
記 者 会 見 

 

日時：平成28年11月24日（木）14時 

                        場所：伊達市役所２階 委員会室３ 

 

 

１ 平成 28年第７回伊達市議会定例会について 

招 集 日  平成 28年 12月１日（木） 

提出案件   24件（条例制定１件、条例一部改正 11件、補正予算 10件、その他２件） 

（１）提出議案の概要  資料 1-1               （総務部総務課） 

（２）12月補正予算の概要 資料1-2              （財務部財政課） 

 

２ 伊達市学校施設利活用審議会の設置 資料２      （総務部地域振興対策室） 

～閉校後の学校施設を地域振興に役立てる～ 

 

３ 元気づくり会の成果・効果 資料３ 

  ～元気リーダーコースから地域力アップへ～       （健康福祉部健幸都市づくり課） 

 

４ 梁川城跡発掘調査現地説明会の開催 資料４ 

～中世伊達氏の館の様子が明らかに～                （教育部文化課） 

 

５ 平成28年度伊達市青少年育成推進大会の開催 資料５  

～市内中学生の少年の主張を実施～             （こども部こども支援課） 

 

６ 伊達市立志式講演会の開催 資料６  

～自己の生き方を考える機会に～           （こども部こども支援課） 

   

７ 12月のイベント 資料７ 
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 資料１－１  

平成28年第７回伊達市議会定例会提出議案概要 

提出案件24件【条例制定１件 条例の一部改正11件 補正予算10件 その他２件】 

 

１．条例制定（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第101号 

伊達市広域的減容化施設影響緩和基金条例の制定について 

（制定趣旨） 

福島県市町村特定原子力施設地域振興事業（広域的減容化施設影響緩和

事業分）補助金を仮設焼却炉（広域的減容化施設）の立地による影響緩和

事業資金に充てる基金を設置するため、新たに条例を制定するもの 

（主な内容）基金の設置、積立て、管理、処分等を規定する 

（根拠法令）地方自治法第 96条第１項 

市長直轄 

総合政策課 

 

２．条例の一部改正（11件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第102号 

伊達市部等設置条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

特定課題の推進及び所掌事務の所管替えに伴い、条例の一部を改正する

もの 

（主な内容）市長直轄及び総務部の事務分掌の改正 

（根拠法令）地方自治法第96条第１項 

総務部 

総務課 

議案第103号 

伊達市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

（改正趣旨） 

働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、「育児

休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の

一部改正に伴い、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

(1)介護休暇の分割取得を可能とする改正 

(2)介護のための所定労働時間短縮措置の制度設置 

 （平成 29 年１月１日から施行） 

（根拠法令）地方自治法第 96条第１項 

総務部 

人事課 
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議案第104号 

伊達市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 福島県人事委員会勧告に準拠し、民間給与との較差を埋めるため、若年

層の給料月額及び勤勉手当の引上げを行うとともに、扶養手当額を改定す

るため、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

(1)給料表の改正（平成 28 年４月１日から実施） 

(2)勤勉手当年間支給割合の 0.1月分（再任用職員は 0.05月分）引上げ（平

成 28年 12月１日から実施） 

(3)配偶者に係る扶養手当額の減額及び子に係る手当額の引上げ 

（平成 29年４月１日から段階実施） 

（根拠法令）地方自治法第 96条第１項 

総務部 

人事課 

議案第105号 

伊達市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 福島県人事委員会勧告による職員の勤勉手当の引上げを踏まえ、市長等

の期末手当支給割合を引き上げるため、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

期末手当年間支給割合を 0.1月分引上げ（平成 28年 12月１日から実施） 

（根拠法令）地方自治法第 96条第１項 

総務部 

人事課 

議案第106号 

旧伊達市教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改

正する条例について 

（改正趣旨） 

 福島県人事委員会勧告による職員の勤勉手当の引上げを踏まえ、教育長

の期末手当支給割合を引き上げるため、在任特例期間内はなお効力を有す

るとされる旧条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

期末手当年間支給割合を 0.1月分引上げ（平成 28年 12月１日から実施） 

（根拠法令）地方自治法第 96条第１項 

総務部 

人事課 
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議案第107号 

伊達市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例

について 

（改正趣旨） 

 福島県人事委員会勧告に準拠し、特定任期付職員の期末手当の引上げを

行うため、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

期末手当年間支給割合の 0.1月分引上げ（平成 28年 12月１日から実施） 

（根拠法令）地方自治法第 96条第１項 

総務部 

人事課 

議案第108号 

伊達市税条例等の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 「地方税法等の一部を改正する等の法律」が施行されたこと等に伴い、

