
記 者 会 見 

 

 

日時：平成24年10月３日（水）14時 

場所：伊達市役所２階 委員会室１ 

 

 

１ 除染業務の推進について 資料１ （市民生活部放射能対策課） 

 

 

 

２ 伊達市総合防災訓練の実施について 資料２ （市民生活部環境防災課） 

 

 

 

３ 北海道松前町との大規模災害時相互応援協定の締結について 資料３  

（市民生活部環境防災課） 

 

 

４ だてな復魂祭2012の開催について 資料４ （総務部総務課） 

 

 

 

５ 上保原認定こども園整備事業について 資料５ （こども部こども支援課） 

 

 

 

６ 東日本大震災復興支援財団による「幼稚園・保育園での外遊び支援事業」につ

いて 資料６ （こども部こども保育課） 

 

 

７ 秋のイベント 資料７ 



除染業務の推進について 

 

１ 生活圏除染業務の進捗 

（１）Ａエリア 

  ①作業状況 

工 区 
事前モニタリング 

除染作業 仮置き場 
公共施設 道 路 宅 地 

霊山町小国 実施中 終 了 実施中 実施中 
造成完了(４カ所) 

造成中(２カ所) 

霊山町石田東

部・月舘町東部 
実施中 終 了 実施中 実施中 

造成完了(１カ所) 

造成中(２カ所) 

測量中(１カ所) 

保原町富成 準備中 実施中 実施中 実施中 
造成中(２カ所) 

測量中(２カ所) 

保原町柱沢 終 了 実施中 実施中 実施中 造成中(４カ所) 

霊山町掛田 終 了 実施中 実施中 実施中 造成中(２カ所) 

  ②仮置き場の確保状況              （単位：㎡） 

工 区 想定必要面積 契約済面積 必要面積不足分 

霊山町小国 22,000   32,015（11箇所） 8,486 

霊山町石田東

部・月舘町東部 
16,000   42,930（ 7箇所） 0 

保原町富成 22,000   40,641（ 5箇所） 13,036 

保原町柱沢 20,000   28,227（ 7箇所） 12,307 

霊山町掛田 20,000   12,139（ 4箇所） 14,404 

計 100,000  155,952（34箇所） 48,233 

（２）Ｂエリア（事前モニタリングの状況） 

地 区 戸数 公共施設 道 路 宅 地 

保原町上保原 1,620 実施中 実施中 実施中 

保原町村岡・八幡台 80 実施中 実施中 実施中 

霊山町中川 160 終 了 終 了 終 了 

霊山町山戸田 120 終 了 終 了 実施中 

霊山町山野川 310 終 了 終 了 実施中 

霊山町石田（※） 160 終 了 終 了 実施中 

月舘町御代田 470 実施中 実施中 実施中 

月舘町糠田 200 終 了 実施中 実施中 

月舘町上手渡 55 終 了 実施中 実施中 

月舘町下手渡 90 終 了 実施中 実施中 

月舘町月舘（※） 275 実施中 実施中 実施中 

月舘町布川（※） 160 終 了 実施中 実施中 

 ※Ａエリア区域を除く 

下線部は前回から進捗のあったもの。 
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２ Ｂエリアの除染業務発注方針 

（１）基本方針 

   市内業者への業務委託により実施する。 

（２）競争入札の方法 

  ①早期に入札、契約する必要があることから、代表通知型指名競争入札（JV）

により実施する。 

   ※代表通知型指名競争入札 

   発注者が条件を付し、代表構成員を指名した上で、指名された代表構

成員がJVを構成し入札に参加する方式 

  ②単体での受注希望や小規模ロットにも対応するため、単体発注も適宜組

み合わせる。 

（３）委託料の支払い方法 

市内業者の資金繰りに対応するため、前払い金を委託金額の40％までと

するともに、部分払いを３回まで拡大する。 

（４）発注の時期 

    モニタリング業務が終了した地区から順次発注する。 

 

３ 市政アドバイザーの委嘱 

10月１日付けで、多田順一郎氏を放射能対策アドバイザーに委嘱した。 

（１）市政アドバイザープロフィール 

    多田順一郎 1951年生まれ 東京都 

          東京教育大学理学部（物理）卒業 

          現職：ＮＰＯ法人放射能安全フォーラム理事 

（２）任 期 

    平成25年３月31日まで 

 

４ 伊達市地域除染推進本部の設置 

  地域の除染を推進するため、各総合支所に地域除染推進本部を設置するこ

ととし、10月１日付けで各総合支所長を地域除染推進本部長に委嘱した。 

（１）本部の所掌事務 

   ①地域の除染の推進に関すること 

   ②仮置き場（現場仮置き場）の選定及び設置に関すること 

   ③市との連絡調整に関すること 

   ④その他必要な事業に関すること 

（２）本部の構成員 

   町内会長など 

 

