
 1

● 市営住宅の申込しようとしたが、単身のため無理と言われた。現状を見渡すとどこの市営住宅も

単身者が入居している。理由を知りたい。 

入居の申込みにおいでいただいた際、単身者の方が入居可能な市営住宅があるにもかかわらず、担

当職員の説明不足により単身者の方は入居できないような誤解を与えてしまったことについて、心か

らお詫び申し上げます。 

市営住宅は、住宅に困窮し必要とする市民の方々に対して、低額な使用料で賃貸することにより、

市民生活の安定を図ることを目的とした住宅です。 

今回お手紙をいただきましたような単身者の方が入居可能な住宅は、公営住宅法施行令に基づいた

伊達市営住宅等条例施行規則により、「居室の数が 2 以下又は住戸専用面積が 50 平方メ－トル以下」

の住宅と定められております。伊達市においては、旧梁川町の桜岳団地 A・B・C・D・E 棟 38 戸と、旧

月舘町の清水ヶ丘団地 20 戸の住宅がありますが、現在、空き室がないために入居の募集を行っており

ません。今後、空き室が出た際には広報紙等で入居者の募集をいたしますので、お申し込みをしてい

ただきますようお願いいたします。 

今後も、相談者の立場に立って市民サービスの向上に努めてまいりますので、ご理解をお願いいた

します。（22 年 2 月 16 日回答：建設部 建築住宅課） 

 

● やながわ希望の森公園内のセスナ機の写真を HP にアップした。適切な管理がなされていない。 

お寄せいただいた「やながわ希望の森公園の航空機」についてお答えします。 

当該航空機については、公園開設時に寄附を受けて設置をし、今日に至っております。設置後 20

年程経過し、老朽化が進んでいることから、事故防止のために周囲への立ち入りを禁じている現状に

あります。 

破損箇所の修繕や機体の再塗装などについては、財政事情より困難な状況にあります。しかし、機

体の汚れについては除去が可能であることから、4 月の開園に備えて洗浄し、来園者をお迎えしたい

と考えておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。（22 年 2 月 16 日回答：梁川総合

支所 地域づくり課） 

 

● 梁川美術館を生き生きとさせるように配慮してほしい。 

伊達市唯一の美術館である「伊達市梁川美術館」は、県北地方の芸術創造の拠点としてたくさんの

市民から愛されております。 

梁川美術館は平成６年、旧梁川町のふるさと創生事業の一環として誕生した施設です。１階は梁川

出身の彫刻家で我が国の彫塑界の重鎮である故太田良平氏作品の「常設展示場」。２階の「市民ギャラ

リー」は、県北地区の芸術文化愛好者の皆さんの作品発表の場として活用されております。 

１階の常設展示場は、館内収蔵の太田良平氏の 300 点を超える作品のなかからテーマを決めて定期

的に展示替えを実施し、多くの皆さんに楽しんでいただくことが出来るよう工夫しています。２階の

市民ギャラリーは１年を通してたくさんの「企画展」が開催され、企画展を観にいらっしゃった方が

１階の常設展に足を運ばれる例も少なくありません。しかし開館以来１５年が経過しており、ご指摘

のように常設展の鑑賞を目的とした来場者数の減少が大きな課題となっています。 

また、市の財政が年々厳しくなってきているなかで、美術館の年間収入（入場料・施設使用料）は

施設の年間維持経費の 100 分の１程度しか賄うことが出来ていないのが現状です。現在、伊達市では

「行財政改革実施計画」により、平成 22 年度中に各公共施設の使用料・入場料等の再調査・確認を実

施し、平成 23 年度に料金を改定する予定です。梁川美術館におきましても、今後の健全な施設運営を

目指して、入場料や施設使用料等の改定を検討しておりますのでご理解ご協力をお願い申し上げます。 

今年度の美術館運営委員会の席上、委員の方から「芸術は五感で感じるものであり、目に加え耳で

楽しむ企画等も検討してはどうか」とのご意見が出されました。施設内での「サロンコンサート」等

の新たな企画を検討し、新たな来館者の開拓と収入の増加に向けた方策を模索しております。 

ご提案いただきました常設展示場の入場料の値下げ等も視野に入れながら、皆様に親しんでいただ

ける企画を実施し、施設の健全運営につなげて参りたいと考えております。今後とも梁川美術館を応

援くださるようよろしくお願い申しあげます。（22 年 2 月 4 日回答：教育委員会 教育総務課） 

 