税条例等の一部を改正するもの 

（主な内容） 

(1)法人住民税の法人税割の税率の引下げ 

(2)軽自動車税における環境性能割の導入 

(3)その他地方税法等の改正に伴う所要の改正 

（根拠法令）地方自治法第 96条第１項 

財務部 

税務課 

議案第109号 

伊達市手数料条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 「国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律」の成立に伴い、弔慰金を

受けようとする者に対し、被害者等又はその遺族の戸籍の申請に係る費用

負担を軽減するため、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

戸籍に関する証明手数料の免除の規定に、「国外犯罪被害弔慰金等の支

給に関する法律第 19 条の規定に基づく証明」を加える 

（根拠法令）地方自治法第 96条第１項 

市民生活部 

市民課 
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議案第110号 

伊達市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 日本と台湾との間で二重課税を回避する等の措置を講ずるため、日台民

間租税取決めが締結されたことを受け、「所得税法等の一部を改正する法

律」及び「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得

税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令」の施行に伴

い、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

(1)個人住民税で分離課税される特例適用利子等及び特例適用配当等の額

について、国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得

金額に含めるもの 

(2)上記の改正に伴う項ずれの整備 

（根拠法令）地方自治法第 96条第１項 

健康福祉部 

国保年金課 

議案第111号 

伊達市市民プール条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

保原プールの改築に伴い、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

(1)位置、摘要の改正 

(2)利用使用料の改正 

（根拠法令）地方自治法第 96条第１項 

教育部 

教育総務課 

議案第112号 

伊達市立学校設置条例の一部を改正する条例について 

（改正趣旨） 

 伊達こども園(認定こども園)開園による伊達幼稚園の閉園、富野小学校

の統合による富野幼稚園の閉園、園児減少による富成幼稚園の閉園に伴

い、条例の一部を改正するもの 

（主な内容） 

別表(名称及び位置)から伊達幼稚園、富野幼稚園及び富成幼稚園を削除

する 

（根拠法令）地方自治法第 96条第１項 

こども部 

こども育成課 
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３．補正予算（10件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第113号 

平成28年度伊達市一般会計補正予算（第３号） 

歳入 地方特例交付金 2,663千円 地方交付税 388,375千円 

      分担金及び負担金△3,288 千円 使用料及び手数料△757千円 

国庫支出金 197,484千円 県支出金 101,233千円 

財産収入 1,516千円 寄附金 50千円 繰入金 39,613千円 

諸収入 616千円 市債 709,200千円 

歳出 みらい創生事業 808,370千円 その他事業等 628,335千円 

補正総額 1,436,705千円 

（根拠法令）地方自治法第218条第１項 

財務部 

財政課 

議案第114号 

平成28年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

歳入は、医療費の増額補正に伴う負担金、補助金等の増額及び災害臨時

特例補助金の交付決定による増額補正 

歳出は、人件費の増額による総務費の増額、療養給付費と高額療養費の

見込増に伴う保険給付費の増額、短時間労働者の適用拡大による後期高齢

者支援金と介護納付金の減額等の補正 

 

歳入 国庫支出金27,257千円 災害臨時特例補助金2,787千円 

   療養給付費交付金19,312千円 前期高齢者交付金1,955千円 

   県支出金5,983千円 基金利子56千円 繰入金1,443千円  

歳出 総務費1,443千円 保険給付費75,325千円 

   後期高齢者支援金△3,189千円 前期高齢者納付金等5千円 

   介護納付金△1,773千円 基金積立金56千円 

   諸支出金△13,074千円    

補正総額 58,793千円 

（根拠法令）地方自治法第218条第１項 

健康福祉部 

国保年金課 

議案第115号 

平成28年度伊達市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

歳入は、人件費補正による一般会計繰入金の増額補正 

歳出は、人件費補正による総務費の増額補正 

 

