
 

 

記 者 会 見 

 

日 時：平成29年８月28日（月）14時 

場 所：伊達市役所２階 委員会室３ 

 

１ 平成29年第３回伊達市議会定例会 

 （１）招集日 平成29年８月31日（木） 

 （２）提出案件 42件 

    条例制定３件、条例の一部改正１件、補正予算７件、決算21件 

    その他３件、報告７件 

① 提出議案の概要       資料１-１ （総務部総務課） 

② 平成28年度決算の概要    資料１-２ （財務部財政課） 

③ ９月補正予算の概要     資料１-３ （財務部財政課） 

 

２ 年間外部被ばく線量実測値の速報  資料２ （健康福祉部健康推進課） 

 

３ ヤングアメリカンズ公演の開催   資料３ （教育部学校教育課） 

 

４ 伊達市観光PRアニメ「政宗ダテニクル」最新話先行上映会の開催 資料４ 

          （産業部商工観光課） 

 

５ 伊達政宗生誕450年記念 伊達市歴史文化講演会の開催 資料５ 

 ～戦国大名伊達氏の胎動 政宗躍進の原動力をさぐる～ 

                           （教育部文化課） 

 

６ 「夜マルシェ in 伊達まち 2017」の開催 資料６ （総務部伊達総合支所） 

 

 

７ 【事業説明】伊達市版ネウボラ事業の現状 資料７（別冊）  

  ～妊娠期からの切れ目のない支援 そして親子が笑顔になる架け橋～ 

                       （健康福祉部健康推進課） 
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平成29年第３回伊達市議会定例会提出議案の概要 

提出案件42件 【条例制定３件 条例の一部改正１件  補正予算７件 決算21件、

その他議案３件 報告７件】 

 

１．条例制定（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第57号 

伊達市まちの駅やながわ設置条例の制定 

■制定趣旨 

梁川歴史と文化のまちづくり整備事業により、観光情報の発信や地域住民との

交流を促進し、梁川歴史回遊の拠点としてのまちの駅を設置するため、必要な事

項について条例を制定するもの 

■主な内容 

まちの駅の名称及び位置、施設が行う事業や運営、施設の使用に関する規定に

ついて定める 

議案第58号 

伊達市道の駅設置条例の制定 

■制定趣旨 

伊達市霊山町下小国字桜町地内の道の駅の整備により、市民及び相馬福島道路

の道路利用者等に良好な休憩の場を提供し、地場産品の販売並びに地域情報を発

信することで、地域の振興及び活性化を図るため、必要な事項について条例を制

定するもの 

■主な内容 

道の駅の名称及び位置、施設が行う事業や運営、施設の使用及び管理に関する

規定について定める 

議案第59号 

伊達市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制

定 

■制定趣旨 

農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、「農業委員会委員」及び「農地

利用最適化推進委員」の定数について条例を制定し、併せて、伊達市農業委員会

の選挙による委員の定数に関する条例及び伊達市農業委員会委員の選挙区に関

する条例を廃止するもの 

■主な内容 

 (1) 伊達市農業委員会の委員の定数は 19人とする 

(2) 伊達市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は 24人とする 

資料１-１ 
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２．条例の一部改正（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第60号 

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の一部を

改正する条例 

■改正趣旨 

農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、新設された「農地利用最適化推

進委員」の報酬額を定め、併せて「農業委員会委員」の報酬額を改定するため、

条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1) 新設された「農地利用最適化推進委員」の報酬額を規定 

(2) 「農業委員会委員」の報酬額を改定 

(3) 「農業委員会委員」及び「農地利用最適化推進委員」の報酬額について、

農地利用最適化交付金の交付による加算額を規定 

 

 

３．補正予算（７件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案61号 
平成 29年度伊達市一般会計補正予算（第２号） 

■補正総額  1,068,372千円 

議案62号 
平成 29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    44,045千円 

議案63号 
平成 29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     △195千円 

議案第64号 
平成 29年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

■補正総額   184,064千円 

議案第65号 
平成 29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        8,781千円 

議案第66号 
平成 29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      3,592千円 
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議案67号 

平成 29年度伊達市水道事業会計補正予算（第２号） 

○収益的収支 

収入 営業外収益    240千円 

補正総額 240千円 

支出 営業費用      4,551千円 

補正総額 4,551千円 

 

○資本的収支 

支出 建設改良費  △7,891千円 

補正総額 △7,891千円 
 

 

 

