
 

 

記 者 会 見 

 

日時：令和元年８月29日（木）14時 

場所：伊達市役所東棟４階401・402会議室 

 

１ 令和元年第３回伊達市議会定例会 

 （１）招集日 令和元年９月５日（木） 

 （２）提出案件 

   人事９件、条例制定７件、条例の一部改正４件、補正予算８件、決算21件、

その他２件、専決処分の報告１件、報告10件 

① 提出議案の概要             資料１-１（総務部総務課） 

・ いじめ防止等に関する条例の制定  資料１-２（教育部学校教育課） 

② 平成30年度決算の概要          資料１-３（財務部財政課） 

③ 令和元年度９月補正予算の概要     資料１-４（財務部財政課） 

・ 「地域公共交通網形成計画」の策定 

 資料１-５（市長直轄総合政策課） 

・ 小規模多機能型居宅事業所の新設に係る補助 

 資料１-６（産業部農林整備課） 

・ 防災重点ため池のハザードマップ作成 

 資料１-７（産業部農林整備課） 

・ 若者の生活基盤支援と女性向け就職支援 

 資料１-８（産業部商工観光課） 

・ 子どもの居場所の利用促進事業補助の創設 

                  資料１-９（こども部こども支援課） 

 

２ 伊達市異業種交流セミナーの開催     資料２ （産業部 商工観光課） 

 

３ 政宗ダテニクルラリー2019        資料３ （産業部 商工観光課） 

 

４ 歴史文化講演会の開催          資料４ （教育部 生涯学習課） 

 

５ ９月の主な催し              資料５  
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令和元年第３回伊達市議会定例会提出議案の概要 

 

提出案件 62件  人事      ９件 

         条例制定    ７件 

条例の一部改正 ４件 

補正予算    ８件 

決算      21件 

その他     ２件 

専決処分の報告 １件 

報告      10件 

 

１．人事（９件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第55号 

～ 

議案第63号 

財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

■提案理由 

財産区管理会委員の任期満了に伴い、委員の選任について議会の同意を求め

るもの 

■推薦候補者 

 ９財産区・各７名 

  梁川財産区、白根財産区、山舟生財産区、富野財産区、五十沢財産区、 

  富成財産区、柱沢財産区、上保原財産区、金原田財産区 

■任 期 令和元年 10月１日～令和５年９月 30日 

 

 

２．条例制定（７件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第64号 

伊達市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定 

■制定趣旨 

地方公務員法の規定に基づき、職員の配偶者同行休業（外国での勤務等によ

り外国に住所又は居所を定めて滞在する配偶者と生活を共にするための休業

をいう。）に関し必要な事項を定めるため、条例を制定するもの 

■主な内容 

配偶者同行休業の期間（３年以内）、申請手続等を規定するもの 

■施行期日 

 公布の日 

資料１-１ 
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議案第65号 

伊達市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定 

■制定趣旨 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、新たに会

計年度任用職員制度が創設されることに伴い、本市における会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるため、条例を制定するもの 

■主な内容 

会計年度任用職員制度の創設に伴い、フルタイム会計年度任用職員及びパー

トタイム会計年度任用職員に支給する給与及び費用弁償を規定するもの 

■施行期日 

 令和２年４月１日 

議案第66号 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整理等に関する条例の制定 

■制定趣旨 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行及び伊達市職員

の配偶者同行休業に関する条例の制定に伴い、関係条例の規定を整理するた

め、条例を制定するもの 

■主な内容 

次に掲げる条例の一部を改正するもの 

(1)伊達市職員定数条例 

(2)公益的法人等への伊達市職員の派遣等に関する条例 

(3)伊達市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例 

(4)伊達市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 

(5)伊達市職員の給与に関する条例 

(6)伊達市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例 

(7)伊達市水道事業の業務に従事する職員の給与の種類及び基準を定める条例 

(8)伊達市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

■施行期日 

令和２年４月１日又は伊達市職員の配偶者同行休業に関する条例の施行の日 
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議案第67号 

伊達市森林環境譲与税基金条例の制定について 

■制定趣旨 

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の規定に基づく森林環境譲与

税を基金として設置し、適正に管理して運用するため、条例を制定するもの 

■主な内容 

森林環境譲与税を基金として設置し、森林整備及びその促進に必要な事業の

財源に充てるもの 

■施行期日 

公布の日 

議案第68号 

伊達市保原総合公園簡易宿泊所設置条例の制定について 

■制定趣旨 

保原総合公園利用者の利便性の向上及び生涯学習の振興を図るため、地方自

治法第 244条の２第１項の規定により、施設の設置条例を制定するもの 

■主な内容 

保原総合公園簡易宿泊所の名称及び位置、施設が行う業務や運営、施設の利

用に関する規定について定める 

■施行期日 

令和２年４月１日 

議案第69号 

伊達市いじめ防止等に関する条例の制定について 

■制定趣旨 

いじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえ、いじめの防止等に関する基本理念及

び基本方針を定め、市、教育委員会、学校等、保護者、市民及び関係機関等が

一丸となっていじめ防止に取り組むことにより、児童等の生命及び身体を守

り、安心して生活し、生き生きと学ぶことができる環境をつくるため、条例を

制定するもの 

■主な内容 

いじめ防止等に関する基本方針、基本的施策、措置、重大事案への対処等に

ついて定める。 

資料１-２ に伊達市いじめ防止等に関する条例の概要を記載 

■施行期日 

公布の日 
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議案第70号 

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例の制定 

■制定趣旨 

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の規定

を整理するため、条例を制定するもの 

■主な内容 

次に掲げる条例の一部を改正するもの 

(1)伊達市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例 

(2)伊達市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する

条例 

(3)伊達市預かり保育条例 

■施行期日 

公布の日 

 

 

３．条例の一部改正（４件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第71号 

伊達市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、住民票に旧氏の記録がある者につ

いて、印鑑の登録及び証明についても同様に旧氏の記録・表示を可能とするた

め、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

住民基本台帳に旧氏が記録されている者について、印鑑の登録及び証明にお

いても、住民基本台帳と同様に旧氏の記録及び表示を行う。 

■施行期日 

 令和元年 11月５日 
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議案第72号 

伊達市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正により、償還金の支払猶予、

償還免除の対象範囲の拡大、市町村における合議制の機関の設置等について定

められたことに伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1) 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を審査する合議制

