
「平成23年度伊達市経営に関する説明会」発言録 

 

日 時：５月23日（水） 

午後７時～９時 

会 場：梁川農村環境改善センター 

出席者：147人 

 

市  長：（あいさつ、今年度の主な取り組みについて説明） 

大勢の方に集まっていただきうれしく思っている。例年わかりやすい

予算書を作っているが、我々の取り組みというものは、予算を必要とし

ないものもあるが、一般的には予算の裏づけがある。今年やるべきこと

ということで予算書の説明をする。 

平成24年度は伊達市７年目ということであるが、災害２年目という位

置づけの方が重い。昨年の３月11日に災害が発生し、その後に続く放射

能については我々が想像もしていなかった未曾有の災害であった。放射

能については、今までに経験がなく、県や国に指示を仰ぐことはできな

いので、伊達市なりに一生懸命考えて、取り組んだ一年であった。我々

が給水やガソリン、救援物資の手配などしているときに、南相馬方面か

らの避難者1,800人を受け入れた。梁川でも体育館を始め各避難所を開

設し、皆さんに大変お世話になった。その時には、放射能の被害は分か

らず、伊達市は60キロも離れおり、問題ないだろうと思っていたがそう

ではなかった。23日にようやく放射能があること分かり、30日に初めて

伊達市の線量を測った。線量計は伊達消防署から借りたものである。ま

た、シーベルトやベクレルという単位も分からなかった。そういうとこ

ろから始まった。チェルノブイリの例に習って「除染」という言葉を初

めて知った。 

避難ということもあるが、避難してもいつ戻ってこれるか、どのくら

いのときに避難しなければならないかということも分からなかった。結

果論からいえば、３月12日ころからヨウ素が空気中を漂い線量が高かっ

た。記録に残る中で伊達市で一番高かったのは月舘で50マイクロシーベ

ルトを超えていた。たぶん保原庁舎でも30マイクロシーベルトはあった

のではないか。少なくとも福島市は30を超えていた。しかし、ヨウ素は

半減期は８日であり、５月末にはゼロになったことになる。つまり本当

に避難するのであれば、子どもたちを中心に５月末までに避難させるべ

きであった。しかしそういうことは全く分からなかった。職員も放射能

が一番高いときに朝６時から外で給水作業をし、市民の皆さんも給水を



受けるために並んでいた。 

放射能はすぐに影響があるというわけではなく、累積線量が問題であ

り、１年間に100ミリシーベルト浴びると30年後にがんの発生率が0.5％

増えるということが実証データである。100ミリ以下についてはデータ

がない。ただし、チェルノブイリで子どもが甲状腺がんを多発したとい

うことがあり、放射能は遺伝子に影響するということで、一般的には子

どもには影響があるのではないかといわれており、安全サイドで考える

と対策を講じる必要がある。そこで昨年一年間は子どもを中心に対策を

とってきた。被ばくを避けるため避難するとなると、健康に被害を及ぼ

さない数値になるまでということになる。それは半減期を待つという話

にはならないので、健康管理対策の一方で除染が大切となる。今年はこ

れまでの経験を踏まえ、アドバイザーの指導も受けながら本格的な除染

に取り組んでいく。 

除染元年という位置づけの中で、230億円を超える除染の予算を組む

ことができた。伊達市の一般会計は例年240～250億円であるが、今年は

488億円ということで約２倍の予算となった。それは放射能対策による

ものである。除染を本格的に取組むということで、特定避難勧奨地点を

含む年間20ミリシーベルトを超える地域のあるところをＡエリアとし、

次に年間５ミリシーベルトということで、これは専門家に言わせれば健

康に問題があるとは思えないということであるが、ここをＢエリアと称

している。その他がＣエリアで５ミリシーベルト以下の地域である。し

かし、５ミリシーベルト以下で良いという訳ではない。国では年間１ミ

リシーベルトを目標としており、１ミリシーベルトであれば大丈夫であ