４．決算（２１件） 

平成28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68号 

～ 

議案第75号 

平成 28年度 伊達市各会計歳入歳出決算認定 

・一般会計歳入歳出決算認定 

・国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定 

・後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定 

・介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

・公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定 

・粟野地区農業集落排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定 

・工業団地特別会計歳入歳出決算認定 

・月舘宅地造成事業特別会計歳入歳出決算認定 

議案76号 

～ 

議案87号 

平成 28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88号 

平成 28年度伊達市水道事業会計決算認定及び剰余金処分 

■剰余金処分 

未処分利益剰余金 206,189,247円のうち、136,401,962円を自己資本金へ組み

入れするもの。 
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５．その他議案（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第89号 

伊達市道路線の認定及び変更 

■主な内容 

伊達市道路線の認定及び変更 

 【認定路線】６路線   【変更路線】１路線 

議案第90号 

財産の取得 

■提案の理由 

伊達屋内こども遊び場設置遊具購入契約の締結について、議会の議決を求め

るもの 

■主な内容 

取得の内容 伊達屋内こども遊び場遊具一式 

取得金額 43,200,000円 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 株式会社ボーネルンド  代表取締役 中西 弘子 
 

議案第91号 

訴え提起前の和解申立て 

■提案の理由 

道の駅の用地取得において保存登記がされていない所有者不在の土地の所有

権保存登記に関し、訴え提起前の和解をすることについて、議会の議決を求め

るもの 

■主な内容 

道の駅建設事業に伴う用地取得において、保存登記がされていない所有者不

在の土地の所有権保存登記を行うため、不在者財産管理人と市の間で、民事訴

訟法第 275条第１項の訴え提起前の和解申立てを行うもの 

対象土地 伊達市霊山町下小国字荒屋敷 38番地 

地目：墓地  地積：107㎡ 

和解の相手方 不在者高橋多市不在者財産管理人 

司法書士 菊池吉彦 

和解の概要 相手方不在者財産管理人は、標記土地について、市が

所有権を有することを確認する 
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６．報告（７件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

報告第９号 

～ 

報告第14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 （６法人） 

■内容 

 平成 28年度事業報告及び決算報告書の提出 

・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 

・一般財団法人伊達市スポーツ振興公社 

・一般社団法人伊達市観光物産交流協会 

・一般社団法人まちづくり伊達 

報告第15号 

平成 28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 

 ○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  （ 12.60％） 

連結実質赤字比率 赤字なし  （ 17.60％） 

実質公債費比率     6.5％  （ 25.0％） 

将来負担比率     32.9％  （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 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

総務部総務課 

電話 575-1111 
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  資料１-２  

 

平成28年度伊達市決算の概要 

 

１ 一般会計の概要 

◆歳入決算額 347.3億円 － 歳出決算額 330.0億円 ＝ 形式収支 17.3億円 

◆実質収支 16.9億円（形式収支17.3億円－翌年度へ繰越すべき財源0.4億円） 

◆財政調整基金残高 43.8億円 

◆一般会計全体（貸付基金を除く）年度末基金残高 160.3億円 

.4％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※23年度から28年度のカッコ書きは、復興復旧事業を控除した額 
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17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

百万円 財政調整基金（残高と取崩額）及び実質収支の推移 

基金残高 
基金取崩額 
実質収支 

歳入決算額 歳出決算額
形式収支

（差引残額）
翌年度に繰り
越すべき財源

実質収支

34,731,756 33,002,941 1,728,815 37,124 1,691,691

(30,873,898) (29,145,083) (1,728,815) (37,124) (1,691,691)

33,077,656 30,990,945 2,086,711 367,913 1,718,798

(29,094,187) (27,034,446) (2,059,741) (367,913) (1,691,828)

35,701,739 33,661,081 2,040,658 284,612 1,756,046

(31,858,289) (29,817,631) (2,040,658) (70,824) (1,969,834)

50,864,988 47,711,353 3,153,635 806,113 2,347,522

(29,877,172) (27,191,467) (2,685,705) (381,429) (2,304,276)

40,466,705 37,979,256 2,487,449 318,244 2,169,205

(28,863,389) (26,333,781) (2,529,608) (153,322) (2,376,286)

35,484,851 32,617,267 2,867,584 520,626 2,346,958

(30,152,246) (27,774,602) (2,377,644) (248,912) (2,128,732)

