
記 者 会 見 

 

日時：平成24年７月31日（火）14時 

場所：伊達市役所２階 委員会室１ 

 

 

１ 放射能対策事業の進捗について 資料１ 

（市民生活部放射能対策課、産業部農林課、健康福祉部健康推進課） 

 

 

２ リヴィア市訪問団の受け入れについて 資料２ （市民生活部市民協働課） 

  アメリカ合衆国マサチューセッツ州リヴィア市からの訪問団13人を受け入れ、

市民との親善交流を深めます。 

 

 

３ 伊達市特産物の消費拡大事業について 資料３ （産業部農林課、商工観光課） 

  桃の消費拡大を図るため、北海道札幌市・旭川市で市長トップセールスを行い

ます。また県外の物産展に出展するほか、伊達市への訪問ツアーを受け入れます。 

 

 

４ 夏のイベント 資料４  



放射能対策事業の進捗について 

 
１ 生活圏除染の進捗 

（１）Ａエリア 

  ①作業状況 

工 区 作業状況 

保原町富成 ・仮置場（富沢）測量造成中 
・道路の事前モニタリング中 

保原町柱沢 ・公共施設の事前モニタリング中 

 

霊山町掛田 ・公共施設の事前モニタリング完了 
・仮置場（日向前）測量造成中 

霊山町小国 ・道路、宅地の事前モニタリング中 
・仮置場（上小国）測量造成中 

霊山町石田東部・月舘町東部 ・道路の事前モニタリング中 
・仮置場（石田坂ノ上）測量造成中 
・作業計画書作成の下準備中 

  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 

保原町富成 22,000 4,637（ 2箇所）

保原町柱沢 20,000      0 

霊山町掛田 20,000 11,184（ 3箇所）

霊山町小国 22,000 18,215（ 6箇所）

霊山町石田東部・月舘町東部 16,000 22,799（ 5箇所）

計 100,000 56,835（16箇所）

 

（２）Ｂエリア 

地 区 作業状況 

霊山町中川 （160世帯） ・モニタリング中 

霊山町山戸田（120世帯） ・公共施設モニタリング中 

・住宅モニタリング準備中 

 

２ 農産物の安全確保対策の実施 

（１）米の全袋検査 

   基準値を超える米が、絶対に流通・販売、食用に供しないように、ベル

トコトンベア式検査機器を導入し、米の全袋検査を実施する。 

  ①購入機器 ３台（キャンベラジャパン製） 

  ②設置場所 ㈱大崎 倉庫（保原工業団地） 

   

   

資料１ 



（２）出荷用農産物検査 

 基準値を超える農産物の出荷を未然に防止するため、放射性物質簡易分析

器を購入し自主検査体制を強化する。 

  ①購入機器 15台（NaIシンチレーション） 

  ②設置場所 保原総合公園管理棟会議室 ３台 

        JA伊達みらい本店     ８台 

        JAんめーべ        ２台 

        直売所・かぼちゃ     １台 

        直売所・伊達駅なかプラザ １台 

  ③検査結果 県でデータを集約しホームページに掲載する。 

 

３ ホールボディカウンタ（ＷＢＣ）による内部被ばく検査の実施 

平成23年10月から、子どもや妊婦などを中心に健康不安の解消と健康管理

を目的としてホールボディカウンタによる内部被ばく検査を実施してきた。 

  平成24年度は検査対象を全市民に拡大する。 

（１）平成23年度の検査結果 

    受検者9,305人全員が健康に影響を及ぼす数値ではなかった。 

（２）平成24年度の検査体制 

    現在、検査業務委託をしている公益法人福島県労働保健センターでの

検査に加え、市独自でＷＢＣ機器２台を購入したことから、市内２つの

医療機関に設置して運用を委託する。 

  ①委託医療機関および検査開始予定日 

    医療法人敬仁会 中野病院    ８月10日（金） 

    公益財団法人仁泉会 梁川病院  ８月22日（水） 

  ②検査日 

    月曜日から金曜日（祝日は除く） 

  ③検査時間および１日あたりの検査人数 

    午前９時～午後零時30分、午後１時30分～午後４時30分 

    各医療機関１日90人まで 

  ④検査案内 

    放射線量の比較的高い地区から順次案内する。 

  ⑤福島県労働保健センターの検査体制拡充 

    ９月にセンター独自でＷＢＣ機器２台を追加導入の予定であり、多く

の市民の検査が可能になる。 

 

 

 

７月31日 記者会見資料 

市民生活部放射能対策課 

電話 575-1003 

産業部農林課 

電話 577-3173 

健康福祉部健康推進課 
電話 575-1116 



リヴィア市訪問団の受け入れについて 

 
 伊達市ではアメリカ合衆国マサチューセッツ州・リヴィア市との間で相互派

遣受け入れ事業を行っています。今年度はリヴィア市からの訪問団13人を受け

入れ、親善交流を深めます。 

 