の機関として、支給審査委員会を設置することを追加 

(2) 支給審査委員会の設置に伴い、附則により伊達市特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例を一部改正し、委員報酬の額を

追加 

(3)法令の引用条項等の整理 

■施行期日 

 公布の日 

議案第73号 

伊達市給水条例の一部を改正する条例について 

■改正趣旨 

水道法の一部を改正する法律等の施行に伴い、給水装置工事事業者の指定更

新制度が新設されたため、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1)給水装置工事事業者の指定更新手数料の新設 

(2)政令改正に伴う参照条項の改正 

■施行期日 

公布の日 

議案第74号 

伊達市民運動場条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

五十沢運動広場を伊達市民運動場に位置付けるため、条例の一部を改正する

もの 

■主な内容 

別表１に五十沢運動広場を追加する。 

■施行期日 

公布の日 
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４．補正予算（８件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第75号 

令和元年度伊達市一般会計補正予算（第２号）   

■主な内容   資料１-４ に概要を掲載 

■補正総額  801,128千円 

議案第76号 
令和元年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

■補正総額  △1,765千円 

議案第77号 
令和元年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

■補正総額   3,113千円 

議案第78号 
令和元年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

■補正総額  193,755千円 

議案第79号 
令和元年度伊達市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

■補正総額   6,090千円 

議案第80号 
令和元年度伊達市粟野地区農業集落排水処理事業特別会計補正予算（第１号） 

■補正総額   2,581千円 

議案第81号 
令和元年度伊達市工業団地特別会計補正予算（第１号） 

■補正総額   3,338千円 

議案第82号 

令和元年伊達市水道事業会計補正予算（第１号） 

○収益的収支 

収入 営業収益     10千円 

営業外収益   240千円 

補正総額          250千円 

支出 営業費用  △5,140千円 

補正総額       △5,140千円 

 

○資本的収支 

支出 建設改良費   688千円 

補正総額         688千円 
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５．決算（21件） 

平成30年度一般会計、特別会計の決算について、監査委員の意見を添えて議

会の認定に付するもの 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第83号 

～ 

議案第90号 

平成30年度 伊達市各会計歳入歳出決算認定   資料１-３ に概要を記載 

・一般会計 

・国民健康保険特別会計 

・後期高齢者医療特別会計 

・介護保険特別会計 

・公共下水道事業特別会計 

・粟野地区農業集落排水処理事業特別会計 

・工業団地特別会計 

・月舘宅地造成事業特別会計 

議案第91号 

～ 

議案第102号 

平成30年度 伊達市財産区特別会計歳入歳出決算認定（12財産区） 

・梁川財産区特別会計 

・山舟生財産区特別会計 

・五十沢財産区特別会計 

・柱沢財産区特別会計 

・金原田財産区特別会計 

・大字掛田財産区特別会計 

・白根財産区特別会計 

・富野財産区特別会計 

・富成財産区特別会計 

・上保原財産区特別会計 

・掛田財産区特別会計 

・大石財産区特別会計 
 

議案第103号 平成 30年度伊達市水道事業会計決算認定及び剰余金処分 

 

６．その他（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第104号 

土地の取得 

■提案理由 

生涯活躍のまち用地を取得することについて、議会の議決を求めるもの 

■主な内容 

目  的 生涯活躍のまち用地 

所 在 地 高子駅北地区土地区画整理事業 

42街区 134画地 ほか 88画地 

面  積 15,783.11平方メートル 

取得金額 552,408,850円 

相 手 方 42名 
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議案第105号 

財産の処分 

■提案理由 

財産を処分することについて、議会の議決を求めるもの 

■主な内容 

処分する財産 

所 在 地 目 地 積 

保原町中瀬字上松 27番地１ 原野 42,248.00㎡  

保原町中瀬字下松一３番地２ 原野 1,387.00㎡  

保原町中瀬字下松一３番地７ 原野 539.00㎡  

合 計（３筆） 44,174.00㎡  

関連補償物件  ネットフェンス等 

処分の方法 売払い 

処分価格 79,513,200円 

物件移転補償    319,966円 

契約の相手方 福島県 福島県県北建設事務所長 安田 博道 
 

 

 

７．専決処分の報告（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

報告第12号 

専決処分の報告 

■提案理由 

 自動車事故による損害賠償の額及び和解することについて、地方自治法第

180条第１項の規定により専決処分について報告するもの 

○自動車事故 

 ・専決処分日 令和元年８月１日 

  平成30年11月21日発生事故 

 損害賠償額 136,804円、損害賠償請求額 703,360円 

 

８．報告（10件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

報告第13号 

～ 

報告第19号 

市が資本金を出資している法人の経営状況を説明する書類の提出 

■主な内容 

平成 30年度事業報告及び決算報告書、令和元年度事業計画の提出 

・株式会社保原振興公社 

・一般社団法人りょうぜん振興公社 

・一般社団法人つきだて振興公社 
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・一般社団法人まちづくり伊達 

・一般社団法人伊達市農林業振興公社 

・一般社団法人伊達市観光物産交流協会 

・一般財団法人伊達市スポーツ振興公社 

報告第20号 

平成 30年度伊達市健全化判断比率及び資金不足比率の報告 

■主な内容     資料１-３ に掲載 

○健全化判断比率 

 伊達市の比率（早期健全化基準比率） 

 実質赤字比率   赤字なし  （12.64％） 

 連結実質赤字比率 赤字なし  （17.64％） 

 実質公債費比率    6.6％  （ 25.0％） 

 将来負担比率    39.5％  （350.0％） 

○資金不足比率 

伊達市においては資金不足を生じている会計なし 

報告第21号 

平成 28年度及び平成 29年度伊達市健全化判断比率の修正報告 

■主な内容 

○健全化判断比率 

 修正後 修正前 （早期健全化基準比率） 

平成 29年度実質公債費比率 6.6％ 7.4％ （ 25.0％） 

平成 28年度実質公債費比率 6.4％ 6.5％ （ 25.0％） 
 

報告第22号 

平成 30年度伊達市一般会計継続費精算報告書について 

■主な内容 

平成 30年度に終了した継続費の精算について、議会に報告するもの 

（１）本庁舎増築事業 

・設定年度  平成 29年度から平成 30年度 

・事 業 費  計画 2,057,003,000円 

        実績 2,056,760,640円 

        差額    242,360円 

（２）学校給食センター建設事業 

・設定年度  平成 28年度から平成 29年度 

・事 業 費  計画 2,134,096,000円 

        実績 2,044,893,600円 

        差額   89,202,400円 

 