● 梁川総合支所に公衆電話を置いておいてほしい。 

梁川分庁舎の公衆電話の件についてお答えいたします。 
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これまで、正面玄関右側にＮＴＴが所有している緑色の公衆電話が１台ありましたが、昨年４月に

「利用者が少なく経費負担が大きいため、電話機を回収させていただきたい」という申し出がＮＴＴ

よりありました。 

そのため、市においても利用状況を確認したところ利用が非常に少ないことから、公衆電話の回収

に同意いたしました。 

回収後の代替策として梁川総合支所の窓口では、携帯電話をお持ちでない方に対して電話をお貸し

しておりますので、その旨を職員へお申し出ください。 

今後も、サービス向上に努めて参りますので、ご理解をお願いいたします。（22 年 1 月 15 日回答：

梁川総合支所 地域づくり課） 

 

● ＪＲ伊達駅のトイレを、利便性の向上の為に水洗にしてほしい。 

ご意見をいただきましたＪＲ伊達駅トイレの水洗化につきましては、合併前から「福島県鉄道活性

化対策協議会」を通じ、ＪＲに要望してまいりました。この度、ＪＲ側にこの件について改めて確認

したところ、詳細については、まだ確定していないようですが、本年３月末までにはトイレを水洗化

するとのことでした。 

今後とも鉄道の利便性の改善及び活性化に努め、住民福祉の向上を目指して参りたいと考えており

ますので、ご理解を賜りたいと思います。（22 年 1 月 15 日回答：企画部 企画調整課） 

 

● 月舘総合支所のエレベーター設置の必要性と支所裏の道路拡張工事の要望 

ご意見をいただきましたエレベーター設置につきましては、障がいをお持ちの方やお年寄りの方を

始め、誰でもが同じ生活ができるような環境づくりである「ノーマライゼーション」の理念や公共施

設のバリアフリー化、更には、福島県で定めている「人にやさしいまちづくり条例」などを尊重し、

全ての人が等しく公共施設を利用できる環境整備の一環としてエレベーターを設置するものです。 

ご承知のとおり、月舘総合支所１階フロアは、窓口サービス業務や地域づくり業務を担う事務室を

配置し、また、会議室やシルバー人材センターの事務局も配置されております。２階は、40 歳以上を

対象とした健康運動教室、65 歳以上を対象とした介護予防の筋力トレーニング室、認知症予防の脳の

健康教室など健康づくりのスペースとしても利用されているほか、「ふれあいホール」や会議室、応接

室などがあり、多くの皆さんにご利用いただいております。また、３階は旧議会フロアとなっており

ますが、これまで中学校の生徒会総会や高齢者の皆さんの音楽教室として利用されたことがありまし

たが、エレベーター設置を機に、より一層の施設の有効活用に努めて参りたいと考えております。 

なお、この度の月舘総合支所エレベーター設置は、国の経済対策交付金事業の中の高齢化社会対応

に係るバリアフリー化事業として採択され、工事を施工しているものです。 

次に、久保田地区道路の今後の工事予定の件についきましては、本路線区間は河川と建物に挟まれ、

拡幅が困難な箇所にあります。現在のところ具体的な改良計画には至っておりませんが、緊急性や重

要性を考慮しながら検討して参りますので、ご理解を賜りたいと存じます。（22 年 1 月 15 日回答：月

舘総合支所地域づくり課） 

 