１ 日 程 ８月８日（水）～17日（金） 

 

２ 訪問団 13人（中・高校生９人、引率４人） 

 

３ 内 容 ホームステイ（平成22年度派遣者がホストファミリー） 

      市長表敬訪問 

      日本文化の体験 

       伊達中学校での書道、茶道、剣道体験 

      地域住民との交流 

       うどん打ち・マグカップ絵付け体験 

       保原サマーフェスティバル参加など 

 

４ 主 催 伊達市国際交流協会 

 

５ これまでの経過 

  リヴィア市との交流は、旧月舘町にリヴィア市出身の英語指導助手が配置

されたことが縁で平成６年から始まり、旧月舘町との間で隔年で派遣と受け

入れを行ってきた。 

  平成20年からは旧月舘町在住者に限っていた派遣対象者を伊達市内全域に

まで広げた。昨年は受け入れの年であったが、震災の影響により行わなかっ

た。 

  これまでの派遣者は125人、受け入れ者は117人となっている。 

 

６ その他 

  訪問団のうちの１人が、２学期から１ケ月間、保原高校に短期留学する。 

資料２－１

７月31日 記者会見資料 

市民生活部市民協働課 

電話 575-1177 



平成24年８月８日（水）～17日（金）

日数 期日 時間 場　所 行事内容

13:30 成田着
浅草泊

14:50 阿武隈急行保原駅着 午前中、都内見学など

15:00～
　　15：30

伊達市役所（シルクホール） ホストファミリー対面式

18:00～
　　20：00

ロイヤルほていや ウェルカムパーティー

10:00～
　　10：40

伊達市役所（特別会議室） 市長表敬訪問

11：00～
　　11：30

ヨークベニマル伊達店 昼食購入

12：00～
　　16：00

伊達中学校
学校訪問（伊達中）体験コーナー
　書道・茶道・剣道

17:00～
　　20：00

桑折町伊達崎（蓬田宅） バーべキュー

9:00～
　　13：00

つきだて交流館もりもり
体験コーナー
　うどん打ち体験、昼食

13：30～
　　15:00

月舘総合支所（ふれあいホール）
体験コーナー
　コーヒーカップ絵付け体験

18:00～
　　20：30

保原町陣屋通り 保原サマーフェステバル参加（盆踊り）

3
８月１０日

（金）

4
８月１１日

（土）

リヴィア市訪問団受入交流日程

1
８月８日
（水）

2
８月９日
（木）

資料２－２

5
８月１２日
　　（日）

8:00～
　　18：00

会津観光
市役所→会津日新館→鶴ヶ城→昼食→猪
苗代湖（遊覧船）→市役所

Ｆｒｅｅ　time ホストファミリーとの交流
17:00～
　　21：00

梁川町 伊達のふる里夏まつり見学

7
８月１４日

（火）
8:00～
　　18：00

仙台観光
市役所→相馬経由→仙台市博物館→昼
食→八木山ベニーランド→市役所

8
８月１５日

（水）
Ｆｒｅｅ　time
お墓まいり

ホストファミリーとの交流

Ｆｒｅｅ　time ホストファミリーとの交流
16:00～
　　18：00 保原中央公民館（３階大会議室） さよならパーティー

午前中 福島駅（新幹線）見送り

大阪に移動

9
８月１６日

（木）

10
８月１７日

（金）

6
８月１３日

（月）



伊達市特産物の消費拡大事業について 

 
 出荷が本格化する桃の消費拡大を図るため、市長が北海道札幌市・旭川市で

トップセールスを行います。 

また、県外での物産展に出展するほか、県外からの訪問ツアーを受け入れ、

伊達市の特産物をＰＲします。 

 

１ 桃のトップセールス 

（１）日 程 ８月１日（水）～３日（金） 

（２）場 所 札幌市、旭川市 

（３）内 容  

①関係機関への表敬訪問 

    札幌県人会、北海道庁、札幌市役所、札幌商工会議所、北海道新聞社、 

    北海道療育園、旭川育児院 

②量販店での試食販売 

    三越、イトーヨーカドー、ススキノフィラ 

③市場セリ台でのＰＲ 

    札幌中央卸売市場、旭川市場 

（４）参加者 17名（福島県くだもの消費拡大委員会） 

福島県、伊達市、伊達郡町村会、ＪＡ全農福島県本部、 

       ＪＡ伊達みらい、ミスピーチキャンペーンクルー 

 

２ がんばろう伊達市物産展 

（１）福島県八重洲観光交流館物産展 

  ①日 程 ８月11日（土）～12日（日） 

  ②内 容 伊達の桃キャンペーン出展 

（２）アンテナショップ・ふくしま市場物産展（イトーヨーカドー葛西店内） 

  ①日 程 ８月17日（金）～19日（日） 

  ②内 容 伊達の桃キャンペーン出展 

（３）東京丸の内・行幸マルシェ物産展 

  ①日 程 ８月24日（金） 

  ②内 容 被災地支援物産展出展 

 

