
定例記者会見発言録 

 

日 時    ：平成２５年２月２０日（水）１４：００～１５：２０ 

場 所    ：伊達市役所 ２階委員会室１ 

出 席    ：市長、副市長、総務部長、市長直轄理事、財務部長、産業部長、市民生

活部長、教育部長、こども部長、健康福祉部次長 

報道機関：福島民報社、福島民友新聞社、毎日新聞社、読売新聞社、河北新報社、 

 

市 長：（資料１ 提出議案の概要について） 

    （資料２ 平成24年度３月補正予算の概要について） 

３月議会の提出案件は52件である。補正予算のうち大きなものは放射能対

策事業で、年間所要額の確定により、74億5,952万円を減額するものである。

その他年度末により確定したものや、補正後に次年度へ繰り越すものなどを

含めて補正額は74億5,114万2千円の減額となった。これにより補正後の予算

額は546億7,633万6千円となった。 

 

    （資料３ 平成25年度当初予算のポイントについて） 

    この２年間は復旧復興ということで取り組んできたが、依然としてまだ復

旧復興については大きなものがある。しかし、合併10年という節目の年も近

いので、本来合併により目指してきた「少子高齢化対策」にきちんと取り組

んでいこうということで、「復興から成長へ、合併10年に向けたリスター

ト・伊達市のさらなる発展を目指して」というテーマで予算編成に当たった。 

    予算規模としては434億9,100万円で対前年度比では減額となる。これは放

射能対策費が減ったもので逆にそれ以外の事業費が270億3,993万円と増え

ている。予算額の推移を見てみると、24、25年度については放射能対策とそ

の他の事業に分けると、24年度はむしろ平常時の予算としては減っている。

25年度はその意味では過去最高の270億円となる。 

市では毎年財政シミュレーションをしており、市債残高は総額では若干増

えてはいるが、通常の債務つまり市が100％責任を持って返すものは18年度

の240億円から107億円に減っている。財政調整基金は現在40億円台を維持し

ている。当初予算を経費区分でみると、放射能対策費とそれ以外に分けた場

合に、25年度は放射能対策費は減りそれ以外が増えている。その中でも大き

いのが投資的経費である。24年度の29億円に対し25年度は46億円に増えた。

通常の業務もしっかりやっていこうということだ。 

今回の予算を７つの項目に分けて説明する。 

    「くらしとこころの復興事業」は主として放射能対策である。除染対策に

ついては、計画に基づいてさらに強化していく。健康管理については、内部

外部被ばく検査を継続して実施していく。さらには放射能への不安に対して

心のケアも行っていきたい。伊達市フロンティア事業はいわゆる風評被害対



策である。風評被害の払拭についてはこれまでも取り組んできたが、３年目

を迎えさらに力を入れ、観光、農業、商工業の各フロンティアに分けて取り

組んでいく。また、児童生徒対象事業として、他市町村の協力を得ながらキ

ャンプ事業を行う。新しい事業としては、放射線の正しい教育により子ども

だけでなく家族にも理解していただくたための学校の授業を強化していこ

うと考えている。また避難者支援事業ということで、自主避難者が約800人

おり、何とか帰ってきてもらいたい。そのために取り組んでいく。 

    「3.11を踏まえた防災・減災事業」ということで、防災訓練を行ったり、

防災拠点整備事業として、本庁舎と分庁舎に太陽光発電と蓄電池を整備する。

また旧5町の防災無線を統一してデジタル化を図る。また、新しい地域自治

組織の推進ということで、地域自治組織の立ち上げと防災との関係であるが、

中山間地対策・市民協働における市政アドバイザーである明治大学の小田切

先生によれば、地域自治組織の立ち上げは、自主防災がそのきっかけとなる

場合が多いという提言をいただいている。その観点からも自主防災組織の立

ち上げを中心として自治組織を立ち上げるものだ。「『絆』がつなぐ地域安

心プロジェクト」という考え方で自主防災計画を作っていき、その中でどこ

に災害弱者がいるのかを把握し、お互いに助け合っていくということから新

しい地域自治組織が立ち上がっていくと考えている。 

    「伊達の元気発信事業」ということで、災害から２年経ち、元気を出して