歳入 一般会計繰入金140千円 

歳出 総務費140千円 

補正総額 140千円 

（根拠法令）地方自治法第218条第１項 

健康福祉部 

国保年金課 
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議案第116号 

平成28年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

歳入は、利用者負担軽減支援事業に伴う国庫補助金と人件費増額に伴う

一般会計繰入金の増額補正 

歳出は、人件費、保険給付費の増額補正 

 

歳入 国庫補助金2,037千円 一般会計繰入金1,173千円 

歳出 総務費1,173千円 保険給付費2,037千円 

補正総額 3,210千円 

（根拠法令）地方自治法第218条第１項 

健康福祉部 

高齢福祉課 

議案第117号 

平成28年度伊達市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

歳入は、繰入金の増額補正 

歳出は、下水道管理費の増額、流域下水道管理費の増額、下水道建設費

の増額補正 

 

歳入  繰入金3,855千円 

歳出 下水道管理費998千円 流域下水道管理費2,306千円、 

    下水道建設費551千円 

 補正総額 3,855千円 

（根拠法令）地方自治法第218条第１項 

上下水道部 

下水道課 

議案第118号 

平成28年度伊達市白根財産区特別会計補正予算(第１号) 

歳入は、前年度繰越金の増額及び基金繰入金の減額補正 

歳出は、管理会開催のための一般管理費報酬の増額及び小学校統合記念

事業のための繰出金の増額補正 

 

歳入 前年度繰越金262千円 基金繰入金△10千円 

歳出 一般管理費252千円 

補正総額 252千円 

（根拠法令）地方自治法第218条第１項 

産業部 

農林整備課 

議案第119号 

平成28年度伊達市山舟生財産区特別会計補正予算(第１号) 

歳入は、前年度繰越金の増額及び基金繰入金の増額補正 

歳出は、管理会開催のための一般管理費報酬の増額及び小学校統合記念

事業のための繰出金の増額補正 

 

歳入 前年度繰越金195千円 基金繰入金57千円 

歳出 一般管理費252千円 

補正総額 252千円 

（根拠法令）地方自治法第218条第１項 

産業部 

農林整備課 
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議案第120号 

平成28年度伊達市富野財産区特別会計補正予算(第１号) 

歳入は、前年度繰越金の増額及び基金繰入金の減額補正 

歳出は、管理会開催のための一般管理費報酬の増額と小学校統合記念事

業のための繰出金の増額補正 

 

歳入 前年度繰越金445千円 基金繰入金△193千円 

歳出 一般管理費252千円 

補正総額 252千円 

（根拠法令）地方自治法第218条第１項 

産業部 

農林整備課 

議案第121号 

平成28年度伊達市五十沢財産区特別会計補正予算(第１号) 

歳入は、前年度繰越金の増額及び基金繰入金の増額補正 

歳出は、管理会開催のための一般管理費報酬の増額、小学校統合記念事

業のための繰出金の増額及び山林管理作業のための造林費賃金と報償費

の増額補正 

 

歳入 前年度繰越金123千円 基金繰入金192千円 

歳出 一般管理費252千円 造林費63千円 

補正総額 315千円 

（根拠法令）地方自治法第218条第１項 

産業部 

農林整備課 

議案第122号 

平成28年度伊達市水道事業会計補正予算（第２号） 

○収益的収支 

給料及び手当、法定福利費変更に伴う人件費の増額補正 

支出 営業費用815千円   補正総額815千円 

○資本的収支 

給料及び手当、法定福利費変更に伴う人件費の増額補正 

支出 建設改良費202千円  補正総額202千円 

（根拠法令） 

地方公営企業法第24条 

上下水道部 

水道総務課 
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４．その他（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 担当部署 

議案第123号 

指定管理者の指定について 

（主な内容） 

伊達市保原プールの指定管理者を指定するため、議会の議決を求めるも

の 

１ 公の施設の名称 

  伊達市保原プール 

２ 指定管理者 

  一般財団法人 伊達市スポーツ振興公社 

３ 指定の期間 

  平成 29 年４月 1日から平成 30年３月 31日まで 

（根拠法令）地方自治法第 244条の２第６項 

教育部 

教育総務課 

議案第124号 

指定管理者の指定について 

（主な内容） 

伊達市つきだて花工房の指定管理者を指定するため、議会の議決を求め

るもの 

１ 公の施設の名称 

  伊達市つきだて花工房 

２ 指定管理者 

  一般社団法人 つきだて振興公社 

３ 指定の期間 

  平成 29 年４月 1日から平成 32年３月 31日まで 

（根拠法令）地方自治法第 244条の２第６項 

地域政策監 

月舘総合支所 

 