いじめ防止等に関する条例の制定 

１ 条例案の概要 
 
２ 伊達市いじめ防止への取組     

【令和元年８月29日記者会見】 

資料１－２ 



１ 条例案の概要    

前文 

第１章 総則（第１条－第９条） 

第２章 いじめの防止等に関する基本方針 

    （第10条・第11条） 

第３章 いじめの防止等に関する基本的施策 

    （第12条－第16条） 

第４章 いじめの防止等に関する措置（第17条－第19条） 

第５章 重大事態への対処（第20条－第22条） 

第６章 伊達市いじめ問題対策委員会等 

    （第23条・第24条） 

第７章 雑則（第25条・第26条） 

附則 



 

「いじめ防止対策推進法」（平成25年法律第71
号）の趣旨を踏まえ、 
 

いじめの防止等に関する基本理念及び基本方針
を定め、 
 

市、教育委員会、学校等、保護者、市民及び関
係機関等が一丸となっていじめ防止に取り組む
ことにより、 
 

児童等の生命及び身体を守り、安心して生活し、
生き生きと学ぶことができる環境をつくるため、
条例を制定する。 



前文 子どもの権利を明記 

子どもが夢や希望を持ち、たくましく成長することは、
市民全ての願いである。 
 
子どもの基本的人権を保障するため、国際連合におい
て児童の権利に関する条約（平成６年条約第２号）が
採択され、子どもの生きる権利、育つ権利、守られる
権利、参加する権利が定められた。 
 
全ての市民が、いじめは人間として決して許されない
行為であるという認識の下、将来にわたって子どもが
安心して学び、健やかに成長することができる伊達市
を実現するため、この条例を制定する。 



○学校いじめ防止基本方針の策定（条例 第11条） 

 
 当該学校におけるいじめ防止等の対策に関する基本方針      
 

○学校いじめ対策委員会の設置（条例 第17条） 

 
 いじめ防止等に関する措置を組織的・実効的に行う。 

○伊達市いじめ防止基本方針の策定（条例 第10条） 

 
 いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進す
るための基本方針 
 【基本事項】目的、いじめの早期発見・対処、家族や地域との連携等 
 【対策内容】組織の設置、道徳教育の充実、相談支援体制、学校が実   
      施すべき施策、重大事態への対処等  

２ いじめ防止への取組    



伊達市いじめ問題対策委員会（条例 第23条） 
 

○調査審議の内容 
 いじめ防止等の対策のあり方及び実効性を高めるため

の調査研究（常設） ※定期開催 年２回 

 重大事態が発生した場合の事実確認及び調査  

 

○委員の構成等 
 ８人以内で組織（弁護士、臨床心理士、大学教授等） 

 任期は２年 

いじめ防止及びいじめ防止啓発のための組織 

＜重大事態とは＞ 

・いじめにより、児童生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがある 

・いじめにより、相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある 

・児童生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがある 



○教育委員会（条例 第21条） 

 
 伊達市いじめ問題対策委員会に調査を行わせる。  
 調査結果は市長に報告 

○市立学校（条例 第20条） 

 
 事案発生の場合、教育委員会を通じ市長へ報告 

重大事態への対処 

○市長（条例 第22条、第24条） 

 
 必要に応じ、伊達市いじめ問題再調査委員会に調査を行  
わせる。調査結果は議会に報告 



子どもが安心して生活し、生き生きと 
学ぶことができる学校！ 
 

いじめのない みんな仲のよい学校！  

問い合わせ先 

 教育部 学校教育課  電話024-573-5833 





平成30年度伊達市決算の概要 

未来 魅力 元気 

～チャレンジ元年～ 

【令和元年８月29日記者会見】 

1 

資料１‐３ 



１ 一般会計決算額の概要 

2 

◆歳入決算額 335.6億円 － 歳出決算額 321.4億円  

 ＝ 形式収支 14.2億円 
 

◆実質収支 13.7億円 

 （形式収支14.2億円－翌年度へ繰越すべき財源0.5億円） 
 

◆財政調整基金残高 37.6億円 
 

◆一般会計全体年度末基金残高（貸付基金を除く） 

 145.0億円 



3 

 平成30年度は、これまでの取り組みを踏まえ、

第２次総合計画が目指す将来都市像「健幸と個性

が創る 活力と希望あふれる故郷 伊達市」の実

現に向け、切れ目ない子育て支援の充実、健幸都

市の推進、地域産業振興などの事業に積極的に取

り組みました。 



4 

○平成30年度の主な取り組み   

 ◆支え合い交通構築事業     0.2億円 

 ◆空き家対策事業        0.1億円 

 ◆伊達駅前整備事業       1.3億円 

 ◆保原総合公園拡張整備事業   1.7億円 

 ◆伊達小学校改築事業      0.7億円 

 ◆月舘小中一貫校推進事業    7.1億円 



5 

（１）財政調整基金、実質収支の状況 
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6 

◆財政調整基金については、平成19年度末の残高 

 は5.5億円で、平成24年度からは40億円台を推 

 移してきました。平成29年度からは各種事業の 

 財源として活用したため、平成30年度末の残高 

 は37.6億円となりました。 



7 

（2）地方債残高の交付税算入額と自己財源の推移 



8 

◆地方債残高は396.3億円となりました。うち交付  

 税により措置されるものが275.3億円、自己財源 

 で返済するもの121億円となっています。 

 

◆地方債残高のうち７０％は交付税により措置され 

 る予定です。これは、合併特例債など、交付税措 

 置のある有利な地方債を優先して活用し、借入れ 

 を行ったためです。 



２ 健全化判断比率及び資金不足比率 

9 

区 分 
実質赤字
比率 

連結実質
赤字比率 

実質公債費比率 
将来負担 
比率 

資金不足 
比率 ３箇年 

平均 
当該年度 

平成30年度 
― ― 6.6 6.81672 39.5 ― 

（12.64） （17.64） （25.0） （25.0） （350.0） （20.0） 

平成29年度 
― ― 6.6 6.87129 38.7 ― 

（12.62） （17.62） （25.0） （25.0） （350.0） （20.0） 

比較 ― ― 0.0 △0.05457 0.8 ― 

（単位：％） 

（  ）は、早期健全化基準の数値 

伊達市の「実質公債比率」と「将来負担比率」については、健全化判断比

率基準の範囲内となっており、健全な財政状況と言える 



３ 一般会計以外の決算状況 

10 

【特別会計】              （単位：千円） 

会計名 歳入決算額 A 歳出決算額 B 
収 支 
(A-B) 