● 月見舘森林公園の歩道拡幅工事の要望をした際、大型バス乗り入れのため工事をした旨の回答で

あった。大型バスの利用が無いようである。 

 「森林公園に大型バスが入れるように道路整備をしたが、1 台も大型バスが入っていなかった」と

のご意見についてですが、進入路の整備経過につきましては、平成 19 年 9 月に「市長への手紙」をい

ただき、回答を申し上げましたとおり、幅員が狭く、バス等の乗り入れができないばかりか、一般車

両の交差についても困難な状態でした。このため、月舘町の皆様をはじめ、他市町村からの公園利用

者の方からも進入路整備の要望が出されており、また、旧月舘町議会からも改良整備について要望が

成されておりました。そのような状況を踏まえ、平成 18、19 年度に進入路の整備を行いました。大型

バス、マイクロバスの利用実績につきましては、整備以前の平成 19 年度で 6 台、整備後の平成 20 年

度では 19 台と増加いたしました。平成 21 年度につきましても同程度の利用状況となっております。

いずれも事前に利用予約の申請があったもので、有料施設以外は自由に入園ができますので、これ以

上の入園台数があったものと思われます。なお、バス以外の一般車両につきましては把握しておりま

せんので、ご了承をお願いいたします。 

 以前は、大型バスを利用して来場される方につきましては、進入路入口でいったん下車し徒歩で国
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道を横断することもあり非常に危険でしたが、今回の整備により、公園利用者の安全性や利便性が図

られたものと思っております。ご理解をお願いいたします。 

 次に、平成 19 年 9 月の手紙において「森林公園の道路整備ではなく、国道を拡幅し、歩道の増設を」

とのご意見をいただき、国道 349 号の改良工事につきまして、福島県が行っており近く着工するとの

回答を申し上げましたが、この度、御代田地内の橋梁工事の右岸橋台工事に着手いたしましたので、

お知らせいたします。 

 今後とも支所業務にご支援、ご協力を賜りますようお願いいたします。（21 年 11 月 12 日回答：月

舘総合支所地域づくり課） 

 

● 保原町内にバスケットゴールが無い。大泉公園などにゴールを設置してほしい。 

お手紙の内容は、保原総合公園などにバスケットゴールを設置して欲しいとのことですが、バスケ

ットゴールを設置するには、バスケットが出来る広さの場所を設けて、周りをフェンス等で囲み、他

の公園利用者にボールが当たったりして迷惑にならないようにしなければなりません。今の保原総合

公園には、そのようなスペースを整備することは困難であり、保原町内にある他の公園でも同様です。 

また、市内の他の地域にバスケットゴールが設置されている場所がありますが、夜間に若い人た

ちが集って騒いだりゴミの投げ捨てなど利用者の中にはマナーが良くない人がいて、近隣の人から苦

情を寄せられたことがあります。保原総合公園などに設置した場合も同じようなことが予想され、今

のところ設置する計画はありませが、今後、皆様のご意見を参考にして、より多くの人たちに利用さ

れるような施設にしていきたいと思っています。 

なお、伊達伏黒地区の上大川回帰泉広場にバスケットゴールが設置してありますので、同封しま

した広場の位置図と写真を参考にご利用ください。 

スポーツ少年団での活躍を期待しています。（21 年 11 月 26 日回答：建設部 都市計画課） 

 