22年度 29,362,600 27,627,272 1,735,328 760,942 974,386

24年度

25年度

26年度

27年度

23年度

28年度
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28 年度の主な取り組み 

① 第２次総合計画、新市建設計画及び健幸都市推進等に係る事業 

・学校給食センター建設事業 1,181,609千円  ・同報系防災行政無線整備事業 531,971千円 

・道の駅建設事業 455,384千円  ・伊達認定こども園整備事業 407,637千円 

・臨時福祉給付金事業 302,204千円  ・小学校施設整備事業（上保原） 246,606千円 

・保原総合公園拡張整備事業 233,870千円  ・梁川・月舘幼稚園解体事業 116,358千円 

・SWC掛田モデル地区整備事業 92,845千円  ・保原中央交流館空調改修事業 86,216千円 

・橋梁維持管理事業 59,981千円  ・観光誘客促進事業 50,871千円 

・霊山高原構想整備事業 34,344千円  ・合併10周年記念事業 32,082千円 

・梁川地域小学校統合事業 23,280千円  ・産官民連携まちづくり会社設立事業 13,003千円 

・まちなかワイナリー事業 4,806千円  ・チルドレンズ・インダストリー事業 4,158千円 

・森林資源を活かした生業づくり事業 1,367千円  ・英語が溶け込むまちづくり事業 915千円 

 

② 放射能関連事業 

・除染対策事業 1,658,359千円  ・内部・外部被ばく検査事業 168,871千円 

・心と体の健康管理事業 14,884千円  ・自家用農産物安全推進事業 45,346千円 

・ふくしまの恵み安全安心推進事業 1,037千円  ・風評被害対策事業 13,835千円 

   

２ 財政健全化への取り組み 

平成33年度の普通交付税一本算定による減額に備え、減債基金や教育施設整備

基金等に積立てを行うとともに、交付税措置のない地方債について繰上償還を行

い、後年度負担の軽減・財政の健全化に努めた。 

（33年度には、28年度比較で約13億円の普通交付税が縮減となる見込み） 

 

（１）基金の積立…新たな財政需要への対応 
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（２）地方債の活用…有利な合併特例債を活用して財政負担を軽減 
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３ 健全化判断比率及び資金不足比率 

（ ）は、早期健全化基準の数値 

 ◆ 実質赤字比率・連結実質赤字比率 

いずれにおいても、昨年同様赤字なし 

◆ 実質公債費比率…標準財政規模に対する公債費等の割合を示す指標 

控除される災害復旧費等の増により0.3ポイント改善 

◆ 将来負担比率…標準財政規模に対する地方債などの将来負担額の割合を示す指標 

地方債現在高の増及び標準財政規模の減少により1.1ポイント増加 

 

 

４ 一般会計以外の決算状況 

【特別会計】                          （単位：千円） 

特別会計名 歳入決算額 A 歳出決算額 B 
収 支 

(A-B) 

国民健康保険 8,715,581 8,087,452 628,129 

後期高齢者医療 689,049 687,614 1,435 

介護保険 6,779,172 6,594,243 184,929 

公共下水道事業 1,029,012 991,408 37,604 

粟野地区農業集落排水処理事業 18,093 14,500 3,593 

工業団地 14,274 14,005 269 

月舘宅地造成事業 96         70 26 

財産区（12会計） 16,131 8,648 7,483 

 

【企業会計】                           （単位：千円） 

企業会計名 歳入決算額 A 歳出決算額 B A-B 

水道事業会計（収益的収支） 1,827,827 1,661,140 1,666,687 

水道事業会計（資本的収支） 473,435 1,117,278 △643,843 

 ※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、

消費税、地方消費税資本的収支調整額及び留保資金等で調整補填した。 

（単位：％） 

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28年度 
－ － 6.5 6.46926  32.9 － 

（12.60） （17.60） （25.0） （25.0） （350.0） （20.0） 

平成27年度 
－ － 6.8 6.68853  31.8 － 

（12.59） （17.59） （25.0） （25.0） （350.0） （20.0） 

28・27比較 － － ▲0.3 ▲0.21927 1.1 － 



【平成 29年８月 28日定例会見】 

 

 

平成29年度９月補正予算の概要 

 

１ 歳入歳出予算の補正額 

   補正前の額                    31,864,817千円 

   補正額                       1,068,372千円  

   補正後の額                    32,933,189千円 

     

  