がんばろうという元気付け事業である。具体的には保原総合公園について何

とか使えるようにしてほしいとの市民からの要望も多く、また大型遊具が古

くなったこともあり全面的にリニューアルするものである。それにあわせて

子どもたちが思いっきり遊べるようなイベントを開催したい。公園は平成７

年のオープンであり、老朽化しており、かつ除染もしなければならないので

更新に合わせ新しい遊具も導入する。また、今回の震災では砂場の有効性を

改めて考えさせられた。イベントではサンドクラフトを考えているが、これ

は職員の施策提案プロジェクトで提案されたものを取り上げている。また、

ホームページをリニューアルし、がんばっている伊達市を発信していく。さ

らに、今年も復興の誓い事業として「復魂祭」を開催する。 

    「自然と歩きたくなるまちづくり事業」ということで、健幸都市推進事業

として、具体的な取り組みが掛田地区で始まる。モデル地区としては白根地

区でも行っているが、掛田地区で２億５千万円をかけて整備していく。掛田

地区には健幸都市協議会が設置されており、市民に議論していただきながら、

高齢者専用共同住宅、やポケットパーク、まちなかサロン、市道などの整備

を進めていく。 

    「合併10年に向けた地域振興推進事業」ということで、我々は分散型の合

併をし、総合支所のあり方を模索してきたが、総合支所企画推進事業も若手

職員のプロジェクトによる提案である。「総合支所をカエル～JUNP TO 

NEXT」という提案であった。金額は小さいが地域づくりに総合支所の判断で



支援していくというものである。また、霊山こどもの村管理会がこれまでこ

どもの村や紅彩館の指定管理者として運営してきたが、一般社団法人に移行

するのに伴い出資する。地域おこし支援員については現在10名配置している

が、14名にしたいと考えており、現在も募集中である。プレミアム商品券も

好評であったので引き続き取り組みたい。スポーツ振興公社については総合

公園や各種スポーツ施設の指定管理者になると同時に総合型スポーツクラ

ブ的な取り組みもできないかと考えている。そこで公社を設立し出資するも

のである。文化財保護については、養蚕の文化財がいろいろあり、これを旧

泉原小学校に養蚕道具を展示・整理する。いつかは養蚕の歴史館のようなも

のを建てたいと考えている。 

 「伊達な未来びと育成事業」では、将来を担う子どもたちの健全育成を心

がけていく。現在梁川小学校建設事業に取り組んでいるが、梁川コミュニテ

ィースクールゾーンという名目で同じ地域にこども園、小学校、放課後児童

クラブを設置する。単に保護者が忙しいから預かるのではなく、昔のように

群れ遊ぶ中で子どもたちが学ぶべきことを学んでいく。義務教育は６歳から

15歳までであるが、３歳から12歳までを心の義務教育として取り組む。もち

ろん３歳未満についても、こども園であるので当然に預かる。 

また、市では災害により色々な団体から支援をいただいている。ヤングア

メリカンズやOECD東北スクール、生徒会サミット、東京芸大学生による吹奏

楽きらめき事業などがそうである。先日、梁川中学校で６つの中学校の吹奏

楽部150人が芸大学生らと共に演奏会を開催したが、こどもたちの将来のた

めにとてもよいことだ。このような支援に感謝しており、今年も引き続き実

施していきたい。さらには、スクールコミュニティとして、保原小学校の「ホ

ームベースルーム」に地域コーディネーターを配置し、事業を強化していき

たい。 

   「伊達ファシリティーマネージメント事業」として、市有財産の管理にし

っかりと取り組んでいく。行政には減価償却という考えが無いので、財産管

理がうまくいっておらず、バランスシートがなかった。台帳を整備して企業

会計的な管理をしていこうというものである。その他施設を大規模改修し、

今ある施設を必要に応じて改修して有効に使っていこうというものである。 

 

（資料４ 霊山町上小国地区水道整備事業について） 

 霊山町上小国地区水道整備事業については、特定避難勧奨地点の指定によ

り、コミュニティが崩壊に瀕しているとの観点、そしてこれからの地域振興

という観点から、その一つとして上水道を整備するものである。25年度に基

本設計に入り、26年から27年度にかけて工事を行い、費用は５億2400万円で

ある。 

 

 