ろうと、ＩＣＲＰ（国際放射線防護委員会）でも述べられている。 

今回、Ａエリアを５地区に分けて、18日に大手ゼネコンに発注した。

総額149億円であり、これは伊達市の年間の道路・水道などの工事費が

約20億円であることを考えると、とても高額である。従って全国規模の

業者にお願いするしかないということになった。ゼネコンには開発能

力・工事マネジメント能力があり発注したものである。これによりＡエ

リアの本格的な除染が始まる。Ｂエリアについては地元業者を中心に発

注しようと準備を進めている。Ｃエリアについては地元業者と我々も含

めて地域の皆さんとやっていこうと考えている。Ａエリアが2,500世帯、

Ｂエリアが推定3,600世帯であるので、残る15,000世帯がＣエリアとな

る。Ｃエリアについては、今までも町内会の皆さんにも取組んでいただ

いているが、これからも引き続きやっていきましょうということである。 

これまで予算の大層を占める放射線・除染対策について述べてきたが、



除染が完了するまでは健康管理をしっかりやっていく必要があり、外部

被ばくについては積算線量計（ガラスバッジ）を全市民に付けていただ

こうと考えている。大丈夫だろうとしても検証していく必要がある。 

内部被ばくについては、ホールボディカウンタ（ＷＢＣ）というもの

があり、昨年までに9,000人について検査を終えている。特に目立った

異常は発見されていないが、この検査は１回測れば終わりというもので

はなく、これからの食べ物によって内部被ばくを起こす可能性もある。

なぜならチェルノブイリであれほどの甲状腺がんが発生したのは、牛乳

を飲み続けたためである。また向こうではキノコを食べる習慣があり、

こちらでも山菜・キノコは基準値を超えている。そういう意味で内部被

ばくというのは、きちんと測っていく必要があり、今年度中に残る

47,000人全員について検査する。そのために２台買うことにしている。

実際の運営としては梁川病院に１台、保原の中野病院に１台それぞれ預

かってもらい、検査をしてもらうので、是非受けてもらいたい。 

このように放射能対策は進めていくが、本来の行政サービスもしてい

かなければならないので、少子高齢化社会に向けての今までの取り組み

をさらに強化していきたい。健幸都市づくりのモデル地区として掛田と

白根を指定しているが、あくまでモデルであり、伊達市内全部で実施す

るつもりである。 

また、地震で被災した梁川小学校は現在仮校舎に入っているが、今年

度は実施設計まで行い、建設工事を来年度から始め、１年半くらいで完

成できないかと思っている。なるべく早く学校を作って、正規の学校で

授業ができるよう進めていきたいと思っている。今年一年頑張るのでよ

ろしくお願いする。 

 

財務部長：（「平成24年度予算のポイント」、「事業説明書」により説明） 

市民生活部長：（「平成24年度予算のポイント」、「事業説明書」により説明） 

 

＜質  疑＞ 

市  民：新田の市営住宅に子どもの遊び場がある。線量計で測ったところ一番

高いところで1.70あり非常に高い。とにかく高い所を早く除染していた

だきたい。我々大人より子どもが大事だ。係の人から２年後までにとい

う話があったが、この状況を２年待つ訳にはいかない。 

市  長：梁川は全般的に低いが、Ｃエリアが大丈夫だと思っているわけではな

く、１軒づつ細かく測っていくと、このようなミニホットスポットがあ

ることは想定している。町内会の皆さんに高いところを確認していただ



き、自分で取るとか、事情によっては業者に頼み、公園は基本的には公

的な場所として市が実施する。指摘のとおり子どもが遊ぶ場であるので、

優先的に除染していくということであり、Ｃエリアだからやらないとい

うことではない。業者に発注するのはＡエリア、Ｂエリアであるが、Ｃ

エリアは基本的に部分的にしか業者にお願いしないので、いわゆるミニ

ホットスポットについては再度測った上で取り組んでいく。 

 