２ 補正の主な事業内容 

（１）高齢者が車に依存しないまちづくり事業              4,500千円 

    別紙  資料１－４  

（２）健幸ポイント事業の「リ・スタート」に係る費用      3,796千円 

   ・専用アプリ適用の歩数計、インセンティブとする物品の購入 

   ・体組成測定とデータ連携を支援するサポーターの配置 

（３）二酸化炭素排出抑制に係る国民運動の普及促進に係る費用 3,555千円 

（４）地域づくりを進めるためのシンポジウム開催費用       1,236千円 

      ・先進事例に精通した専門家などを講師に迎え、市内のまちづくり関係

団体や関係者を対象としたシンポジウムを開催する（11月予定） 

（５）牧草の品質・生産性回復のための石灰資材支援費用（農地等除染対策） 

                            1,121千円 

（６）ため池等放射性物質対策費用（モデル事業の実施設計等） 4,500千円 

（７）既存庁舎改修に係る設計等費用                      9,293千円 

（８）赤坂の里森林公園管理棟・倉庫の再築に係る設計等費用  8,000千円 

（９）旧霊山中学校解体撤去に係る設計等費用         1,500千円 

（10）掛田小学校耐震補強に係る地質調査費用         3,822千円 

（11）月舘小中一貫校建設に向けた敷地測量費用        2,501千円 

（12）防災重点ため池の耐震調査等に係る費用         18,800千円 

（13）学用品等を入学前に支給するための費用（就学援助）   4,468千円 

（14）北畠顕家卿生誕700年企画展の開催準備費用        1,330千円 

 

 

資料１－３ 

問合せ先 

財務部財政課 

電話 575-1189 

   



高齢者が車に依存しないまちづくり事業（運転免許返納支援） 

 

 

 

高齢化の進展に伴い、高齢者を起因とする交通事故の割合が増加している中で、運転に不安を持

つ高齢者が、車に依存しなくても、安心して生活できるまちづくりを推進します。 

《推進事業内容》 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成 29年度９月補正の概要 

１「100円で乗ってみっカー事業」  補正額 3,739千円 

  運転免許返納した方が、市内デマンドタクシーを 1乗降 100円で利用できる制度 

 ●対象者   

伊達市に住民票を有し、65歳以上で運転免許を返納した方 

（運転経歴証明書等証明できるものがあれば、過去に返納した方、返納しなくても更新せず期 

限が切れて失効した方も含む） 

２「ここだけ運転事業」 補正額 438千円 

  運転免許を返納するまでには至らないが、諸事情により運転を限られた地域「ここだけ」に自 

  粛する場合、申請することにより、デマンドタクシーを 1乗降 200円で利用できるカードを交 

  付する 

●対象者 

伊達市に住民票を有し、65歳以上の方で、「ここだけ運転」を申請した方。 

⇒申請した方の車に、市が発行する「○○地域限定」ステッカーを貼っていただきます。 

   ⇒地域限定のエリアは、原則旧小学校区を単位とします。 

３開始時期  両事業とも平成 30年１月から実施します。 

資料１－４ 

目指すべき姿 車がなくても安心して生活できるまち“伊達” 

足の確保に向けた事業 

○使いやすい地域公共交通への再編 

○100円で乗ってみっカー事業 

○「ここだけ運転」事業 

○サポカー積載車購入支援事業(検討案件) 

○特区制度の活用した地域・時間等限定免許の導入(検討案件) 

○地域通貨による共助で乗り合いを実施(検討中) 

山間部等における買物支援 

○買い物支援・移動販売への支援(検討案件) 

高齢者のまちなかへの住替え支援 

○空家を活用したまちなかへの移住支援(検討案件) 

○高齢者シェアハウスの設置(検討案件) 

【平成 29年８月 28日定例会見】 



【平成 29年 8月 28日定例会見】 

 

年間外部被ばく線量実測値（第 5 回）の速報 
ガラスバッジ測定による年間追加被ばく線量の速報値について、お知らせします。 

●対象者及び実施期間 

  【第 5回】平成 28年 7月～平成 29年 6月測定 

10,079人 ※平成 29年７月 31日まで回収分（1年間継続測定者） 

① 0～15歳・妊婦・Ａエリア全員 （8,398人） 

② モニタリング抽出者 （1,160人） 

③ 希望者 （521人） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

●平均値（市全体・除染エリア別） 

第 5回の対象者全員の年間個人追加被ばく線量の平均は、全体で 0.41ｍSｖとなり、第 4回 

の（0.46ｍSｖ）と比較すると 0.05ｍSｖ減少しています。また、増減率をみると、10.9％の 

低下が見られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａエリアの減少率は、第 4回が 22％減、第 5回は 12.3％減となっており、自然減衰による

