島県緊急雇用創出基金事業 

（新規高卒枠） 
４名 ４名 ４名 

伊達市雇用創出・産業活性化基金

事業 
10 名 ４名 ４名 

伊達市雇用創出・産業活性化基金事業における採用者数が、予定していた 10 名

に満たなかったため再募集を行うものです。 

臨時職員として採用後は、フォローアップ事業として「接遇研修」、「社会人と

しての心構え」などの講習を月１回程度実施する。また、配属先に指導担当者を

設定し、社会人としての基本を習得し、就職につなげていくことを目的とする。 

２ 周知方法 ハローワークを通じて行なう。ただし、高校生については、各高等

学校へ募集内容を通知する。 

３ 対 象 者 伊達市在住の平成 22 年３月に高等学校、大学、短期大学等を卒業し

た方で就職が内定していない方 

４ 募集人数 ６名以内 

５ 雇用期間 平成 22 年５月６日から 10 月 31 日 

※６ヶ月の雇用期間満了後勤務成績が良好な場合は５ヶ月更新となる

（雇用期間通算 11 ヶ月を限度とする） 

６ 申込方法 市役所本庁舎・各総合支所に備え付けの履歴書に必要事項とテーマ

に沿った作文を記入し、伊達市役所梁川庁舎産業部商工観光課へ郵送

または、持参 

７ 受付期間 平成 22 年４月 13 日から 21 日まで（必着） 

８ 予 算 額 伊達市雇用創出・産業活性化基金事業   １６，８４３千円 

資料３ 



◎春のイベント 

(1) 伊達のふる里桜まつり 

●日時 ４月10日（土）～18日（日） 

●会場 やながわ希望の森公園 

●内容 2,000本を超える桜が咲き誇る公園で、和太鼓や昔話の集いなど、各種イベン

トが行われます（イベントは、４月11日（日）10時から）。 

●問い合わせ 伊達市観光物産協会（商工観光課内） 577－3175 

 

(2) 保原ニットバースデーフェア 

●日時 ４月10日（土）、11日（日） ９時～16時 

●会場 伊達市保原市民センター 

●イベント内容  

・市内のニット工場から約５千点を展示販売  

●問い合わせ 福島県ニット工業組合 563-6705 

 

(3) 紅屋峠千本桜まつり 

●日時 ４月11日（日）10時～  

●会場 紅屋峠森林公園（保原町柱田） 

●問い合わせ 保原総合支所 575－2112 

 

(4) 雨乞山山開き 

●日時 ４月18日（日）９時～ 

●登山道 富成花見山登山道入口、柱田字西沢地内（砂防ダム付近） 

※どちらからでも登ることができます。 

●内容  お神酒の振る舞いや先着順で記念品をプレゼント 

※当日は、各登山道を結ぶバスを運行します（料金無料）。 

●バスの運行 

富成花見山公園発 9:15 10:35 11:55 13:15 14:35 

柱田字西沢発   9:55 11:15 12:35 13:55 15:15 

●問い合わせ 保原総合支所 575－2112 

 

(5) 富成観光わらび園 

●日時 ４月21日（水）～５月30日（日）までの毎週日曜日、水曜日８時～10時 

●会場 観光わらび園（保原町富沢字下若林） 

●入園料 大人：1,800円 小学生：900円 幼児：無料（入園は予約制） 

●問い合わせ 保原総合支所 575－2112 

 

(6) こどもフェスタ森林公園春まつり 

●日時 ４月29日（木）10時～15時  

●会場 月見舘森林公園（月舘字月見舘山） 

●内容 キャラクターショ―、里山体験など 

●問い合わせ 月舘総合支所 572－2111 

その他の資料 



 

(7) 第15回霊山山開き 

●日時 ４月29日（木）９時～  

●会場 霊山登山口駐車場 

●内容 記念バッジのプレゼント（先着400人） 

     特産品販売（9時～15時） 

●バスの運行 

当日は、阿武隈急行線保原駅から登山口まで、シャトルバス「霊山号」を運行し

ます（料金は往復800円）。 

阿武隈急行保原駅発  8:00  8:40  9:20 10:10 

霊山登山口駐車場発 13:30 14:00 14:50 15:20 

●問い合わせ 伊達市観光物産協会（商工観光課内）577－3175 

 

(8）箱崎の獅子舞（愛宕神社例大祭） 

●日時 ４月29日（木）11時～16時 

●会場 愛宕神社（箱崎字愛宕山） 

●日時 ４月30日（金）８時～20時 

●会場 伊達町各町内 

 

(9) 濫觴
らんじょう

武
ぶ

楽
がく

（霊山神社春季例大祭） 

●日時 ４月29日（木）10時～  

●会場 霊山神社（霊山町字大石） 

 

(10) ほばらふる里まつり  

●日時 平成５月２日（日）10時～15時（小雨決行）  

●会場 赤坂の里森林公園（保原町金原田）  

●内容  

・ダーツゲーム、こども笠踊り、マスつかみ大会ほか 

 ・こども手づくりこいのぼり作品コンテスト 

 ・写真コンテスト募集 

  カラープリント四つ切又はＷ四つ切。入賞作品10点には豪華賞品を贈呈。 

●問い合わせ 保原町ふる里まつり実行委員会 575-1365 

 

(11) 高子二十境ウォークショー 

●日時 ５月２日（日）  

●会場 高子沼周辺及び高子二十境ウォーキングコース  

●内容 

・阿武隈急行高子駅スタート → 高子沼ゴール 

・スタート時間 ９時、９時30分の２回 

※ウォーク参加者には豆っこ汁が無料で振る舞われます。 

・地元芸能ステージショー 



●問い合わせ 伊達市観光物産協会（商工観光課内）577-3175  

 

(12)春のニットフェアとうまいものまつり 

●日時 ５月８日（土）、９日（日） ９時～17時 

●会場 伊達市商工会館（梁川町青葉町） 

●内容 高品質のニットが産地価格で提供されるニットの魅力満載のイベント 

・市内のニット工場から約５千点を展示販売 

・地元の新鮮な旬の野菜や果物、お菓子、漬物などを販売  

●問い合わせ 福島県ニット工業組合 563-6705 

 

 