市  民：この場所に小学校を建てる場合に水害に対してはソフトとハードで考

えるとあるが、ハード面では２ｍ嵩上げすること、ソフト面では子ども

たちは避難しているから学校にいないという解釈でよいか。ハザードマ

ップではここは５ｍであり校舎内に水が入り、セシウムが流れてくる。

ここは阿武隈川の水が逆流してくる。そのことは加味しているのか。 

市  長：学校をどこに作るかということは色々な意見がある。これは学校の持

つ使命や、子どもの勉強の問題や、まちづくりの中でどう位置づけるか

ということもあり、勿論安全の問題もある。それを総合的に判断し今の

場所に決めた。これは民主的な方法で決められたと思っている。 

勿論安全の面については、第一に考えなければならないが、世の中に

絶対安全はない。勿論子どもを危険な目にあわせることはできないが、

５ｍというのはそういう恐れがあるということであり、必ず来るわけで

もなく、仮に水が来ても水と放射能は関係ないと思っている。洪水によ

って放射能がそのような状況になったとしたら、除染しなければだめで

ある。現に保原小学校は工事中に放射能が降ったので全部調べ、高いと

ころはやり直した。仮に放射能が流れてくれば大変だが除染するしかな

い。今後学校が完成し、洪水の可能性があったとしても、現在一生懸命

除染しているので、それまでには線量は低くなっているだろう。 

内部被ばくのベクレル数として国は水が10で一般食物は100と厳しく

したが、これは口に入るものであり、一般のごみでは8,000ベクレルま

では埋め立ててよいとされている。確かに阿武隈川の底に溜まっている

という学者の話も聞くが、海に流れ薄められると考えるしかないだろう。

従って放射能と洪水の関係については心配することはないだろう。これ

は別の問題である。 

洪水に対するソフト・ハード面の備えということであるが、学校建設

の中で出来る限りのことをやっていく。基本設計案の中には１階には教

室を置かず、２階にするという案もあり、そうすれば５ｍの空間は確保

できると思うが、当然それには金がかかる。検討委員会でもそこまでは

必要ないということで採用されなかったと聞いている。 



仮に洪水が来て教室に入ったとしてもその時に子どもがいれば心配だ

が、洪水は突然来るものではない。川の水量が増すということはかなり

前から分かるので当然その対策は取る。その対策というのはまず児童を

自宅に帰すということであり、そのような対策をとっていけば、児童を

危険にさらすことは有り得ないと思っている。この場所が学校用地とし

て全くダメだということはない。これまでの経緯を考えると妥当なとこ

ろであり、勿論、子どもたちのために色々な安全対策はできる限りやっ

ていく。 

近くには公民館やグループホームもあり大勢の人が住んでいるので、

全体的な洪水対策は考えていく必要がある。それは梁川小学校のためだ

けでなく、市全体の洪水対策について県や国と相談しながら今後も取組

んでいくので安心していただきたい。 

 