国民健康保険 7,053,913 6,967,257 86,656 

後期高齢者医療 750,334 747,446 2,888 

介護保険 7,385,398 7,193,101 192,297 

公共下水道事業 1,112,736 1,065,999 46,737 

粟野地区農業集落
排水処理事業 

23,341 20,758 2,583 

工業団地 416,486 413,149 3,337 

月舘宅地造成事業 5,639 614 5,025 

財産区（12会計） 15,756 6,167 9,589 



11 

【企業会計】              （単位：千円） 

会計名 歳入決算額 A 歳出決算額 B 
収 支 
(A-B) 

水道事業会計 
（収益的収支） 

1,848,654 1,738,569 110,085 

水道事業会計 
（資本的収支） 

159,411 680,957 △521,546 

※水道事業会計の決算額は消費税込の額である。また、資本的収支の不  
 足額については、留保資金等で調整補填した。 



12 

問い合わせ先 

 財務部 財政課  電話024-575-1189 



13 

未来 魅力 元気 

～チャレンジ元年～ 



令和元年度９月補正予算の概要 

未来 魅力 元気 

～チャレンジ元年～ 

【令和元年８月29日記者会見】 

1 

資料１‐４ 



１ 一般会計歳入歳出予算の補正額 

2 

補正前の額 34,673,728千円  

補正額 801,128千円 

補正後の額 35,474,856千円 



（１）地域公共交通網形成計画策定・推進事業 5,368千円 

 「伊達市地域公共交通網形成計画」の策定に係る費用 

                     《資料1-5》 

3 

（２）介護基盤等整備事業          41,151千円 

 月舘地域の小規模多機能型居宅介護事業所整備に対する     

補助                   《資料1-6》 

（３）農業施設維持管理事業         35,500千円 

 防災重点ため池のハザードマップ作成及び「梁川第２排

水機場」の機能保全計画の作成に係る費用  《資料1-7》 

２ 補正の主な事業内容 



4 

（４）雇用促進事業             3,500千円 

 若者の地元定着と早期離職防止、女性の就職支援に係る
費用                    《資料1-８》 

（５）子どもの未来応援ネットワーク事業         200千円 

 子どもの貧困対策として、子どもの居場所の利用促進を
行うための事業への補助金創設に伴う増額補正 《資料1-９》 

（６）保育施設等整備補助事業（小規模保育施設整備事業）                                   
                    66,560千円 

 伊達地域に小規模保育（０～２歳児）施設を実施する事
業者への施設整備補助金の増額補正 



 記者会見 資料１-５   

令和元年８月 29 日 

「地域公共交通網形成計画」の策定 

（令和元年度９月補正予算関連） 

 

人口減少や少子高齢化の急激な進行など、地域公共交通を取り巻く環境は厳

しい状況となっています。一方で、東北中央自動車道（相馬福島道路）の全線

開通が令和２年度に予定されており、本市を取り巻く環境は大きく変化してい

ます。 

このような時代の変化に対応していくため、安全便利で持続可能な公共交通

網の在り方を検討し、推進するため「伊達市地域公共交通網形成計画」（以下「網

形成計画」という。）を策定するものです。 

 

［内 容］ 

 現在の網形成計画は平成28年度から令和２年度までの計画になっているため、

令和２年度までに令和３年度からの第２次地域公共交通網形成計画（令和３年

度～令和７年度）を策定する。 

令和元年度： 

現在の網形成計画の評価検証を業務委託により実施。 

① 鉄道、路線バス、デマンド型乗合タクシーなどの本市の公共交通機

関の現状把握（事業者ヒアリング、関係者会議） 

② 利用実態調査（時間帯、路線毎の利用者数調査やアンケート調査） 

 

令和２年度： 

評価検証を踏まえ、本市における地域公共交通の課題を整理し、伊達市

地域公共交通活性化協議会で協議を行い、計画を策定する。 

 

（１）計画区域 伊達市全域 

（２）計画期間 令和３年度から令和７年度 

（３）計画対象 地域公共交通（鉄道、路線バス、デマンド型乗合タクシー等） 

（４）主な見直し項目 ①基本理念 ②基本方針 ③計画の目標 ④主な施策 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

 市長直轄 総合政策課 電話 024-575-1142 



 記者会見 資料１-６   

令和元年８月 29 日 

介護基盤等整備事業 

小規模多機能型居宅介護事業所の新設に係る補助 

（令和元年度９月補正予算関連） 

 

伊達市では、高齢者福祉計画・介護保険事業計画において、小規模多機能型

居宅介護、認知症対応型通所介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護など

の地域密着型サービスを在宅での生活を支える主要な介護サービスと位置付け

ています。今後も地域の高齢化率が高くなることが予測されることから、これ

らの介護保険事業所の必要性はさらに高まるものと考えています。 

本年６月に、月舘地域への小規模多機能型居宅介護事業所の開設を計画する

介護事業者があり、協議を進めた結果、福島県の補助金を活用し、事業所整備

及び開設経費について補助するものです。 

 

１ 補助対象の概要 

事 業 者  合同会社ライフサポートもりえの 

場  所 伊達市月舘町御代田地内 

  施設概要 小規模多機能型居宅介護事業所 

        登録定員 29人 

        宿泊定員 ９人 

 

２ 補助内容 

  ・事業所整備に係る費用 

  ・事業所開設準備に係る費用（職員研修、備品購入等） 

  ※財源：福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金 

 

【小規模多機能型居宅介護】 

  小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、利用者の希望等に応じて自宅への「訪

問」、施設に泊まる「宿泊」を組み合わせて介護や機能訓練などを提供する地域密着型サ

ービス。現在、伊達市内では５事業所がサービスを実施している。 

 

 

 

問い合わせ先 

 保健福祉部 高齢福祉課 電話 024-575-1299 



 記者会見 資料１-７   

令和元年８月 29 日 

農業施設維持管理事業 

防災重点ため池のハザードマップ作成 

（令和元年度９月補正予算関連） 

 