問合せ先 

総務部総務課 

電話 575-1111 
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12月補正予算の概要 

 一般会計補正予算（第３号）については、みらい創生事業その他各種事業な

ど、緊急かつやむを得ない事業について予算補正を行います。 

 

１ 歳入歳出予算の補正額 

   補正前の額                    35,492,834千円 

   補正額                      1,436,705千円 

   補正後の額                    36,929,539千円              

 地方特例交付金   2,663千円 

地方交付税    388,375千円 

補正額の主な財源内訳  国庫支出金    197,484千円 

           県支出金     101,233千円 

市債             709,200千円 

２ 補正の主な事業内容 

（１） みらい創生事業                   808,370千円 

１）小学校施設整備事業             1,026千円 

  上保原小学校の建具・家具等更新に係る測量設計費用 

２) 保原体育館改修整備事業                 808,455千円 

    国の補正予算採択を受け、前倒しして着工する耐震・改修工事等費用 

   【主な改修内容】 

    ①アリーナのコンクリート床の改修 

     衝撃吸収性のあるスポーツフローリング厚さ６㎜の特殊ウレタン 

コーティングが施されたビニール床を貼り付けます。 

    ②空調設備を設置 

    ③トイレ棟の増築 

     200㎡を増築しトイレブースは従来の2.5倍以上。シャワー室や授乳 

室、多目的トイレ（２カ所）を新設します。 

    ④エレベーター設置 

     高齢者や体の不自由な方でも２階のギャラリーから観戦可能。 

（２）その他の事業                     628,335千円 

  １）広域的減容化施設影響緩和事業      100,000千円  

    広域的減容化施設（石田地区仮設焼却炉）立地の影響緩和に向けて地 

域振興を図るために交付される県補助金を活用して基金造成 

  ２）臨時福祉給付金給付事業         140,572千円 

国の補正予算により臨時福祉給付金を追加支給するための費用計上 

３）農地災害復旧支援事業           2,000千円 

    台風10号（10月5日）に係る農地災害復旧事業補助金支給 

４）体育施設維持管理事業           3,627千円 

保原プールオープンに向けた準備経費  

資料１－２ 

問合せ先 

財務部財政課 

電話 575-1189 

   



【平成 28年 11月 24日定例会見】 

    伊達市学校施設利活用審議会の設置 

～閉校後の学校施設を地域振興に役立てる～ 

 

伊達市梁川地域の５つの小学校が市立梁川小学校に平成 29年３月に統合と

なります。 

市では、閉校となる学校施設を将来にわたり適切に維持管理し、地域の振

興策として有効に活用する方法を専門的見地から検討・審議する「伊達市学

校施設利活用審議会」を設置し、利活用方針を策定します。 

 

１．審議会の構成 

委員区分 氏 名 役 職 等 

学識経験者 今西 一男 福島大学行政政策学類教授 委員長 

学識経験者 渡辺 雅子 福島学院大短期大学部教授 副委員長 

商工関係代表 渡邊  武 伊達市商工会長  

農業関係代表 萩原 嘉昭 ふくしま未来伊達地区担当常務理事  

女性団体代表 大友 靖子 伊達市連合婦人会長  

地域代表 高木 征治 伊達市新市建設計画審議会長  

建築関係代表 石津 伸一 福島県建築士会伊達支部長  

金融関係代表 斎藤  進 東邦銀行保原支店長  

福祉関係代表 長澤 健一 伊達市社会福祉協議会常務理事  

 

２．審議会の開催及び審議内容 

 

 平成 28年度  第 1回 平成 28年 11月 18日（金）  

・委員委嘱、概要説明 

         第２回  平成 29年 2月上旬 

          ・地区アンケート結果を踏まえた全体方針の検討 

 

平成 29年度   平成 29年度末（平成 30年 3月末）までに利活用方針（案） 

を策定。 

 