市  民：企業誘致推進事業に37万円の予算しかないが、どのような優秀な企業

を誘致できるのか疑問である。人口を増やすには優秀な企業を誘致し、

安心した生活基盤のためには就職先が近くにあるということである。こ

のような企業誘致の考えについて伺う。 

梁川地区では自主防災組織が旧町村単位であるが、3.11の時も私（自

治会長）まで情報が中々伝わってこなかった。横の情報手段を構築して

いただきたい。また、災害時要援護者対策事業とあるが、これは個人情

報との関わりがあるが、今後どのように活用していくのか説明していた

だきたい。昨年９月の台風時に河川改修した所が冠水してしまい、消防

車が通行できなくなってしまった。避難経路について早急に具体的なも

のを示してほしい。 

市道整備の状況が載っているが、梁川地域の整備状況は市内で一番低

く36.3％でり、なぜ低いのか伺いたい。このような整備の財源は交付税

で措置されているはずである。道路延長が長いから遅れるといのは理由

にならない。 

梁川地区には旧町村単位で自治会組織があるが、われわれはその中で

まち作りに取組んでいるが、何故他の地域では７年も経つのに自治会組

織がないのか。また健幸都市には賛成であるが、山間地の一人暮らしの

高齢者にどのようにして健幸都市づくりに参加していただくのか具体的

に示してほしい。 

産業部長：企業誘致推進事業であるが、工業団地の中で市が保有している土地は

ほとんど企業に売っている。その中に遊休地があることからその斡旋の

依頼を受けている。今はそのような土地についての誘致活動を行ってい



る。仮に県外から企業が来たいとなれば工業団地の拡張も含めて必要な

予算措置をしていくのでご理解願いたい。 

健康福祉部長：市では、現在75歳以上の一人暮らしや身体にハンデをお持ちの方

を対象に、災害時に地域の力を借りながらいち早く救出するすることを

目的に要援護者台帳づくりを展開している。現在5,120人に案内通知を

しているが、是非登録していただき、各町内会や民生委員、地域自主防

災組織の方に情報提供することを考えている。今回申請書を送付する際

に、個人情報についてこれを開示してよいかという同意書を同封してお

り、現在約半数の方に了解いただき登録作業を進めている状況である。 

市民生活部長：3.11の際には自主防災組織に尽力いただいたことに御礼申し上げ

る。当時は本庁者と分庁舎の通信手段さえも確保できなかったところで

ある。地域防災計画の中に避難路の確保や情報伝達のあり方を定めてい

るが、昨年のような災害に耐えうる計画ではなかったので計画の見直し

を早急に進めたい。 

また地域自治組織づくりであるが、一昨年以降、組織化に向けて、先

進地視察や梁川地域を参考にしながら調査研究をしてきた。昨年度は震

災の影響があり取り組みが止まっていたのも事実である。少子高齢化が

進行する中で地域の課題を解決するために、地域自治組織は必要である

との認識は変わっていないので取り組みを進めて参りたい。 

建設部長：道路種別は１級、２級、その他となっており、１級２級の幹線道路に

ついてはそれほど遜色はない。合併前の町の事業費の考え方もあると思

うが、幹線を中心に道路整備を行っていたこともあると思っている。伊

達についてはそもそも延長が短く、霊山・月舘でいえば、その他の種別

でそれほど延長がないというのは、考え方の一つではあるが、例えば市

道ではなく農道や林道としており、梁川ではそのようなものも市道とし

て認定していることもあり、延長が多くなっている。合併後も鋭意道路

整備は行っているが、合併前のそのような状況もあるので、なかなか整

理がつかないが、今後も鋭意進めていきながら解消に当たっていきたい。 

直轄理事：昨年11月３日に健幸都市宣言をして、まちづくりについて、高齢化・

人口減社会に向けた持続可能な地域づくりという視点で今後施策を進め

ることになった。中山間地での高齢者の参画ということで住環境の整備

という視点で共同住宅なども利用条件にして事業を進めたいということ

で、一人・二人暮らしの方を中心に集落の仲間と共に住み替えてコミュ

ニケーションを維持できる整備を進めたいというのが市の考えである。

地域の方々と協議を重ねて地域づくりを進めて参りたい。 

 