 伊達市では、市内の大規模な農業用ため池が万が一決壊した場合に備え、住

民が迅速かつ安全に避難するため「ため池ハザードマップ」を作成し、市ホー

ムページで公開しています。 

近年の大規模災害で、防災重点ため池でない小規模ため池でも損壊被害が生

じたことから、平成30年11月に国が防災重点ため池の選定基準の見直しを行っ

たことにより、新たに防災重点ため池に指定されたハザードマップ未作成のた

め池のマップを作成します。 

 

１ 新基準で指定されたハザードマップ未作成のため池 

  66箇所（保原13、梁川22、霊山22、月舘９） 

  ※伊達市内の防災重点ため池は、旧基準での指定を含めて78箇所 

 

２ 事業スケジュール 

  令和元年度：新基準で指定された防災重点ため池のハザードマップ作成 

令和２年度：耐震性調査を予定 

 

３ 防災重点ため池の選定基準 

【新基準】 

① ため池から100ｍ未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの 

② ため池から100ｍ～500ｍの浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ

貯水量1,000ｍ3以上のもの 

③ ため池から500ｍ以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯

水量 5,000ｍ3以上のもの 

④ 地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から都道府県及び市

町村が必要と認めるもの 

 

 【旧基準】 

  決壊すれば下流の民家や公共施設に甚大な被害を及ぼす、堤高10ｍ以上、

貯水量10万ｍ3以上のいずれかを満たすため池 

 

問い合わせ先 

 産業部 農林整備課 電話 024-573-5638 



 記者会見 資料１-８   

令和元年８月 29 日 

若者の離職防止と女性向け就職支援 

（令和元年度９月補正予算関連） 

 

 若者や女性が地元で生き生きと働き続けることができる社会の構築を目指し

て、若年者の離職防止や女性向け就職支援の取り組みを進めます。 

 

１ 若年者生活基盤支援事業 

 新卒採用者の１／３が採用から３年以内で離職している状況。新卒者と企業

を対象に離職防止につながるようなセミナーを開催します。 

（１）就職内定を得た高校３年生を対象としたセミナー 

  開催時期 令和２年２月予定 

対  象 市内の高校に通学する高校３年生で就職が内定した人 

  内  容 職場のコミュニケーションや課題解決の体験 

 

（２）企業向け離職防止セミナー 

  開催時期 令和２年１月予定 

対  象 地元採用を希望する企業 

  内  容 企業側に若者の特徴、早期離職の理由・原因について理解を深

めてもらうため、離職防止セミナーの開催を予定 

   

２ 女性活躍推進事業 

 子育て中の女性の採用を企業側が避ける傾向がある現状。育児中で仕事への

復帰を考えている女性を対象とした就職相談会、企業に対するワークライフバ

ランスの意識醸成につながるようなセミナーを開催します。 

（１）女性向け就職支援講座 

  開催時期 令和元年12月予定 

対  象 現在子育て中などで働いていない方 

  内  容 求人探しのポイント講座、女性が活躍する企業の職場環境説明

会、職場復帰への不安や仕事と家庭の両立などの不安解消に向

けたカウンセリング 

 

（２）女性向け就職相談会 

  開催時期 令和２年２月予定 

対  象 求職活動中の方 

  内  容 就活相談、履歴書の書き方、模擬面接会など 



 記者会見 資料１-８   

令和元年８月 29 日 

（３）企業向けワークライフバランスセミナー 

 開催時期 令和２年１月予定 

対  象 市内企業 

 内  容 ワークライフバランスの基礎から企業内での実践事例を交えた

セミナーの開催を予定 

 

問い合わせ先 

 産業部 商工観光課 電話 024-573-5632 



 記者会見 資料１-９   

令和元年８月 29 日 

子どもの未来応援ネットワーク事業 

子どもの居場所利用促進事業補助の創設 

（令和元年度９月補正予算関連） 

 

 子どもの居場所づくりを推進するため、地域の中で子どもが安心して過ごせ

る場所を提供する団体等への支援として、「こども食堂」を含む子どもの居場所

づくりを実施する団体の活動内容を市内の皆さんに広く知っていただき、子ど

もの居場所の利用を促進するための取り組みに対する補助制度を創設します。 

 

１ 対象となる団体 

既に子どもの居場所づくりを実施している団体で、伊達市に事務所及び活動

場所を有する団体 

 

２ 対象事業と補助金の額 

子どもの居場所の利用を促進させるための取り組みを提案いただき、市が適

切な提案であると判断したものに対して、１回当たり20,000円を上限とする補

助金を交付する。（年２回まで） 

 

３ 補助対象項目 

 ・ボランティアや外部講師に係る謝礼 

 ・実施に係る費用 

  （教材費、材料費、印刷費、広報費、保険料、会場借り上げ料ほか） 

 

問い合わせ先 

 こども部 こども支援課 電話 024-573-5652 



 記 者 会 見 資 料 ２ 

令和元年８月 29 日 

伊達市異業種交流セミナーの開催 

市内各業界人のマッチングイベント 

 

 地域産業の活性化を推進していくために、優れた技術を持つ市内の多様な業

種の皆さんが、異業種間の交流や連携を通じて、新たな商品やサービスの開発、

新たな市場の開拓などビジネスの輪を広げ、これまでにないイノベーション（技

術革新、経営革新）を起こすきっかけとなるようなマッチングイベント「伊達

市異業種交流セミナー」を開催します。 

  

１ 日 時  ９月１４日（土）17時～19時30分 ※16時30分受付 

 

２ 会 場  セレビアスカイパレス（伊達市保原町西町） 

 

３ 内 容 

（１）第１部「ＡＩ・ＩｏＴ活用セミナー」 17時～18時 

  講演①「ＡＩ・ＩｏＴ技術とハイテクプラザでの取り組みについて」 

    講師 福島県ハイテクプラザ技術開発部 鈴木 健司 氏 

    内容 ＡＩ・ＩｏＴ技術の基礎知識や中小企業の導入支援の取り組み 

の紹介 

   

講演②「異分野連携によるＡＩ・ＩｏＴ活用」 

    講師 マクタアメニティ株式会社代表取締役 幕田 武広 氏 

    内容 野菜や果物の味を可視化することで、客観的な味の評価ができ

る「おいしさの見える化」技術の紹介 

 