５ 組織の強化 

  10月１日付けで、市民生活部放射能対策課および産業部農林課にそれぞれ

職員１名を配置した。 

10月３日 記者会見資料 

市民生活部放射能対策課 

電話 575-1003 



市政アドバイザー：多田順一郎氏の経歴 

 

 1951 年生 東京都 

 1974 年  東京教育大学理学部（物理）卒業 

 1980 年  筑波大学大学院理学研究科博士課程（物理）終了 

 1981 年  日本赤十字社医療センター放射線科部技術係長（核医学） 

 1983 年  聖マリアンナ医学大学放射線科助手 

 1986 年  筑波大学基礎医学系（陽子線治療）助手を経て講師 

 1997 年  ㈶高輝度光科学研究センター安全管理室長 

 2006 年  (独)理化学研究所横浜研究所放射線取扱主任者 

 2000～2008 年 原子力安全委員会放射線防護専門部会委員 

 2007 年～ ＮＰＯ法人放射線安全フォーラム理事 

 2012 年～ 川俣町除染アドバイザー 
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伊達市総合防災訓練の実施について 

 
 災害時における応急対策が迅速かつ的確に実施できるように防災対策を確立

するとともに、市民の防災意識の高揚を図ることを目的に、伊達市総合防災訓

練を実施します。 

 

１ 日 時 10月27日（土） ８時～12時 

 

２ 場 所 伊達市役所、東根川堤防（保原町字舟橋地内）、中野病院、 

保原小学校 

 

３ 参加人数 600人 

 

４ 訓練想定 

（１）台風による豪雨で、降り始めからの総雨量が200mmを超え、河川の水位が

急速に上昇し、周辺での浸水の恐れが生じた。 

（２）東北地方南部を中心にマグニチュード7.4の地震が発生し、伊達市で震度

６強を観測した。これにより、家屋倒壊や火災が発生し、多数の負傷者

が出たほか、ライフラインにも甚大な被害が発生した。 

（３）原発事故を心配した浜通り市町村の住民が避難を開始し、県を通じて避

難者の受け入れ要請がされた。 

 

５ 訓練内容 

（１）伊達市役所 ８時～８時25分 

  ①非常召集 

②災害対策本部設置 

  ③通信、被害状況調査 

（２）東根川堤防 ８時30分～８時50分 

  ①消防団による水防訓練（土のう積み、シート張り） 

（３）中野病院  ９時～９時30分 

  ①医師、看護師による入院患者などの避難誘導 

  ②救急隊による検索救助 

  ③はしご車による救出 

（４）保原小学校 ９時30分～12時 

  ①避難所の開設、運営 

  ②負傷した避難者の応急手当 

  ③ＡＥＤによる心肺蘇生訓練（市民参加訓練） 

  ④放課後児童クラブ（ほばら児童クラブ）児童の避難 

  ⑤福島県消防防災航空ヘリコプターによる教職員の救出 

  ⑥浜通り市町村からの避難者受け入れ（スクリーニング、避難者名簿作成） 
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  ⑦災害ボランティアセンターの設置 

  ⑧初期消火訓練（市民参加訓練） 

  ⑨炊き出し、配給、給水訓練 

  ⑩保原小学校防災設備設置・操作確認 

 

５ 主催者 伊達市 

 

６ 参加・協力団体 

  福島県、伊達市消防団、伊達市消防組合消防本部、伊達警察署、福島河川

国道事務所、陸上自衛隊福島駐屯地第44普通科連隊、福島県消防防災航空セ

ンター、東北電力㈱福島営業所、東日本電信電話㈱福島支店、㈳伊達医師会、

(医)敬仁会中野病院、伊達市社会福祉協議会、伊達市赤十字奉仕団、伊達市

女性防火クラブ、伊達地区交通安全協会、伊達市交通教育専門委員、町内会

（市柳第１～第４、中村第１～第５、赤橋、十日町、宮本、五日町、泉町、

西町、柏町、小幡南部、小幡北部） 

 

７ その他 

（１）保原小学校南側駐車場で、起震車、はしご車などの展示、体験搭乗を行

う。 

（２）保原小学校小アリーナで、災害写真パネルや防災用品などの展示を行う。 

10月３日 記者会見資料 

市民生活部環境防災課 

電話 575-1197 



防災訓練会場案内図

訓練場所

観閲経路

通報・救助･

避難訓練

保原小学校
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訓練場所

観閲経路

非常招集訓練

災対本部設置訓練

訓練開始申告

通信訓練・被害状況調査訓練

水防訓練

通報・救助･

避難訓練

避難所開設、避難、避難所運営訓練

応急救護訓練

AED取扱い訓練

児童の避難訓練(ほばら児童ｸﾗﾌﾞ)
救助訓練(防災ﾍﾘ)
原発事故災害対応訓練

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置訓練

初期消火訓練

炊出し、配給、給水訓練

保原小学校防災施設設置・操作確認訓練

閉会式

保原小学校
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     北海道松前町との大規模災害時相互応援協定 