資料 ２ 

問合せ先 

総務部地域振興対策室 

電話 575-2115   



学校施設利活用検討の流れ 

閉校の決定 

●庁内ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 
 
 市役所内の関係17課による組織

横断的な組織として法的検討や手
続き等を調査・検討する 
 ・総務課  ・財政課  ・税務課 
 ・総合政策課  ・消防防災課 
 ・市民協働課  ・高齢福祉課 
 ・健幸都市づくり課  ・農政課 
 ・商工観光課  ・管理課 
 ・都市整備課  ・教育総務課 
 ・文化課  ・こども支援課 
 ・梁川総合支所 
 ・地域振興対策室 

●地区検討会 
 
 各地区住民代表で構成する検
討会（10名程度）を設置し、閉校
地区の考えを把握する 
 
  ・五十沢地区 
  ・富野地区 
  ・白根地区 
  ・山舟生地区 
  ・東大枝地区 

 
 
 
利活用に向けた市全体の基本方針（案）の検討 
 市全体の現状と課題を整理し、基本方針（案）を作成 
 
 

基本方針の決定 

事業化の検討・決定 

利活用オープン 

地
域
で
の
検
討 

●学校施設利活用審議会 

地
区
別
方
針
の
検
討 

 
 
 
地区利活用の基本方針（案）の作成・審査 
 地区毎の利活用方針を検討し、地区利活用（案）を精査 
 
 

●学校施設利活用審議会 

全
体
方
針
の
検
討 



【平成 28 年 11 月 24 日定例会見】 
 

元気づくり会の成果・効果  

～元気リーダーコースから地域力アップへ～                 

  

平成 26年９月に、モデル地区５カ所からスタートした元気づくり会は、「元気づ

くりは自分のために」を合言葉に、参加者が自ら「元気づくり会」の良さ、効果を

地域へ広げ、現在 72 カ所までに拡大しています。また、自主運営をする元気リー

ダーコースが 50カ所を超え地域力アップなど事業の成果、効果が表れてきました。 

 

１ 実施状況（平成 28年 10月末現在） 

（１）元気リーダーコース（住民の自主的活動） 

   ・平成 27年 ４月～   ５カ所 

   ・平成 27年 10月～   17カ所 

   ・平成 28年 ４月～   37カ所 

   ・平成 28年 10月～    53カ所  まで拡大(累計) 

（２）集会所コース（６カ月間コーディネーターの指導有り） 

・平成 28年 10月～平成 29年３月 19カ所 

（平成 29年４月以降 元気リーダーコースに移行する） 

 

２ 確認された成果・効果 

健康増進・体力向上・運動習慣の定着・地域交流の場として、参加者も地域も

「元気」を実感しています。 

（１）血圧値の改善 【資料３ 別紙】 

区 分 開始時 ６カ月後 増加率 

最高血圧が正常域の人 41.5％ 69.5％ 27.9％ 

最低血圧が正常域の人 75.3％ 88.5％ 13.2％ 

（２）筋骨格系の症状改善 

  ①身体が軽くなった ②首、背、足、膝の痛みが楽になった 

  ③体が柔かくなった ④足が丈夫になった ⑤身体の調子が良くなった 

（３）体力の向上 

区 分 開始時 ６カ月後 増減率 

腕立て伏せが 10回できる人 37％ 74％ 37％増 

腕立て伏せができない人 58％ 8％ 50％減 

資料 ３ 
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【平成 28 年 11 月 24 日定例会見】 
 

（４）社会的行動の活発化（開始から６カ月後の自己評価アンケートより） 

  ① 会話の機会が増えたと感じている人           80.0％ 

② 外出の機会が増えたと感じている人           66.0％ 

③ 歩く機会が増えたと感じている人            65.0％ 

④ 地域行事やスポーツへの参加機会が増えたと感じている人 50.0％ 

（５）地域力の向上と共助の拡大 

  ① 通いの場となり、ふれあい、交流等の地域コミュニティが活性化 

② 行事参加・見守り・声掛け・清掃活動など「共助」が拡大 

③ 健康に関心が向き、自主的に健康講座等を実施   

（Ｈ28年度 10月末で９カ所実施） 

 

３ 今後の方針 

平成 29年度は新規 24カ所を実施予定。市内 300ヶ所での取り組みを目指しま 

す。 

 

問合せ先 
健康福祉部健幸都市づくり課 
電話 575-1148 



 

 

＜平成 26 年度～平成 28 年度（前期まで）４期分の集会所コース 初回と 6 か月後の血圧比較＞ 

 