市  民：これだけの面積、世帯をＡ、Ｂ、Ｃと分けているが、いつから実施す

るのか市民に対する明快な説明がない。また発生土について勝手に管理

してくださいというようなことが市政だよりに書いてあるが、誰が管理

し責任者は誰なのか。また除染を大手建設会社に発注したが、法人税は

市には入らない。またそれによって生じる雇用はどうするのか。 

伊達氏ゆかりの史跡整備に800万円の予算がついており、目的が観光

誘客としているが、バリアフリー化したのは梁川駅のみである。保原駅

には案内板があるが、住所や電話番号もなく何が案内板なのか。外部か

ら誘客する気がないのではないか。また梁川駅はトイレが外にあり無人

駅である。市も1,193万円投資しているが、阿武隈急行は努力していな

い。職員も通勤で乗れば貢献できるのではないか。 

まちなかタクシーについて、6,200万円を商工会に投じているが、身

障者は乗れない。もっと効率を上げるのであれば身障者も乗れるような

車にしたらどうか。もっと改善すべきものがある。 

地域おこし支援員が現在８名おり、目標14名としているが、これは当

初は総務省の地域おこし協力隊支援事業という国の支援を受けて実施し

ている思うが、国の支援がなくても伊達市で予算を組んでやっていくの

か心配している。 

市民生活部長：Ａエリアの除染は来年の３月15日までを目標に終えたい。除染に

ついては市で基本計画を定めており、その中で生活圏については長期的

には年間１ミリシーベルト、時間当たり0.23マイクロシーベルトを目指

すが、一挙に0.23にはならないので当面２年間の中で生活圏については

１マイクロシーベルトを超える所がないようにしようと計画に定めてい

る。その間に１マイクロシーベルト以下は実施しないということではな

く、部分的に高いところがあるので、Ｃエリアについてもスポット除染

が中心になるが24年度から着手して参りたい。 

また、ゼネコンを選定するにあたり市内での雇用や商工業の振興に対

する提案を求めており、具体的には地元から雇用し市内から資材を購入

するなどの提案もあり一定程度の効果を期待している。一時的に仮置き

となっている所が多いが、放射能対策課で定期的にモニタリングを実施

している。一定程度の仮置場が確保できれば、直ちに移動し安全な管理

が可能となるが、それまではモニタリングをしっかり行っていきたい。 

集落支援員については国から特別交付税の措置がなければやらないと

いうことではなく、そもそも中山間地の振興を目的として始めた事業で

あり継続していく。 

市  長：阿武隈急行は赤字経営である。しかし、伊達市の公共交通の要である



のでこれを廃止するわけにはいかない。沿線自治体も支援しているが阿

武急にも頑張ってもらわなければならない。希望の森公園駅については

無人となったが会社も合理化努力をしており、阿武急としての判断であ

ることから、我々もこれを受け入れているが、年間4,000～5,000万円の

赤字である。赤字額は減ってはいるが赤字であることに変わりはない。

累積がどんどん溜まっていけば、沿線自治体がもう一度出資するか、辞

めるかということである。そうならないように我々も支援していかなけ

ればならない。阿武急があるから陽光台もできたのではないかと思って

いるし、そういうことを考えると何とかして我々も使い、また観光客に

も来ていただくため梁川の史跡環境整備も大事である。これまでも仙台

などから歴女といわれる人たちが伊達氏のルーツを訪ねて散策されてい

る。これも阿武急が企画しているので、そういう努力を買いたい。沿線

自治体としても阿武隈急行と協力しながら努力していくという考えであ

る。 

直轄理事：まちなかタクシーは商店街の活性化ということがスタートであり、梁

川地区では2,800万円の委託費で運行している。体の不自由な方の乗車

については、重い状態であれば介護保険など制度的な助成はあるが、軽

度の場合についてこれまでも話をいただいており、利用促進の意味でも

内部で検討している。もう少し時間をいただきたい。 

 

市  民：梁川はＣエリアであり、市民協働で進めるためには細かい線量マップ

を作っていただきたい。現在のマップは１キロ四方で２ケ所であるが、

各集落に線量計が配布されているのでそれを活用していく方が我々住民

にとってもどこに目標を立てて除染していくのかがはっきりしてくるの

ではないか。 

市民生活部長：配布したマップは粗いところがあるので、ミニホットスポットの

存在も含めた細かいモニタリングが必要だと認識している。具体的な手

法については整理できていないが、提案できるように検討して参りたい。 

 