の締結について 

 
 東日本大震災の教訓から、同時に大規模な災害に遭う恐れの少ない遠隔地と

の協力関係が必要であるとの認識のもと、北海道松前町と大規模災害時相互応

援協定を締結し、応急対策並びに復旧・復興対策が円滑に遂行されるよう相互

に応援を行います。 
 なお、松前町とは姉妹都市を締結しており、現在は復旧支援のため同町から

の派遣職員を受けています。 
 

１ 協定内容 

 ①被災者の一時的な受け入れ 

②食料や飲料水など応急対策および復旧に必要な物資および資機材の提供 

 ③災害応急措置および災害復旧活動に必要な職員の派遣 

 

２ 協定締結式 

（１）日時 10月20日（土） 16時 

（２）場所 伊達市役所 

 

３ 松前町からの出席者  

   町長、町議会議長 

 

４ その他 

   今後、島根県出雲市、滋賀県草津市との協定締結準備を進めている。 

資料３ 

10月３日 記者会見資料 

市民生活部環境防災課 

電話 575-1197 



だてな復魂祭2012の開催について 

 
 伊達市の復興をＰＲし、さらなる復興の一助とするため、「食の安全」をテー

マに、「だてな復魂祭2012」を開催します。 

 

１ 日 時  10月20日（土） 10時～20時 

 

２ 場 所  保原中央公民館、保原市民センター、保原体育館及び駐車場 

 

３ 内 容 

（１）食の祭典  

①Ｄ－１グランプリ 

  伊達地方１市２町の飲食店がオリジナルの巻き物を出品し、「だてなロ

ール№１」を決める。 

  ②だてなスイーツまつり 

    市内の菓子店が出品、スイーツの魅力を発信する。 

（２）観光物産展  

  ①市内特産品のＰＲ 

②米の安全ＰＲ 

  ③北海道松前町、島根県出雲市、飯舘村から特産品の出展 

  ④マグロ解体ショー 

（３）ちびっこ広場 

   縁日広場、布紙芝居、迷路 

（４）ステージイベント 

  ①地域ステージ（市内５地域、桑折町、国見町） 

  ②普天間かおりライブ 

  ③お笑い芸人ライブ 

  ④大道芸人パフォーマンス 

  ⑤avexダンススクール 

  ⑥芸能人ビデオレター 

 

４ 主 催  だてな復魂祭2012実行委員会 

（だて青年会議所、伊達市商工会、保原町商工会、伊達市観光物

産協会、伊達市社会福祉協議会、伊達みらい農協） 

 

資料４ 

10月３日 記者会見資料 

総務部総務課 

電話 575-1111 



上保原認定こども園整備事業について 

 
 待機児童の解消と子育て支援センターの開設、市有施設の老朽化対策として、

上保原認定こども園整備事業を進めています。 

 施設の設置及び運営は事業者が行い、市がその費用の一部を助成します。 

平成25年４月に開園する予定であり、これにより、市立上保原幼稚園および

保原第二保育園は平成24年度末で廃止します。 

 

１ 事 業 者 学校法人保原シャローム学園 

 

２ 事業者への助成 

（１）用地の提供 

    市で用地を取得し、造成した上で無償で貸与する。 

伊達市保原町上保原字上ノ原22番地２ほか１筆 5,026㎡ 

（２）施設整備費の補助 

    国が1/2、市が1/4を補助する。 

（３）幼稚園保育料の補助 

    幼稚園保育料は公立幼稚園保育料と同額とするため、保育料の差額を

補助する。 

 

３ 建設工事の着工 

  事業者である学校法人保原シャローム学園が発注した。 

  工 期 平成24年９月21日～平成25年３月25日 

  起工式 平成24年10月15日 

資料５ 

10月３日 記者会見資料 

こども部こども支援課 

電話 577-3128 



   東日本大震災復興支援財団による「幼稚園・保育園 

での外遊び支援事業」について 

 
 公益財団法人東日本大震災復興支援財団（所在地：東京都）が「幼稚園・保

育園での外遊び支援事業」として、市内の幼稚園および保育園（私立、認可外

を含む）の砂場の砂入れ替えと、遊具のサビ落とし・塗装などを実施します。 

 

１ 支援内容 

（１）砂場の砂入れ替え 

    実施園：23園 

    表層50cmの砂を入れ替える（使用する砂は大阪府淀川の川砂）。 

    枯葉防護ネットを設置する。 

（２）遊具のサビ落とし、清掃 

    実施園：19園 

（３）保護者対象の勉強会の開催 

    外部講師による放射能の基礎勉強会を開催する。 

 