（資料５ 生活圏除染の進捗について） 

    Ａエリアについては、２月15日現在で55.54％の進捗となっており、仮置

き場は49カ所確保している。富成、掛田地区で確保されていない町内会が一

部あるが概ね確保された状況である。工期は３月15日までとなっているが、

承知のとおり今年は雪が多く表土凍結で作業が難しく、雪解け後に作業をし

てほしいという住民の要望があり、また対象棟数が当初の予定より増えたこ

とから当初見込みより作業日数が増えている。そうしたことから工期内での

終了は難しいので、発注者としては工期の延長を検討している。 

Ｂエリアについてはかなり発注したが、一番大きい上保原地区がまだ残っ

ている。今後も発注を進めていきたい。 

Ｃエリアについては、現在１次モニタリングと称して町内会の皆さんにお

願いして、どこが高いのか線量の把握をお願いしている。これに基づいて市

が２次モニタリングを実施しようと思っている。それにより作業計画をたて、

必要な除染を行う。そのような方向で進めている。 

 

    （資料６ ガラスバッジによる外部被ばく検査結果について） 

 ガラスバッジによる外部被ばく検査を昨年７月から実施しているが、２回

目の測定結果がまとまった。これによると、特定避難勧奨地点の指定を受け

た地区の実効線量は前回と比較すると下がっている。時間の経過もあるが、

除染の効果が大きいと考えている。３カ月間の実効線量が前回より平均で

0.3ミリシーベルト下がっていることは大きい。今回の結果による平均年間

線量は2.0ミリシーベルトと推定される。それ以外の地区では変化がなかっ

た。今回も線量の異常に高い人がおり、年間推定線量が20ミリシーベルトを

超える人が４人いた。前回も20ミリミリシーベルトを超える人が５人いたが、

正しい使用方法を指導したところ今回は平常値だったということで、前回は

明らかに使用方法が誤っていたということになる。今回の４人については調

査中であるが、現時点での聞き取りの状況では、実効線量が16.3ミリシーベ

ルトであった人は、ガラスバッジを会社及び自宅の車の中に置いていたとい

うことで、車自体が高いのではないかということで調査している。そのほか、

イノシシ狩りに何度も行ったとか、庭木の剪定や落ち葉の整理をかなりやっ

たとか、作業後の軍手と一緒にしておいたとかいろいろある。この辺をよく

聞き取りして、正しく使用してもらう。これにより前回のように平常値にな

るかどうかということである。 

 

（資料７ 長野県南牧村との大規模災害時相互応援協定の締結について） 

    長野県南牧村との大規模災害時相互応援協定を予定しており、これにより

当市が予定した協定は完了することになる。もちろんこれからも機会があれ

ば協定を結んでいきたい。南牧村とは子どもたちのサマーキャンプの受け入

れで平成23年からお世話になっている。 



 

    （資料８ 「復興の灯」プロジェクトについて） 

    復興の灯プロジェクトについては、災害から２年ということで、これから

もがんばろうということ同時に、哀悼の意を表し、地域再生のためにがんば

ろうということで開催したい。 

 

《質疑応答》 

記 者：伊達市フロンティア事業について、この中の新規事業である伊達マルシェ

とブランディングの内容について詳しく聞きたい 

産業部長：伊達マルシェは新規事業として予定しているが、市内および首都圏にお

いて市場を開催し、市の農産物の安心安全をPRするものである。ニットのブ

ランディング事業については、福島県ニット協同組合が25年度から取り組む

風土染め、つまり市内の柿の皮などを使った伊達市独自の草木染めの商品を

開発したいということで市が支援するものである。 

 

記 者：避難者支援事業について、継続とあるがこの中で新年度から新たに始める

ことはあるのか。 

市 長：これから考えるものもあるが、残っている父親などを集めて何かやろうと

考えている。米沢市ではセンターを設立し色々な支援していただいているの

で、こちらも避難者へのサポートを考えなければならない。避難者の中には

帰りたいけれども不安だという声がある。我々は大丈夫だという認識である

が、原発を恐れているようだ。そしてまだ空気中に放射性物質があるのでな

いかという不安。この誤解を解いていかなければならない。この件とは関係

ないが、先日福島第一原発を視察してきた。技術的には収まっているのかど

うかということはあるが、少なくとも３千人以上がそこで働いている。確か

に線量の高いところはあり、３号機の脇では800マイクロシーベルト/時を超

える。そういうところはあるが現に敷地内で作業している。そういうことも

伝えていかなければならない。 

また、伊達市でのイベントの際には避難者の送迎のためにバスを出そうと

考えている。 

 