市  民：放射能弱者である子どもたちを守るのは大人の責務である。時間当た

り0.19より下がるまで子どもたちを一時疎開させる必要がある。国が去

年８月24日に方針を発表し、こともたちの年間被ばく線量を20ミリシー

ベルトから１ミリシーベルトに下げた。つまり時間当たり0.19マイクロ

シーベルトである。 

市  長：国は年間１ミリシーベルトを目標にすると言った。20ミリシーベルト

に達する所は避難を勧めるということが特定避難勧奨地点の基準である。



20ミリシーベルトは学校では時間あたり3.8マイクロシーベルト、勧奨

地点では3.2マイクロシーベルトであるが、これは計算方法の違いであ

る。20ミリシーベルトというのは避難しなければならないということで

はない。 

ＩＣＲＰ（国際放射線防護委員会）も今の日本はまだ安定しておらず

原発事故の 中にあるので、その 中では100から20の間で定めて良い

としている。それに対して国は一番低い20ミリシーベルトを超す所は避

難した方が良いとした。それでも子どもと大人が同じで良いのかという

ことがあり、国は 終的に１ミリシーベルト以下を目標とすると言った。

このことは間違っていないと思うし我々も１ミリシーベルトを目標とし

ている。時間当たり0.23マイクロシーベルトを達成すれば年間１ミリを

超えることはないであろうということであり、それを目指そうというこ

とである。目指すということは、途中経過として１ミリシーベルトを超

えたから避難しなければならないということではない。現実的には５ミ

リシーベルトでも十分ではないかという意見もある。そうはいっても安

全サイドで考えていくということなので、１ミリシーベルトを目標にす

るが、１ミリシーベルトになるまで避難しなければならないとうことで

はない。伊達市ではそのような考えは持っていない。 

これまで飯舘や双葉を見てきた経験からすると、避難というのは重大

な判断である。除染がうまくいっていないのは強制避難でその土地を離

れてしまったことに原因があると思っている。川内村もそうである。市

町村長が避難命令を出すわけであるが、命令が出れば村に残ることはで

きない。その後帰村となると中々うまくいっていないのが現実である。

避難にはそのような問題が潜んでおり、我々も自主避難者を心配してい

るが、父が残り、母と子が避難するというストレスのほうが心配だとい

う意見もある。チェルノブイリでも避難による健康被害、精神的被害の

ほうが大きいということがあった。１ミリでは避難する必要はないが、

20ミリではどうするかは我々は何とも言えない。それぞれの家庭で判断

するほかない。ケースバイケースである。 

結論として１ミリで避難する必要はない。 

 

市  民：水害があった時には子どもが学校にいる可能性はかなり少なく、自宅

にいれば安全であるから、学校はその役目を果たさなくても良いと聞こ

える。国会では、今回の大震災であれだけの被害を受けたことにより、

防災組織となりうるのが学校であり、そのような場所に避難場所がその

まま設けられると言っていた。その設けられるはずの学校が避難場所と



も言わず、自宅にれば安全であるので学校はその役割を果たさないとな

ると、何のために大金をつぎ込んで危ないらしい場所に建てなければな

らないのか理解できない。震災後に学んだことも多いと思うのでその事

を検討していただきたい。 

市  長：小学校は昔から村の中心でありそこが一般的に避難所になるというの

は当然のことである。しかし、現実に小学校を建てるとなると適当な場

所が蚕業試験場跡地であり、ここに洪水が全く来ないという補償はない。

だから避難所は大丈夫な所に作る。 

しかし、小学校は避難所のために作るのではなく、結果として避難所

になるということである。今、小学校が早急に必要なのである。避難所

も勿論必要であるが、それは梁川小学校でなくてもよい。中学校や高校

もあり、そこが避難所になっていい。また子どもたちにとって家が絶対

に安全であるということはないが、保護者が一緒にいることが一番安心

であると思う。洪水はすぐには来ない。洪水については的確な情報が出

ており、仮に洪水の危険が及ぶような時には当然子どもたちを帰宅させ

たり、あるいは休校にするべきであり、そういう判断をするのが校長で

あり、地域の人である。安全な所に作るのはそのとおりであるが、検討

した結果、蚕業試験場跡地が も適当であるとの結論に達したわけであ

る。市では既に予算措置もし、設計についても発注の段階に来ているの

で、今は一日も早く、少しでも安全な学校を作ることが今伊達市にとっ

て取るべき道であると確信しており理解を賜りたい。 

 

市  長：（御礼のあいさつ）長時間にわたり熱心な質問をいただだきありがと

うございました。まだまだ色々意見があると思うが、市では市長の手紙

という制度もあるので、どんどん寄せていただきたい。回答するだけで

はなく、それを基に何が問題なのか、何を言われているのかも検討して

いるので、どうぞ寄せていただきたい。 