（２）第２部「交流会」 18時10分～19時30分 

   ・参加企業ＰＲタイム 

   ・各種優遇制度の紹介 

 

問い合わせ先 

 産業部 商工観光課 電話 024-573-5632 



日時
令和元年9月14日（土）
17：00～19：30（受付 16：30）

会場
セレビアスカイパレス
〒960-0652 福島県伊達市保原町西町１３９−１
TEL:0120-442-257

お問い合わせ先　伊達市産業部商工観光課　TEL　024-573-5632

伊達市異業種
交流セミナー

市内の多様な業界人の交流を通して、異分野連携・新分野開拓のきっかけを作ります。
今回は AI・IoT 技術の活用をテーマにしたセミナーを開催します。分野・職種を問い
ません。あなたのアイデアを形にするチャンスです。ぜひご参加ください！

異業種のアイデアで伊達発のイノベーションを起こしませんか？

第2部　交流会
18：10～19：30 立食形式・フリードリンク（アルコール有）

自社PRタイムあり（希望者のみ）1

各種優遇制度のご紹介2

第１部　AI・IoT活用セミナー
17：00～18：00

主催者挨拶1

「�AI・IoT技術とハイテクプラザ
での取り組みについて」

福島県ハイテクプラザ技術開発部
生産・加工科　副主任研究員

鈴木　健司 氏

2

AI・IoT 技術の基礎知識や中小企業への
導入支援の取り組みをご紹介します。

「�異分野連携によるAI・IoT活用」
〜「おいしさの見える化」技術の取り組み〜

マクタアメニティ株式会社（梁川町）
代表取締役

幕田　武広 氏

3

野菜や果物の味を食べずに可視化するこ
とで、客観的な味の評価ができる「おいし
さの見える化」技術をご紹介します。

プログラム 異分野連携・新分野開拓のヒントになる！

参加料

※事前申込み制
� （先着順・定員60名）

第1部：セミナー	 無料
第2部：交流会	 3,500円
	 （当日徵収）

申込期限
令和元年9月6日(金)

令和元年度　市内各業界人のマッチングイベント



ロイヤルホテル
ほていや

JA保原 福島
信用金庫 中野病院

至霊山

至梁川
卍
仙林寺

至伊達

至福島

保原郵便局

コープ
マート

セブン
イレブン

柏屋

至国見インター

保原駅

セレビアスカイ
パレス

ローソン

● Access

主催　福島県伊達市
伊達市産業部商工観光課　TEL　024-573-5632お問い合わせ先

注意事項
※名刺や会社パンフレット等をお持ちください。
※本申込書記載内容の「社名」・「氏名」・「役職」・「業種」・「自社PR」は、取りまとめ当日参加者へ配付する予定ですのでご了承ください。
※ご参加の申し込み状況によっては、定員の都合によりお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
※�自社ＰＲは３分程度の予定です。写真等をスクリーンに映すことが可能ですので、申込期限までに伊達市産業部商工観光課へご連絡のうえ、
資料をご提供願います。
※キャンセルの場合は、９月10日（火）までに、伊達市産業部商工観光課までご連絡ください。
※未成年の方や、車を運転される方の飲酒は法律で禁止されていますので、ご注意ください。
※本交流会はビジネスコミュニケーションの場であり、主旨に反する恐れがあるため、下記に当てはまる方の参加はお断りさせていただきます。
　　・ネットワークビジネス・マルチビジネスへの勧誘・宣伝に関する行為。
　　・政治・宗教・思想団体への勧誘行為。
　　・個人情報の詮索・収集を目的とする方。
　　・その他主催者が参加にふさわしくないと判断した方。

●申込書

御社名

ふりがな 業種

□製造業 □運輸業 □情報通信業 □宿泊業
□建設業 □金融・保険業 □不動産業 □農林水産業
□御・小売業 □サービス業 □その他(　　　　　　　　　)

所在地

〒

ご出席者

ふりがな 役職名 交流会の参加

する しない

TEL FAX

E-mail

自社 PR（交流会場に会社パンフレット等を設置するスペースをご用意しますので、ご自由にお持ちください。） 自社 PR タイム

希望
する

希望
しない

FAX 024-573-5865
e-mail syoukou@city.fukushima-date.lg.jp

下記にご明記のうえ、右記の FAX 又は E メールアドレスへお申し込みください



 記 者 会 見 資 料 ３ 

令和元年８月 29 日 

政宗ダテニクルラリー2019 

 

 「訪れてみたい日本のアニメ聖地88（2019年版）」に選定された伊達市観光ア

ニメ「政宗ダテニクル」の聖地を中心に、伊達市内を巡る「政宗ダテニクルラ

リー2019」を開催します。専用ポストカードを購入し、各ラリーポイントに設

置するスタンプを５カ所分重ね押しすると素敵な絵はがきが完成します。９月

29日開催の「伊達なアニメフェス」会場では、ポストカード完成者を対象に声

優サイン入りグッズなどが当たる抽選会を実施します。 

 

１ 期 間  ９月１日（日）～９月29日（日） 

 

２ 参加方法 

  専用のポストカードを購入し、ラリーポイントを回る（５カ所で完成） 

   ・ポストカード販売価格 … １枚300円、４枚1,000円 ※限定1,000枚 

   ・販売期間 ９月１日（日）～９月28日（土） 

・販売場所  伊達市役所商工観光課、まちの駅やながわ 

阿武隈急行福島駅・保原駅（観光物産交流協会） 

道の駅伊達の郷りょうぜん 

    

３ ラリーポイント 

（１）必須スタンプの設置場所 ※①～⑤での押印必須。押す順番は自由 

① まちの駅やながわ ② 梁川城跡 ③ 梁川天神社 ④ 梁川八幡神社 

  ⑤ 伊達なアニメフェス会場（９月29日保原体育館・最終押印スタンプ設置） 

（２）おまけスタンプ設置場所 

  ① 高子岡城跡  ② 道の駅伊達の郷りょうぜん 

 