● ボランティア活動拠点として、伊達福祉センターの一室を貸してほしい。 

 伊達市社会福祉協議会は、地域福祉の充実を目指し、共助・協働による小学校区単位の小地域福

祉活動を行うなかで、様々な課題解決をするため、市や各種支援機関とともに活動を行っております。 

近年は、さらに進展が予測される高齢社会の中で、高齢者や障がい者が住みなれた地域で安心して

生活できるよう、地域の方々とともに活動するためのボランティア養成講座を開催し、福祉の裾野の

拡大に努めていると聞いております。 

そのような状況の中で、ボランティア活動にご理解とご協力を頂いておりますことに対し深く感謝

を申しあげます。 

一方、伊達市では、市政経営の大きなテーマに「市民協働」を掲げております。市民協働は、市民

と行政が一緒になって市民の生活目線による数々の課題解決や安心安全の達成を目指す方法です。そ

の取組は、日々の生活の充実、生きがいの享受などをもたらし、波及効果は計り知れないものがあり

ます。現在、市民との協働を推進するため、「（仮称）市民活動支援センター」の立ち上げの準備を行

っているところです。 

さて、手紙の中にありました伊達福祉センターにつきましては、高齢者や虚弱な方々が利用しやす

い施設にするための大規模改修を進めているところです。 

伊達福祉センターにつきましては、地域内の福祉団体、文化・体育関係団体その他多くの団体に利

用いただいているため、特定の団体の活動拠点として、施設の一室を占有使用していただける現況に

はなく、他の団体と同様にご利用の希望日時にあわせて施設使用申込みをしていただき、ご利用いた

だければ幸いです。 

なお、この回答をさせていただくにあたり社会福祉協議会に確認したところ、協議会内に組織され

たボランティアセンターにおいて、ボランティアの方々に対する活動支援を実施しており、活動拠点

の場所につきましては、社会福祉協議会各支所事務室等をはじめ各施設管理者と調整のうえ提供して

いるとのことですので、伊達市社会福祉協議会伊達支所（電話 551-2139）にご相談ください。 

今後とも、伊達地域、伊達市民の福祉向上にご協力くださいますようお願い申しあげ、回答といた

します。（21 年 10 月 23 日回答：伊達総合支所 市民課） 
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● 月舘地区に若者の住める環境づくりのため、市営住宅を建設してはどうか。 

「月舘町に新しい市営住宅があれば魅力が増えるのではないか」とのご意見についてですが、現在、

月舘地域には清水ケ丘団地２０戸、岩内団地４３戸、計６３戸の市営住宅があります。空き家が発生

した場合には、市の広報紙で入居者募集をいたしております。なお、８月２１日現在で、清水ケ丘団

地１戸、岩内団地２戸、計３戸が空き家となっております。 

市では、住宅に困窮する世帯等を対象に市営住宅の供給に努めてまいりました。今後も将来の需要

を勘案し、適切な住宅数を確保することとしています。しかしながら、本市の財政は厳しい状況で住

宅施策に対する予算が限られております。そのために新たな市営住宅の建設は困難な状況にあります。 

今後の住宅供給につきましては、基本的に民間活力による制度を活用し、市営住宅を確保していく

計画としています。以上ご理解を賜りたいと存じます。（21 年 9 月 2 日回答：建設部建築住宅課） 

 

● つきだて花工房の日帰りプランを提案する。 

 つきだて花工房は、平成 8 年のオープン以来、地域振興を図るべく交流人口の拡大に努めてまい

りました。この間いろいろな取り組みを行ってまいりましたがその中でも日帰り者の入浴時間につき

ましては、ご宿泊のお客様へ配慮し、現在のような時間設定にさせていただいております。 

また、日帰りのお客様への部屋の貸し出しについてですが、現在 11 時から 15 時までの間、個室は

300 円/人・時間。大広間は 200 円/人・時間で休憩のご利用をいただいております。19 年度において

は約 2500 人のご利用がありましたが、さらに多くのお客様にご利用いただくため、お部屋での休憩と

入浴がセットになった平日限定のプランも企画しております。 

事業目的を達成するとともに収支の改善は、本事業において大きな課題の一つでございます。現在、

これら課題を解決し、お客様のご要望にお応えできるより柔軟な運営を目指し、運営改善を行ってい

るところでございますので、ご理解いただきたいと存じます。（21 年 10 月 26 日回答：つきだて花工

房） 

 

● 中央公民館に AED の設置を要望する。 

梁川中央公民館への自動体外式除細動器(AED)設置の要望についてでありますが、伊達市内の公共

施設及び学校施設への AED 設置につきましては、平成 18 年度から開始し、寄贈等を含め、これまで各

総合支所４箇所、保原中央公民館、地区ふれあいセンター等 9 箇所、小中学校 17 箇所、合計 30 箇所

に設置してきたところです。うち、梁川町内におきましては、市役所梁川分庁舎、梁川福祉会館、梁

川中学校、梁川小学校、粟野小学校、堰本小学校、梁川寿健康センターの７施設に設置されておりま

す。 

設置されている施設については、玄関入口付近に AED 設置ステッカーの貼付や機器を見やすい場所

に設置し、緊急時に備えております。また、設置場所につきましては市ホームページに掲載しており

ますが、広報紙におきましても周知したいと考えております。 

一度に AED を設置することは財政的に困難であることから、施設利用度の高い施設から順に設置を

進めて参りたいと考えております。（21 年 7 月 23 日回答：市民生活部 環境防災課） 

 

