
記 者 会 見 

 

 

日時：平成24年５月８日（火）14時 

場所：伊達市役所２階 委員会室１ 

 

 

１ 梁川小学校移転改築事業について 資料１ （教育委員会教育施設課） 

   現在仮設校舎となっている梁川小学校の新校舎の早期建設に向けて、基本設

計業務に着手します。 

 

 

２ 屋内遊び場の開設について 資料２ （こども部子ども支援課） 

   屋外で遊ぶ機会が減少している子どもたちの運動不足解消とストレス発散の

ため屋内遊び場を設置しました。 

 

 

３ スタディキャンプサポート事業について資料３ （教育委員会学校教育課） 

  伊達市復興教育の一環として、新潟市見附市において移動教室を実施します。 

 

 

 ４ 伊達市公募提案型協働モデル事業について資料４ （市民生活部市民協働課） 

  平成24年度事業として「ブックスタート手帳配布記念シンポジウム」、「放射

能から市民の安心・安全を守るアドバイザー事業」の２事業が採択されました。 

 

 

５ 伊達市事業説明書の発行について資料５ （総務部秘書広報課） 

  平成24年度の事業内容をまとめた「伊達市事業説明書 知ってください今年の

取り組み」を発行しました。また、あわせて「伊達市経営に関する説明会」を開

催します。 

 

 

６ 「暮らしの講演会」の開催について資料６ （市民生活部市民生活課） 

   放射能に負けず頑張っている市民を元気づけ、これからの人生に目標をもって

もらうため生島ヒロシ氏を招き、講演会を開催します。 

 

 

 ７ 「明治の七宝展」の開催について資料７ （教育委員会教育総務課） 

  梁川美術館において、明治時代に尾張（愛知県）で作られた「尾張七宝」を展

示します。 

 



梁川小学校移転改築事業について 

 
 梁川小学校は震災により被災し、使用不可能となったため、梁川中学校及び

梁川高校での分散授業の後、２月27日から仮設校舎にて授業を行っています。

新校舎の早期建設に向けて、今年度基本設計に着手します。 

 

１ 基本設計 

（１）経過 

    ３月１日 福島県建築設計協同組合に基本設計業務を委託 

          委託金額 32,550,000円 

          委託期間 平成24年３月１日～平成24年６月29日 

４月24日 同組合による指名型簡易プロポーザル審査会開催 

６者の中から設計者決定 

（２）設計条件 

    敷地面積  約38,000㎡（認定こども園予定敷地を除く） 

    校  舎  延床面積約6,600㎡（ＲＣ造３階もしくは４階建） 

    屋内運動場 延床面積約1,450㎡（ＲＣ＋鉄骨造平屋もしくは２階建） 

    プ ー ル  25ｍプール、低学年用プール各１施設とする 

    放課後児童クラブ 敷地内に配置すること 

（３）設計者（最優秀提案者） 

    ㈱ティ・アール建築アトリエ 代表取締役 五十嵐 徹（郡山市） 

（４）審査委員 

    委員長 松井壽則（日本大学工学部建築学科准教授） 

    委 員 鴫原貞男（伊達市副市長） 

    委 員 橘内仙八（伊達市教育部長） 

    委 員 渡辺 宏（㈱関・空間設計代表取締役社長） 

    委 員 陽田秀夫（㈱邑建築設計事務所代表取締役） 

（５）決定理由 

   「災害時に強い安全で安心な学校、生きる力と学びの力が掻きたてられ、

地域に愛される故郷の顔となる学び舎づくり」に取り組むとの提案をした上

記設計者が、審査員の投票の結果最優秀提案者として選定された。 

 

２ 今後の予定 

  基本設計完了後に実施設計業務を委託する。今後、梁川小学校施設等検討

委員会やワークショップを開催しながら要望などを設計に反映させていく。 

  また、今年度は用地買収にも着手する。現在、予定敷地の用地調査（測量、

物件調査など）を行っている。 

  平成25年度に校舎本体工事に着手し、26年11月に新校舎での授業を開始し

たい。 

 

 

 

 

 

資料１ 

５月８日 記者会見資料 

教育委員会教育施設課 

電話 577-3281 



屋内遊び場の開設について 

 
 震災の影響により、子どもたちが屋外で遊ぶ機会が減少しているため、屋内

遊び場（ちびっこ広場）を開設しました。 

 屋内でも思い切り体を動かすことのできる大型遊具を設置し、遊びを通して

親子や子ども同士の交流が図られ、子どもの運動不足解消やストレス発散、さ

らには体力の増進が図られるものと期待します。 

 