 

   
    

  
               

     

 

 

  改善した項目 開始時  6か月後 

最高血圧が正常域の人 

（27.9％増） 
41.5％ 69.5％ 

最低血圧が正常域の人 

（13.2％増） 
75.3％ 88.5％ 

資料３別紙 



【平成 28 年 11 月 24 日定例会見】 
 

梁川城跡発掘調査現地説明会の開催  

～中世伊達氏の館の様子が明らかに～                 

  

梁川城跡については、平成 23 年から国史跡指定を目指し、内容を確認するため

の発掘調査を進めており、本年度は中世伊達氏の本拠となる梁川城本丸跡の調査を

実施しています。調査では、鎌倉時代から続く中世伊達氏の館の様子が明らかとな

りつつあります。 

 

１ 調査の目的 

国史跡指定に向けての範囲確認のため。 (中世伊達氏の遺構の遺存状況など) 

 

２ 調査で明らかになった事 

１）梁川城本丸の館の規模。 

２）陸奥国守護職などを担った中世伊達氏が整備した庭園と考えられる遺構。 

 

 

 

 

 

 

 

                       （発掘調査状況） 

 

３ 現地説明会 

１）日 時   先行説明    11月 29日（火）午後１時 30分～午後３時 

（報道機関対象）  

         一般説明     12月 3日  (土）午後１時 30分～午後３時 

（市民対象） 

２） 場 所  伊達市梁川町字鶴ケ岡 地内（旧梁川小学校 跡地） 

３） 内 容  現地説明 

出土品の解説 

４） 参加方法 入場無料、事前申し込み不要 

問合せ先 
教育部文化課 
電話 577-3221 

資料４  



【平成 28年 11月 24日定例会見】 

    平成 28年度伊達市青少年育成推進大会の開催 

～市内中学生の少年の主張を実施～ 

 

家庭・学校・地域が一体となった青少年健全育成市民運動を通じて、市民

の青少年健全育成に対する理解を深めるとともに、各種活動への積極的参加

を促すことを目的に開催します。 

 

１ 日 時  11月 26日（土） 午前 10時～午前 12時 

 

２ 場 所  伊達市ふるさと会館 MDDホール 

 

３ 内 容 （１）表 彰   

○善行青少年：遠藤
えんどう

壮一郎
そういちろう

     （保原小学校６年） 

（２名）   大橋
おおはし

 天馬
て ん ま

     （保原小学校６年） 

        ○青少年団体・青少年育成団体 

（６団体）： 伊達市レクリエ―ション協会（梁川地域） 

      福島県剣道連盟梁川支部   （梁川地域） 

やながわ磐青の会      （梁川地域） 

      二六
に ろ く

・晦日
み そ か

町
まち

若連
わかれん

      （保原地域） 

      掛田小学校子ども見守り隊  （霊山地域） 

      女神
め が み

太鼓
た い こ

・疾風
は や て

       （月舘地域） 

○青少年健全育成功労者の部 

 （２名） ： 齋藤
さいとう

 一
はしめ

       （梁川町山舟生） 

          朝倉
あさくら

 誠
まこと

        （保原町上保原） 

      （２）少年の主張発表  市内中学生（ 14 名） 

伊達中学校 ：佐藤
さ と う

日
ひ

花里
か り

（３年）、吉永
よしなが

さくら（２年） 

          梁川中学校 ：志賀
し が

菜
な

月
つき

（３年）、松浦
まつうら

未歩
み ほ

（３年）、 

菅野
か ん の

温子
あ つ こ

（３年） 

          松陽中学校 ：島貫
しまぬき

稚菜
わ か な

（３年）、伊藤秋奈
い と う あ き な

（２年） 

          桃陵中学校 ：菅野
か ん の

美羽
み う

（３年）、平井
ひ ら い

光介
こうすけ

（３年）、 

遠藤
えんどう

花
か

楠
なん

（３年） 

          霊山中学校 ：野崎
の ざ き

智
とも

矢
や

（３年）、吉田
よ し だ

愛里
あ い り

（２年） 

          月舘中学校 ：関根
せ き ね

蒼空
そ ら

（３年）、千葉
ち ば

春
はる

菜
な

（３年） 

 

４ 主  催   伊達市青少年育成市民会議 

 