３ 伊達のいいとこ体験・体感事業 

（１）滋賀県草津市からの伊達市訪問ツアー 

  ①日 程 ８月９日（木）～10日（金） 

  ②内 容 桃狩り体験、農産物モニタリング見学 

  ③参加者 約30人 

（２）東京都新宿区若松町からの伊達市訪問ツアー 

  ①日 程 ８月22日（水） 

  ②内 容 桃狩り体験、直売所見学 

  ③参加者 約80人 

資料３

７月31日 記者会見資料 

産業部農林課 

電話 577-3173 

産業部商工観光課 
電話 577-3175 



夏のイベントについて 

 
１ リアル宝探しイベントin福島「コードＦ３」 

  ①期 間 ８月１日（水）～11月25日（日） 

  ②会 場 梁川町内 

③内 容 やながわ希望の森公園を中心に、暗号で描かれた宝の地図を参

考に協力店（商店街）からのヒントや観光地点に隠された手が

かりを元に「宝箱」を探す体験型宝探しゲーム 

  ④問合せ ℡521-7398（福島県観光交流課） 

 

２ 「管野秀夫J-POP&J-ROCK PHOTO EXHIBITION ♯空でつながるDearest 

Fukushima」写真展 

  ①期 間 ８月４日（土）～９月２日（日） 午前９時～午後５時 

  ②会 場 梁川美術館 

  ③内 容 写真家管野秀夫氏（保原高校卒）による伊達市復興支援写真展 

        有名ミュージシャンの写真の展示 

        全国から集められた空の写真の展示 

  ④入場料 500円 

  ⑤休館日 月曜日 

  ⑥問合せ ℡527-2656（梁川美術館） 

 

３ 夏休み平和映画会（非核平和都市宣言記念） 

  ①日 時 ８月４日（土）午後１時～午後３時30分 

  ②会 場 保原市民センター 

  ③内 容 「はだしのゲン」アニメ版 

  ④入場料 無料 

  ⑤問合せ ℡575-1111（伊達市総務部総務課） 

 

４ 広島・長崎原爆パネル展（非核平和都市宣言記念） 

  ①期 間 ８月６日（月）～15日（水） 

  ②会 場 市役所本庁者 シルクホール 

  ③問合せ ℡575-1111（伊達市総務部総務課） 

 

５ 霊山太鼓まつり 

  ①日 時 ８月５日（日）午前９時30分～午後９時 

  ②会 場 霊山中央公民館駐車場 

  ③内 容 太鼓同時打ち、避難者との交流、芸能人ビデオメッセージほか 

  ④問合せ ℡586-3404（実行委員会） 

 

 

資料４ 



６ ほばらサマーフェスティバル 

  ①日 時 ８月11日（土）午後３時30分～午後９時 

  ②会 場 陣屋通り、保原中央公民館駐車場 

  ③内 容 よいとこ踊り、盆踊りほか 

  ④問合せ ℡575-2284（保原町商工会青年部） 

 

７ りょうぜん絵本カーニバル 

（１）絵本の森に住むいきものがたり 

  ①日 時 ８月12日（日）午前10時30分～午後３時 

  ②会 場 霊山こどもの村（遊びと学びのミュージアム） 

  ③内 容 イラストレーター酒井賢司氏による不用になった生活雑貨を使

ったいきものつくり 

  ④問合せ ℡589-2211（霊山こどもの村） 

（２）あべさんのどうぶつワークショップ、どうぶつトーク 

  ①日 時 ８月26日（日）午後１時～ 

  ②内 容 絵本作家あべ弘士氏によるワークショップとトークイベント 

  ③会場および問合せ （１）に同じ 

 

８ 伊達のふる里夏まつり 

  ①日 時 ８月13日（月）午後２時30分～午後９時 

  ②会 場 広瀬川親水公園 

③内 容 ふる里ステージ、灯ろう流し、オラトリオ、花火ほか 

④問合せ ℡577-0057（実行委員会） 

 

９ 小手姫の里夏まつり 

  ①日 時 ８月18日（土）午後６時～午後９時 

  ②会 場 月舘小学校校庭、広瀬川河畔 

  ③内 容 盆踊り、花火大会ほか 

  ④問合せ ℡572-2341（実行委員会） 

 

10 第52回伊達ももの里マラソン大会 

  ①日 時 ８月26日（日）午前８時40分～ 

  ②会 場 保原中央公民館前スタート・ゴール 

  ③申込者 5,872人（前年比1,791人増）７月27日現在 

        ※41都道府県から参加 

※10キロの部は3,318人で過去最高 

  ④招待市町村 北海道松前町（姉妹都市） 

島根県出雲市（災害支援） 

長野県南牧村（災害支援） 

  ⑤その他 長野県南牧村物産展を開催(高原野菜の無料配布と乳製品販売) 

⑤問合せ ℡575-4166（実行委員会） 
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