● 梁川美術館敷地内の像の修復を要望する。 

梁川美術館前のブロンズ像の修復についてでありますが、梁川の街角に立つ「太田良平氏のブロン

ズ像」は、地区のシンボルとして芸術の香りを漂わせ市民からも愛されております。 

ブロンズ像は、成形後「緑青をふかせるための薬剤」を塗り、全面が美しい緑青で覆われるように

加工されます。しかし、屋外に立つブロンズ像は長年風雨（酸性雨）にさらされているため、経年劣

化による傷みを避けることができず、定期的にメンテナンスを行わないと「酸化」が銅の内部に浸透

し、修理は困難となってしまいます。 

ご指摘の梁川美術館前のブロンズ像「化石」は梁川地区のなかでも特に劣化が進み、金属部分と色

を塗ったと思われる青緑の部分が混じって特に痛みが進んでいる状態となっており、タワシ等で汚れ

を落とそうとしても改善が見られません。 

後世に残すべき大切な文化遺産であり、その補修には慎重を期したいと思います。今後、彫刻家と

県立美術館学芸員からアドバイスをいただき、補修の方法について検討して参りたいと考えておりま

すが、予算が伴う事業であり早期に対応できませんこと、ご理解をお願い申しあげます。（21 年 7 月
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23 日回答：教育委員会教育総務課） 

 

● 高子 20 境「白雲洞」側（淡島神社）の公衆トイレが汲み取り式で老朽化している。この地は歴史

的な価値がある人気観光スポットであり、また、通学路でもあることから改修の要望。 

高子二十境のひとつ高子陂である高子沼は、県営地域用水環境整備事業により、沼周辺を自然環境

の保全を図りながら、市民の憩いの場の提供を目的として平成 19 年度に完成しました。平成 20 年度

には地元住民による「高子沼を楽しむ会」を設立していただき、高子沼周辺の草刈等の環境美化によ

り、高子沼を訪れる皆様を快適な状態でお迎えしています。本年４月には「遊桃里フェスタ」と同時

開催された「高子史跡と桃源郷ウォーク」では、市内外から約３００名のウォーキング愛好者の方々

が訪れ、桃源郷・伊達の春を満喫されました。これも日ごろの皆様の活動のおかげと考えております。 

近、特に中高齢者の方々に人気のあるウォーキングは、健康志向も相まって歩き方や楽しみ方も

様々です。伊達市内では、高子二十景と桃源郷ウォークをはじめ花の小径ウォーク、史跡・名勝を訪

ね歩く歴史ウォーク、阿武急フリーウォーク、健康ウォークなどなど多くのウォーキングが開催され

おり、バリエーション豊富な伊達路ウォークをより充実させていくことは、これからの伊達市内観光

の課題ではないかと考えております。 

このような中で、ご提案ありました「史跡巡りウォーキングコース」は、市の助成事業である「地

域づくり支援事業交付金」を活用し、地域の皆様で案内板の設置やコースの整備等を実施していただ

くことは可能かと思われます。しかし、ご要望ありました、白雲洞脇にあるトイレの改築については

ハード事業であり、地域の振興及び住民参加と交流の推進を目的とした地域づくり支援事業には該当

しないものと思われます。 

また、淡島神社は、国・県・市とも「文化財」として指定を受けておりません。指定を受けている

場合であれば、文化財保護のため破損部分の修復や改造によって消失してしまった部分の復元などに

ついて指導を行うことが出来ますが、トイレ等は「文化財」要件以外であるため、指導を行う事は困

難と思われます。 

このようなことから、境内内の施設整備につきましては、広く氏子の方々から寄付を募っていただ

き、改築することが望ましいものと思われますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。 

（21 年 6 月 26 日回答：保原総合支所 地域づくり課） 

 

● 梁川庁舎の屋根に草や土の塊が見受けられる。来庁者、職員のためにも環境美化を望む。 

庁舎周辺の除草作業につきましては、通常業務終了後、職員の手で定期的に実施してまいりました。 

このたびご指摘のありました、３階屋上部分の清掃につきましては、通常出入りできる構造になっ

ていないことと、施設管理に対する目配りが足りなかったため、取り残された状態でありました。 

今後は、庁舎周辺の除草作業に併せて、屋上部分についても除草・清掃作業を実施してまいりたい

と考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。（21 年 6 月 16 日回答：梁川総合支所 地域づ

くり課） 