４ 伊達なアニメフェス（抽選会場） 

［日時・会場］９月29日（日）10時～17時 保原体育館 

［内 容］①「政宗ダテニクル」声優トークショー 

   ②映画「薄暮」上映会 

   ③おしごと体験会「ジョブキッズ」ほか 

  ※重ね押しの絵が完成したポストカード１枚につき、抽選券を進呈します。 

問い合わせ先 

 伊達市アニメツーリズム実行委員会事務局（伊達市商工観光課） 

 電話 024-573-5632 









 記 者 会 見 資 料 ４     

令和元年８月 29 日 

伊達氏梁川遺跡群 国史跡答申記念 

歴史文化講演会「中世伊達氏と梁川遺跡群」 

 

 伊達市教育委員会では、特色ある市の歴史を市内外の多くの皆さんに知って

いただくため、毎年度テーマを変えながら歴史文化講演会を開催しています。 

 本年度は、伊達氏梁川遺跡群（伊達市梁川町）の国史跡への答申を記念し、「中

世伊達氏と梁川遺跡群」をテーマに開催します。 

 

１ 日 時  10月５日（土）13時～ 

 

２ 場 所  梁川小学校講堂 

 

３ 内 容 

  ① 報 告 

『国史跡・伊達氏梁川遺跡群』 

今野
こ ん の

 賀
よし

章
あき

（伊達市教育部生涯学習課） 

  ② 記念講演 

   『守護・戦国大名の館とまち ‐伊達氏の位置づけ-』 

           小野
お の

 正敏
まさとし

 氏 （国立歴史民俗博物館名誉教授） 

   『奥州探題大崎氏と伊達氏（仮）』 

黒嶋
くろしま

  敏
さとる

 氏 （東京大学史料編纂所准教授） 

③ パネルディスカッション 

    司会進行役  飯村
いいむら

 均
ひとし

 氏（福島県文化センター副館長） 

 

４ 参加方法等 

  聴講無料。事前申し込み不要です。 

  資料を希望される方は、別途資料代500円がかかります。 

 

問い合わせ先 

 教育部 生涯学習課 電話 024-573-5804 

梁川城本丸跡と中世庭園「心字の池」 



6 記 者 会 見 資 料 ５ 

令和元年８月 29 日 

令和元年８月 29 日 

９月の主な催し 
 

【催し】 

■夜マルシェ in 伊達まち2019 ～飲んで 食べて 夜さんぽ～  

［日 時］９月11日（水）17時45分～22時 

［場 所］まちの駅まちづくり伊達 

（スタート・ゴール） 

     伊達地域川西地区の参加店 

［参加費］前売券3,000円（当日券3,500円） 

［内 容］参加店を巡り、スタンプを集めると抽選会に参加できる。 

［問い合わせ先］伊達町マルシェ実行委員会事務局 電話024-573-2232 

 

【スポーツ】 

■2019希望の森トライアスロン in やながわ 

［日 時］９月８日（日）８時10分開会・９時スタート 

［場 所］梁川プール、やながわ希望の森公園ほか 

［内 容］昨年に続き２回目の開催。梁川プールな

どを舞台に、小学生から中学生までのキ

ッズ３部門、高校生以上のスプリント部

門でスイム・バイク・ランを競います。 

［問い合わせ先］ 

 大会事務局（伊達市スポーツ振興公社内） 電話 024-597-8015 

 

【梁川美術館展示案内】 

■企画展「福島が生んだオリンピアン 三浦弥平と円谷幸吉」 

［会 期］９月28日（土）～10月27日（日） 

９時30分～17時（最終入館16時30分） 

［場 所］梁川美術館２階 市民ギャラリー 

［内 容］福島県初のオリンピアン三浦弥平（伊達市梁川町

出身）の生い立ち、出場した大会、晩年のスポー

ツ振興への取り組みに関する資料、1964年東京オ

リンピックのマラソン銅メダルリストの円谷幸

吉（須賀川市出身）に関する資料を展示します。 

［入場料］一般300円、中高生200円、小学生100円、幼児無料 

 ※10/27「三浦弥平杯ロードレース大会」参加者は、大会当日に限りゼッケン提示で無料 

［問い合わせ先］梁川美術館 電話 024-527-2656 

三浦弥平氏 



6 記 者 会 見 資 料 ５ 

令和元年８月 29 日 

令和元年８月 29 日 

【伊達市立図書館】 

■「本の交換会 ～図書館まつり」 

［日 時］９月 28日（土）10時～12時 

［場 所］伊達ふれあいセンター 多目的ホールほか 

［内 容］本の交換会、レトロ自転車を使った紙芝居、折り紙教室、政宗ダテ

ニクル上映、伊達市農林業振興公社による革製品の展示販売ほか 

［問い合わせ先］伊達市立図書館 電話 024-551-2132 

 

【保原歴史文化資料館展示案内】 

■国重要有形民俗文化財指定記念「明治の到来と伊達の蚕種業」 

［会 期］９月29日（日）まで開催 

［場 所］保原歴史文化資料館 

［内 容］ 今年３月に重要有形民俗文化財に指定された 

用具を中心に展示し、伊達地方における蚕種 

業の繁栄の歴史を紹介します。 

 ［入館料］大人210円、小中高生100円 

 ［関連イベント］ 

  「伊達の蚕種屋さんに聞く ～蚕種屋の現在・過去、そして未来へ～」 

９月７日（土）13時30分～15時 保原総合運動公園 管理事務所ホール 

講師：冨田克衛 氏（冨田蚕種製造所） 

  安田豊一 氏（元昭栄製糸株式会社蚕糸部） 

※参加無料、事前申し込み不要 

 ［問い合わせ先］ 保原歴史文化資料館（保原総合公園内） 電話 024-575-1615 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島が生んだオリンピアン 

三浦
み う ら

弥
や

平
へ い

と円谷
つ ぶ ら や

幸
こ う

吉
き ち

 

福島県初のオリンピック選手 

三浦
み う ら

弥
や

平
へ い

 

三浦弥平(1891～1971)は梁川

町白根地区出身のマラソン選手

です。福島県初のオリンピック選

手でもあり、オリンピックにはア

ントワープ大会(1920 年/第 7

回)、パリ大会(1924 年/第 8 回)

の 2回参加しました。 

しかし幼少期は病弱で、16 歳

で宮城県白石町の郡立刈田中学

校(現・宮城県立白石高等学校)