資料 ５ 

問合せ先 

こども部こども支援課 

電話 577-3128   



【平成 28年 11月 24日定例会見】 

伊達市立志式講演会の開催 

～自己の生き方を考える機会に～ 

 

立志式を迎えた市内の中学２年生を対象に、文化的多様性への興味・関心

や相互理解を深めることで、生徒一人一人が広い視野を持ち、自己の生き方

について考えることを目的に講演会を開催します。 

 

１ 日 時  12月 12日（月） 午後 2時 30分～3時 45分 

 

２ 場 所  伊達市保原体育館 

 

３ 対 象  市内中学２年生（570名） 

 

４ 内 容  講 師  バイマーヤンジン さん 

テーマ 「天に一番近い大地チベットからのお話し」 

     ～私はなぜ学ぶのか～ 

 

 

 

 

バイマーヤンジン さん【チベット出身 女性歌手】 

 

７歳からチベット民謡と舞台を始め、中国国立四川音楽大学声楽学部

（西洋オペラを専攻）卒。 

1994年 来日 

チベット人歌手の活動の傍ら、小、中、高校やいろいろな国際交流イ 

ベント、シンポジウムなどで講演活動を展開し、チベット文化、慣習の 

違いや、家族のあり方などを紹介。 

    また、1997年から教育を受ける機会が少ないチベット遊牧民のため、 

学校建設活動を取り組み、現在９つの小学校と 1つの中学校が開校、日 

本とチベットの子ども同士の交流も積極的に行っている。 

 

資料 ６ 

問合せ先 

こども部こども支援課 

電話 577-3128   



【平成 28年 11月 24日定例会見】 

 

12 月のイベント                  

 

１ 各地域のイルミネーション点灯 

（１）保原地域陣屋通りイルミネーション 

   ①実施期間   平成 28年 12月 3日(土)～平成 29年 1月 31日(火) 

   ②会 場    保原町宮下地内 陣屋通り、チンチン電車広場 

   ③点灯式典   平成 28年 12月 3日(土) 午後 5時 30分 

   ④関連イベント 写真コンテスト、屋台村 

⑤主 催    保原町商工会 

 

（２）保原駅前イルミネーション 

   ①実施期間   平成 28年 12月 12日(月)から平成 29年 1月 31日(火) 

   ②会 場    阿武隈急行保原駅前広場 

   ③点灯式典   平成 28年 12月 12日(月) 午後５時 30分 

   ④主 催     保原町工業団地懇話会 

 

（３）梁川地域広瀬大通りイルミネーション 

   ①実施期間   平成 28 年 12 月４日(日)～平成 29 年 1 月 31 日（火）   

②会 場    阿武隈急行梁川駅前 広瀬大通り 

   ③点灯式典   平成 28年 12月４日(日)  午後４時 30分 

   ④主 催    駅前商店街ビック’Ｓヒロセ  

     （共催 青葉町町内会、桜町町内会、広瀬町町内会） 

 

（４）やながわ希望の森公園前駅 駅前広場イルミネーション 

   ①実施期間   平成 28年 11月 27日（日）～平成 29年 1月 31日（火） 

   ②会 場    阿武隈急行やながわ希望の森公園前駅 駅前広場 

   ③主 催    上町町内会 上町イルミネーション実行委員会 

 

 

 

 

 

資料７ 



【平成 28年 11月 24日定例会見】 

 

２ 第６回だてマルシェ 

① 日 時  12月 18日（日）午前 10時～午後４時 

② 会 場  霊山町掛田地区商店街、中央交流館 

③ 内 容  （１）アニメ「政宗ダテニクル」声優トークショー 

           森岡
もりおか

由
ゆ

花
か

さん・・・（もんも役） 

           田中
た な か

音緒
ね お

さん・・・（あんぽん役） 

        （２）「歌い手」ライブ 

           ニコニコ動画など SNSで活躍している「歌い手」の nero、 

コニー、ＦＲＡＭが出演 

（３）空き店舗を利用したクラブイベント 

空きスーパー店舗を会場に地元出身者を含めた総勢 

４名のＤＪによるクラブイベント 

       （４）恒例商店街ショッピングラリー 

オリジナルトートバックとライブ優先入場権を贈呈 

④ 主 催 伊達マルシェ実行委員会 
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