２ 事業実施期間 

   ９月24日～10月30日 

 

３ 事業費 

   約1,550万円 

    

資料６ 

10月３日 記者会見資料 

こども部こども保育課 

電話 577-3141 



秋のイベントについて 

 

１．伊達市ゆかりの作家展「奥の細道 米倉兌
とおる

 墨彩展」 

①日時 10月４日(木)～20日(土) ９時30分～17時 

②場所 梁川美術館 

③内容 元保原高校の美術教師・米倉兌氏の墨彩展。保原高校創立90周年に

合わせ開催。飯坂や松島など、芭蕉の歩いた軌跡を墨彩画でたどる。 

④入場料 300円 

④問い合わせ 梁川美術館 ℡527-2656 

 

２．「繊維のダイヤモンド」天蚕まつり 

①日時 10月６日(土)～７日(日) ９時30分～15時30分 

②場所 阿武隈急行保原駅 

③内容 天蚕紬製品販売。紬糸づくり体験（無料）、コサージュづくり体験（500

円）なども実施。 

④問い合わせ りょうぜん天蚕の会 ℡586-3004 

 

３．あみだす開店４周年記念コンサート 

 ①日時 10月20日（土） 13時30分～15時 

 ②場所 市役所１階シルクホール 

 ③内容 梁川交響楽団による演奏 

 ④問い合わせ 福島ニット協同組合 ℡575-3161 

 

４．秋の霊山紅葉まつり 

①日時 10月21日(日)～11月11日(日) ９時～15時 

②場所 霊山登山口駐車場 

③内容 霊山登山案内、地場産品の物産展 

④問い合わせ 伊達市観光物産協会 ℡529-7779 

 

５．第33回三浦弥平杯伊達市梁川ロードレース大会 

①日時 10月28日(日) ７時50分～ 

②場所 梁川総合支所（スタート･ゴール） 

③内容 梁川町出身で福島県初の五輪選手、三浦弥平氏の功績を称えて行わ

れる大会。申込者1,330人（10月１日現在） 

④招待選手 田澤範樹選手、安田匡選手（ともに早稲田大学生） 

⑤問い合わせ 同大会事務局（梁川体育館内） ℡577-0403 

 

 

 

資料７ 



６．小手姫の里秋まつり 

①日時 11月３日(土)～４日(日)  ９時30分～16時 ※４日は９時～15時 

②場所 月舘中央公民館（雨天時は体育館） 

③内容 町内各種団体による特産品の販売やフラダンス教室、スポーツ民謡、

琴の演奏などのイベントを開催。 

④問い合わせ 月舘総合支所 ℡572-2112 

 

７．資料館 秋のコンサート 

①日時 11月10日(土) 14時～ 

②場所 保原歴史文化資料館 

③内容 フルート奏者：若月美香さんによる演奏。 

④入場料 無料（定員30人） 

④問い合わせ 保原歴史文化資料館 ℡575-1615 

 

８．だてふるさと産業祭 

①日時 11月10日(土)～11日(日) ９時～15時 ※11日は14時まで。 

②場所 みらい百彩館「んめ～べ」 

③内容 農作物や商工会加盟店商品を特価で販売。農作物品評会。 

④問い合わせ 同祭実行委員会（JA伊達営農センター） ℡583-3321 

※雨天決行。 

 

９．やながわふる里秋まつり 

①日時 11月10日(土)～11日(日) ９時30分～16時 ※11日は15時まで。 

②場所 阿武隈急行線梁川駅前イベント広場、伊達市役所梁川分庁舎 

③内容 商工会加盟店などによる物産展、姉妹都市・阿武急沿線市町交流物

産展。 

④問い合わせ 同まつり実行委員会（JA梁川営農センター） ℡577-0321 

※雨天決行（但し、オープニングセレモニー・マーチングバンドは中止）。 

 

10．ほばら産業まつり 

①日時 11月10日(土)～11日(日) ９時30分～16時 ※11日は15時まで。 

②場所 保原体育館・保原市民センター・保原中央公民館 

③内容 農作物や商工会加盟店商品などを特価で販売。農作物品評会。 

④問い合わせ 同まつり実行委員会(保原町商工会内） ℡575-2284 

※雨天決行。 

 

11．ニットサンクスフェア 

①日時 11月23日(金)～25日(日) ９時～16時 

②場所 保原市民センター 

③内容 本市特産のニット製品５千点を工場直販価格で提供。 

④問い合わせ 福島県ニット工業組合 ℡563-6705 


	shidai.pdf
	shiryo01
	【資料１-１】除染業務の推進.pdf
	【資料１-２】市政アドバイザー経歴

	shiryo02
	【資料２-１】伊達市総合防災訓練.pdf
	【資料2－2】会場案内図

	shiryo03
	shiryo04
	shiryo05
	shiryo06
	shiryo07