に入学するも 2 年生の時に病気

になり休学。遠刈田温泉で療養し

ながらランニングなどで体力を

つくります。その後、5年生の時

に開催された秋季運動会では

1,000M 走に参加、このとき優勝

大正 5）年、早稲田大学政治経済

学科へ入学後は創部間もない競

争部へ入部、様々な大会に参加し

活躍しました。卒業後もマラソン

を続け、1920（大正 9）年の第 1

回箱根駅伝にも早稲田大学チー

ムで箱根の山登りコースに出場、

そしていよいよその年の 8 月に

第 7 回オリンピックアントワー

プ大会に参加します。 

したことがきっかけで、マラソン

を志すようになりました。 

1916(大正 5）年、早稲田大学

政治経済学科へ入学後は創部間

もない競走部へ入部、様々な大会

に参加し活躍しました。卒業後も

マラソンを続け、1920（大正 9）

年の第 1 回箱根駅伝に早稲田大

学チームで箱根の山登り区間に

出場、そしていよいよその年の 8

月に第 7 回オリンピックアント

ワープ大会に参加します。 

2 回目のオリンピック出場後

は故郷白根村へ戻り、青少年のス

ポーツ振興にはげみました。 

NHK大河ドラマ「いだてん」主人公 

金
か な

栗
く り

四三
し そ う

と三浦
み う ら

弥
や

平
へ い

 
現在放送中の NHK 大河ドラマ「いだてん」主人公の金栗四三と三浦

はともに 1891(明治 24)年生まれ、幼いころは病弱であり、それを運

動によって克服するなど似たような境遇の中でマラソンの道を志し

ました。 

二人が同じオリンピック大会に出場したのは第 7回、第 8 回の 2回

で、第 7回オリンピックでは金栗 16位、三浦 24位、第 8回では金栗

は炎天下で棄権、三浦は練習中に痛めていた踵の痛みが再発し棄権す

るなど、お互いに結果は振るいませんでした。 

しかし二人は走ることやスポーツへの情熱を持ち続け、自分が世界

大会に出場する中で経験したことや運動の必要性を伝えようと、それ

ぞれの生涯をスポーツ振興に捧げました。 
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企画展開催 告知 

↑晩年の三浦(左)

と金栗(右) 

 

←金栗から三浦に

宛てた葉書 
 

三浦がオリンピッ

ク日本大会開催招

致運動に熱心な活

動を行っていると

いう新聞記事を受

けて書いた 

伊達市梁川美術館 ２階展示室 
 
入場料金/一般300円、中高生200円、小学生100円 

※10/27開催の「三浦弥平杯ロードレース大会」参加者は 

大会当日に限りゼッケン提示で入場無料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒960-0782福島県伊達市梁川町字中町 10 

TEL/024-527-2656 

開館時間…9:30～17:00(最終入館は 16:30まで) 

休館日…毎週月曜日(祝日の場合は開館)、 

祝日の翌平日、年末年始(12月 28日～1月 4日) 

常設展入場料金…一般 200円、高大生 100円、小中生 50円 

※企画展入場料金は異なります 

東京オリンピック銅メダリスト 

円谷
つ ぶ ら や

幸
こ う

吉
き ち

 

福島県須賀川町(現須賀川市)出身のマラソンラ

ンナー・円谷幸吉は、1964(昭和 39)年の東京オリ

ンピック男子マラソンで銅メダルを獲得しました。

今回の展覧会では円谷の詳しいプロフィールとと

もに、須賀川市の協力のもと、円谷に関する資料や

遺品などを展示する予定です。 

2020 年東京オリンピックに向け、福島県が生ん

だ三浦弥平と円谷幸吉の二人のオリンピアンの功

績を紹介します。どうぞお楽しみに！ 

 

三浦が出場した 

五輪
オ リ ン ピ ッ ク

とその後 

東京オリンピック(1964 年)で銅メダルを獲

得した円谷(円谷幸吉メモリアルホール〔須

賀川市〕の展示パネルより)→ 

 

1957(昭和32)年10月、高校2年時に代走で

出場した福島縦断駅伝が、その後マラソン人

生をおくるきっかけとなった。 

オリンピックで世界の強さを痛

感した弥平は、アントワープ大会の

後、帰国せずドイツに留学します。

ベルリン大学で経済学を学びなが

ら市内のシャーロッテンブルグ・ス

ポーツクラブに所属しスポーツ活

動を続け、その後 1923(大正 12)年

にはドイツ体育大学に入学(5 年間)

し、体育学を専攻しました。 

パリ大会を経て若者の育成にス

ポーツの必要性を感じた三浦は、

1928(昭和3)年の帰国後には母校で

ある早稲田大学の講師要請を断り、

故郷の白根村でスポーツ振興活動

に熱心に取り組みます。 

当時としては先進的な考えを持

ち、自然プールを建設して水泳学校 

当時としては先進的な考えを持

ち、自然プールを建設して水泳学校

や林間託児所などを開設、なかでも

1932(昭和7)年に建設したオリンピ

ック村(宮城県伊具郡筆甫村の山

林)は三浦の理想が詰め込まれた施

設でした。オリンピック村には競技

場やテニスコート、プール、スキー

場などが設置され、青年団などのキ

ャンプやスポーツ練習などに活用

されましたが、太平洋戦争の悪化に

伴い、わずか4年あまりでやむなく

閉村となりました。 

や林間託児所などを開設、なかでも

1932(昭和7)年に建設したオリンピ

ック村(宮城県伊具郡筆甫村の山

林)は三浦の理想が詰め込まれた施

設でした。オリンピック村には競技

場やテニスコート、プール、スキー

場などが設置され、青年団などのキ

ャンプやスポーツ練習などに活用

されましたが、太平洋戦争の悪化に

伴い、わずか4年あまりでやむなく

閉村となりました。 

この他、三浦はスポーツ・文化振

興や若者の体力づくりの推進、地方

の農村の発展のために様々な活動

を行いました。詳しくは展覧会でご

紹介します！ 

←アントワープ大会での

日本選手団の入場行進 
 

シルクハットの男性(一

番左側)の右横に三浦も

写っている 

 

↑オリンピック村開拓の様子(上)と 

地図(下) 

交通のご案内 
●阿武隈急行線「梁川」駅 徒歩 20分 
●福島交通バス「梁川 中町」バス停 徒歩 2分 

●東北自動車道国見 ICから車 15分 
※当館南側のお客様専用駐車場をご利用ください。 
 満車の場合、梁川中央交流館駐車場をご利用ください。 

 

主催・ 

お問合せ 
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