記 者：改めて市長の言葉で予算のポイント、力を入れたところを教えてほしい。 

市 長：復興とはいっても、元に戻そうということではなく、3.11以降を意識して

新たな観点で伊達市を再構築しようという意味でのリスタートである。3.11

以前とは状況が変わっており、それを前提として新しい取り組みをしていこ

うということである。放射能対策というのはある意味では元に戻すというこ

とであり、それだけでは何も生まれない。新たなものを生むような取り組み

をしようではないかということだ。 

 



記 者：今回の予算で新たなものを生み出すといことで力を入れたところはどこか。 

市 長：事柄としては小さいが、保原総合公園の大型遊具の更新というのは単に子

どもが遊べるようにするというだけでなく、子どもの育成というものを改め

て考える機会である。こどもが砂遊びをするというのは単に面白いというこ

とではなく、創造性を育むことが含まれている。 

また、市ではかねてから子どもの自立性を高めようと、通学合宿なども実

施してきた。今回の災害によって実施したサマーキャンプや移動教室では自

立性を高める大きな成果を挙げた。これは当初意図したことではなかった。

これをもっと積極的にやっていこうということである。その象徴が保原総合

公園の取り組みである。 

さらに、今年度の吹奏楽きらめき事業は非常に成果が上がっている。子ど

もたちの意欲も相当向上している。ヤングアメリカンズは２日間でこどもた

ちにミュージカルを教えるもので、この２日間で子どもたちが変わる。今回

の震災が無ければこのようなことは分からなかった。これらを是非継続して

やっていきたい。さらにはOECD東北スクールというものがあるが、これは

OECDが支援しているもので、現在生徒の代表が復興のための製品作りをして

おり、今後パリで発表する予定である。 

 

記 者：上小国地区について水道整備以外で考えている地域振興策はあるか。 

市 長：これだけではだめだということは言うまでもない。まだ予算の段階に至っ

ていないが、農業の根本的な革新というものをやったらどうかと考えている。

現に植物工場のようなものを考えている人がいるので、支援していきたい。

みんなで協力して事業を立ち上げていければよい。 

また、今回の補正予算で地域コミュニティ再生・活性化事業として、「霊

山道の駅」整備に向けた費用を計上しているが、これは復興道路建設に伴い

道の駅を設置しようというものである。小国地区にインターチェンジができ

るので、そこに道の駅を整備して農産品を売りたいということである。ただ

の道の駅ではなく復興につながるようなものにしたい。 

 

記 者：新しい地域自治組織推進事業について、市としても地域防災計画の見直し

があると思うが、国からも市町村の要援護者の連絡網をつくることを義務付

けるという方針が示されており、市としては既に着手されているのか。 

市民生活部長：今年度から取り組んでおり、関係課がそれぞれの課題解決のために

連携を取りながら進めていこうということである。 

 

記 者：各行政区の長が中心となり組織をつくっていくということか。 

市 長：町内会というものが既にある。しかし町内会としてのまとまった行動が必

ずしもとれていない。地域自治として地域の課題を解決していただくという

意味である。一部では道普請のようにかなり取り組んでいるところもある。



市民協働という点から言うと、小田切先生の話を聞くとうまくいっていると

ころのほとんどは防災の取り組みから入っている。今は高齢化社会であり、

地域には支援を要する弱者がおり、そのような人は災害弱者でもある。今回

の震災で浜通りで避難命令が出たときに、目の見えない人が残っていたとい

う話がある。それを考えると水害でも同じだ。そういうことを考えると町内

会においての地域自治は重要である。災害時にこそ問われると考えると自主

防災組織を立ち上げるということが、イコール地域自治・協働につながって

いくということで取り組もうということである。これは上からやるというこ

とではない。 

 

記 者：町内会で細かな自主防災計画をいつごろまでに作りたいとうスケジュール

はあるのか。 

市民生活部長：町内会ごとにできることも一様ではない。市民との議論を大事にし

て、じっくりやっていくといくことではないか。 

市 長：行政的にいつまで作ってくださいとなればできる。しかし、そうではなく

て作る過程でいろいろなものを入れ込んでいくことが大事である。その中で

絆が生まれたり、市民協働のマインドが養われていくだろう。いつまでとい

うのは問わなくて良いと思う。 

 