１ 開設場所 

   旧泉原小学校体育館 

    所 在 伊達市霊山町泉原字米田５番地 

    建 設 昭和57年 

    構 造 鉄骨造２階建て 

    床面積 410㎡ 

 

２ 開設期間及び時間 

（１）開設期間  平成24年４月28日（土）～平成25年３月31日（日） 

（２）開設時間  午前10時～午後４時30分 

（３）休 業 日  年末年始の期間 

 

３ 利用対象者 

   小学生及び未就学児とその保護者（保護者同伴に限る） 

 

４ 設置遊具など 

   マット、跳び箱、三輪車、ブロック 

   エアートラック、サイバーホイール、ボールプール、砂場 

   大型遊具が全て設置されるのは７月中旬（夏季休業前）の見込み 

 

５ 運営体制 

   ４人体制で運営する 

 

６ 連休期間中（4/28～5/6）の利用状況 

   ５９３人（小学生１４２人、未就学児１９３人、保護者２５８人） 

資料２ 

５月８日 記者会見資料 

こども部子ども支援課 

電話 577-3128 



スタディキャンプサポート事業について 

 
 伊達市では、児童生徒が震災を乗り越えたくましく生き抜く力を身につける

ために平成24年度から復興教育を行います。 

 ＮＰＯ法人地域交流センターから「伊達市児童の防災教育を重点とした新潟

県見附市における移動教室」の提案を受け、見附市において移動教室（スタデ

ィキャンプサポート事業）を実施します。 

 落ち着いて学習できる環境を提供し、見附市児童と交流するほか、災害経験

のある中越地域での見聞や体験を活かした防災教育も行います。第１回目とし

て、５月22日に白根小学校・山舟生小学校児童14名が出発します。 

 

１ 対象児童 

  ５年生（複式学級校の場合は５・６年生） 

 

２ 活動内容 

  ①受入校での空き教室を利用した普通授業 

  ②受入校児童との交流 

  ③Ｅボート（災害救助用ゴムボート）体験 

  ④海、森林公園での自然体験 

 ⑤各種施設見学 

  ⑥宿泊は見附市立海の家「海・海ハウス」 

 

３ 活動のサポート 

 ①教職員ＯＢボランティアが随行する 

 ②現地では施設の関係者、ボランティアなどが案内する 

 ③現地に地域交流センタースタッフが常駐し連絡調整を行う 

 

４ 実施時期および参加校など 

日程 参加校 学年 児童数 受入校 

５月22日～25日 白根小・山舟生小 ５、６年生 14名 上北谷小 

６月５日～８日 上保原小学校 ５年生 56名 名木野小 

６月12日～15日 大田小 ５年生 28名 葛巻小 

６月26日～29日 富野小 ５、６年生 ７名 田井小 

９月11日～14日 大石小・石田小 ５、６年生 27名 今町小 

10月16日～19日 柱沢小 ５、６年生 26名 新潟小 

10月23日～26日 小手小 ５、６年生 ９名 見附第二小 

 

 

資料３ 

５月８日 記者会見資料 

教育委員会学校教育課 

電話 577-3249 



伊達市公募提案型協働モデル事業について 

 
 市民（市民活動団体）と伊達市が協働でまちづくりに取り組むための「伊達

市公募提案型協働モデル事業」の平成24年度事業募集の結果、下記２団体の事

業が採択されました。 

 

１ ブックスタート手帳配布記念シンポジウム 

（１）事業団体 

    ＮＰＯ法人夢ネットワーク 

（２）事業内容 

 23年度事業採択された「ブックスタート手帳」が完成し、４ケ月健診時

に配布する。母子健康手帳の副読本として、絵本のある暮らし、絵本に

よる親子コミュニケーションの進め方について水先案内書として活用し

てもらう。 

 また、ブックスタート手帳完成を記念し「福島の子どもたちにいま、

絵本でおとなができること」と題しシンポジウムを開催する。 

①日時 平成24年５月13日（日）午後１時～午後４時30分 

②場所 保原小学校 講堂 

③定員 300人（先着順） 

④内容 基調講演  

        「福島の子どもたちについて、いま、私が思っていること」 

講師 ノンフィクション作家 柳田邦男さん 

        パネルディスカッション  

パネリスト ノンフィクション作家 柳田邦男さん 

               すずらん文庫主宰   渡辺順子さん 

               小児科医       仁志田博司さん 

        パネリストとの意見交換 

 

２ 放射能から市民の安全・安心を守るアドバイザー事業 

（１）事業団体 

    ＮＰＯ法人環境ワーキンググループ伊達 

（２）事業内容 

  放射線による汚染状況を的確に把握し除染活動に役立てるため、放射

線モニタリングを行う。市の指定地点のほか、グループ独自で設定した

地点（市民の活用の多い地点、ホットスポットと見なされる地点など）

について測定し、測定結果を市および地域住民に公表する。 

また、放射能汚染の現状について、市民の理解を深めるために対話集

会を開催する。 

資料４ 

５月８日 記者会見資料 

市民生活部市民協働課 

電話 575-1177 



伊達市事業説明書の発行について 

 
 平成24年度の伊達市事業内容をまとめた「伊達市事業説明書 知ってくださ

い今年の取り組み」が発行されました。 

 伊達市総合計画の後期基本計画に定める主要施策及び今年度予算の約五割を

占める放射線対策事業について掲載しました。 

この事業説明書を基に市民を対象に「伊達市経営に関する説明会」を開催し

ます。 

 

１ 「伊達市事業説明書 知ってください今年の取り組み」の概要 

（１）仕様 

    Ａ４判 本文125ページ 

（２）内容 

    特集「放射能対策」及び後期基本計画の20施策ごとの事業説明、 

資料編 

（３）発行部数 

    21,700部（４月26日全世帯配布） 

 

２ 伊達市経営に関する説明会 

（１）開催日及び場所 

地域 開催日 会場 

月舘 ５月16日（水） ふるさとふれあいホール 

保原 ５月18日（金） 保原市民センター 

霊山 ５月22日（火） 霊山中央公民館 

梁川 ５月23日（水） 梁川農村環境改善センター 

伊達 ５月24日（木） 伊達福祉センター 

（２）開催時間 

    午後７時～午後８時30分 

資料５ 

５月８日 記者会見資料 

総務部秘書広報課 

電話 575-1113 



「暮らしの講演会」の開催について 

 
 放射能に負けず頑張っている市民を元気づけ、これからの人生に目標をもっ

てもらうため、ファイナンシャルプランナーの資格を持つフリーアナウンサー

の生島ヒロシ氏を講師に迎え、伊達市主催による「暮らしの講演会」を開催し

ます。 

 

１ 日時 平成 24 年６月３日（日）午後１時 30 分～午後３時 

（午後零時 30 分開場） 

 

２ 場所 伊達ふるさと会館（ＭＤＤホール） 

 

３ 講師 生島ヒロシ氏 

      1950 年 気仙沼市生まれ 元ＴＢＳアナウンサー 

      資 格 ＮＰＯ日本食育インストラクター 

          ファイナンシャルプランナー 

          福祉住環境コーディネーター 

          ヘルスケアアドバイザー 

          金融知力インストラクター 

     演題「人生を楽しむ秘訣！心と体と財布の健康」 

 

４ 定員 300 人 

     前日までに伊達市消費生活センターへ電話にて申し込むこと 

 

５ 参加費 無料 

 

６ 主催  伊達市 

資料６ 

５月８日 記者会見資料 

伊達市消費生活センター 

（市民生活部市民生活課内）

電話 574-2233 



「明治の七宝展」の開催について 

 
 伊達市復興支援企画として、梁川美術館において、近代工芸の華「明治の七

宝展」実行委員会の主催による「明治の七宝展」を開催します。 

 明治時代に尾張（愛知県）で作られた「尾張七宝」約40点を展示します。展

示される作品は海外に輸出された後に買い戻されたもので、東京都と京都府の

収集家２名の協力により実現したものです。 

 

１ 開催期間及び時間 

（１）開催期間  平成24年５月10日（木）～平成24年６月３日（日） 

（２）開催時間  午前９時～午後５時 

（３）休 館 日  毎週月曜日 

 

２ 開催場所  

   伊達市梁川美術館２階市民ギャラリー 

 

３ 主催 

   近代工芸の華「明治の七宝展」実行委員会 

 

４ 開催協力者  

   村田理如氏（京都清水三年坂美術館） 

   蛭田道子氏（銀座長谷宝満堂） 

   三品謙次氏（日本刀研師） 

 

４ 開催期間中の特別イベント 

（１）記念式典  

５月 12 日（土）午後１時 30 分 

（２）ギャラリートーク  

５月 12 日（土）午後２時 

    蛭田道子、三品謙次 

（３）ギャラリーコンサート 

 ５月 27 日（日）午後１時 30 分 

 深谷順子（ピアノ）、若月美香（フルート） 

資料７ 

５月８日 記者会見資料 

伊達市梁川美術館 

電話 527-2656 
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