記 者：ガラスバッジについて、測定値のデータ整備とは具体的にどのようなもの

か。 

市 長：測定にあたっては市政アドバイザーの宍戸教授の指導を受けており、その

利用はこれから考えていかなければならない。ガラスバッジを何のために着

けているかというと、Ｃエリアについて実際の年間被ばく線量は１ミリシー

ベルトを下回るだろうと私も思う。しかしそれを市民が実感することが大事

である。自宅が0.23マイクロシーベルト/時より高いところは結構あると思

う。自宅の放射線量と自分が被ばくする線量とは無関係とは言わないが、高

いからそうなるとは限らない。どこで行動しているかによる。そうすると、

この家では除染しなくても良いとか、またその人は高いところの屋外で仕事

をしているのだから、どう注意しなければいけないとか課題が分かる。ガラ

スバッジに４億円を投じても、無駄な除染をしなくても済むのであればお互

いによいのではないかと思う。これからどのように利用するかということは

データの分析結果によってはそのようなこともいえるのではないか。 

 

記 者：データベース化するということではないのか。 

市 長：結果としてはデータベース化となる。自宅の線量とどういう関係にあるの

かなどの分析ができる。国では特定避難勧奨地点と子どもの経費しか手当て

しないので、伊達市では１万２千人分のみである。市としては全員測るべき

だと思っている。 



 

記 者：データ整備の準備を進めているということは、データベース化してHPに掲

載するのか、やるとすれば時期はいつか 

健康福祉部次長：データベース化はするが、これはガラスバッジだけでなく内部被

ばくや精神的な部分などいろいろあるので、それを逐次分析しながら時期を

見て載せるということは可能である。 

 

記 者：それは新年度内か。 

健康福祉部次長：それ以降になると思う。６月まで実測するので、やはり一年間の

結果を見た上で対応したい。 

市 長：６月で一年間の測定が終わる。線量が低くても希望者には引き続き着用し

てもらう。一年間の実測データと、現在市民にお願いしているＣエリアの自

主モニタリングに基づく市の２次モニタリングデータとの突合せも行うの

で時間がかかる。放射能対策というのはもっとマネジメントをしていく必要

がある。そういう取り組みをしているつもりである。 

 

記 者：第１回目の発表の時には、15歳で区別していたはずだが、今回は特に差は

ないということか。 

健康福祉部次長：前回はそのような区分けをしたが、10月に配布・回収方法を統一

して、全て各世帯に郵送するようになったということで整理した。詳細につ

いては影響がない。 

 

記 者：回収率はどのくらいか。 

健康福祉部次長：２月１日現在で第１回分については92％、今回については85％で

ある。 

市 長：回収率を上げることは重要であり、１回目は回収チームをつくって対応し

て92％までになった。今回の分は督促作業がまだ残っている。この検査は外

部被ばくなので、子どもも大人も同じだと考えている。ただしその影響がど

うだというのは別の問題である。大人と子どもで区別する必要は無く、区別

するのはどこに住んでいるかということである。 

 

記 者：掛田地区のポケットパークや高齢者住宅は年度内に整備されるのか。 

市長直轄理事：全てが年度内ではない。年次ごとに計画を立ててやっている。28

年度までの予定である。 

 

記 者：保原総合公園のリニューアルは年度内か。 

市 長：秋にリニューアルイベントを予定しているので当然年度内である。 

財務部長：大型遊具については年度内に終わるが、この公園は広く色々な施設があ

るので計画的に26年度以降もリニューアルという形で手を入れていく。 



 

記 者：リニューアルオープンはいつごろか。 

財務部長：大型遊具はかなり特殊なもので、なるべく早くということで進めている

が、イベントの性格上砂を扱うので寒くならないうちにと考えている。 

 

記 者：ガラスバッジについて、除染の効果が大きいとあったが、富成地区があま

り下がっていないということは、除染の進捗も一因としてあると考えるか。 

市 長：必ずしもイコールではない。どこで行動しているかによる。ただ総じてい

えばこのような結果から、明らかに除染の効果と推定してもかまわないので

はないか。除染対象地域が下がっているということは、統計学的に意味があ

ると見てよいのではないか。 