線量低下が進んでいます。 

 

●線量別人数分布（市全体・除染エリア別） 

１ｍSv未満の方は、94.7％となり、第 4回（91.2％）から、3.5ポイント増加しました。 
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(mSv） 平均値の推移 

【第 4回】 平成 27年 7月～平成 28年 6月測定 

  12,012人（①0～15歳・妊婦・Ａエリア全員、②モニタリング抽出者、③希望者） 

【第 3回】 平成 26年 7月～平成 27年 6月測定 

  12,912人（①0～15歳・妊婦・Ａエリア全員、②モニタリング抽出者、③希望者） 

【第 2回】 平成 25年 7月～平成 26年 6月測定 

21,080人（①0～15歳・妊婦・ＡＢエリア全員、②モニタリング抽出者、③希望者） 

【第 1回】平成 24 年 7月～平成 25年 6月測定 

52,783人（全市民対象） 

資料２ 
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【平成 29年 8月 28日定例会見】 

 

５ｍSｖ以上の方が２名となっており、個別に聞き取りをして、生活状況等を確認していき

ます。 

除染エリア別でみると、Ａエリアで 89.7％、Ｂエリアで 98.5％、Ｃエリアで 99.4％の方が

１ｍSv未満となっています。 

さらに２ｍSv未満でみると、全エリアにおいて 99％以上を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

●今回の速報結果から 

市全体では、年間平均「0.41ｍＳｖ」、人数分布「1ｍＳｖ未満 94.7％」であり、Ａエリアの人

数分布においても約 9割（89.7％）が 1ｍＳｖ未満となりました。この結果から長期的目標であ

る追加被ばく線量が 1ｍＳｖ未満にさらに近づいています。 

第 5回の結果により、「年間個人追加被ばく線量が年々低下していること」や「1ｍＳｖ未満の

比率も増えていること」で、数値が着実に良化していることが確認できるため、市民の方々の安

心につながるものと考えています。 

一方、全体の 1％未満ではあるものの２ｍＳｖを超える方が 43名で、特に５ｍＳｖを超えた方

の２名については、生活状況の確認や相談など個別対応をしていきます。 

今後もガラスバッジ測定やホールボディカウンタ検査を通じて、自分の数値から自分の状況を

確認して健康な生活が送れるように、それぞれの検査を継続します。 

 

 

 

問合せ先 

健康福祉部健康推進課 

電話 575-1153 
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【平成 29年８月 28日定例会見】 
 

 

ヤングアメリカンズ公演の開催 

 

 復興教育事業の一環として、アメリカの劇団「ヤングアメリカンズ」のメンバー

と当市の子どもたちが、ミュージカルの舞台づくりを行います。また、歌やダンス、

パントマイムなどの英語によるワークショップも行います。 

 この事業は、ＮＰＯ法人じぶん未来クラブ（東京都）の支援を受け、平成24年度

から取り組まれたもので、今年で６回目の実施となります。 

 

１ 日 程  10月７日（土）～10月８日（日） 

 

２ 実施校及び学年 

日 程 ツアー名 実施校 参加対象 

10月７日（土） 

～８日（日） 
伊達スペシャル 

保原小学校 

大アリーナ 

（実施会場） 

市内在住 

小学４年生以上の希

望児童・生徒と保護

者（定員200人） 

10月11日（水） 
上保原小ツアー 

（１ＤＡＹ） 
上保原小学校 

上保原小学校３～６

年生 

10月12日（木） 
柱沢小ツアー 

（１ＤＡＹ） 
柱沢小学校 柱沢小学校全校生 

 

３ 内 容 

（１）伊達スペシャル 

  劇団員約 40 人と参加者が、２日間に渡るワークショップを行い、最後に創

り上げた歌とダンスのステージを披露します。 

  ワークショップは見学可能、ショーはどなたでも観覧できます。 

 

（２）１ＤＡＹ 

  上保原小学校と柱沢小学校で、劇団員が児童と４時間のワークショップを行

い、約１時間のダンスのショーを発表する１日プログラムです。 

１日目 出会い、ダンス・歌のワークショップ 

２日目 
ヤングアメリカンズによるショー（17:00～17:45） 

劇団員と参加者で創り上げたショーの発表（18:00～19:00） 

問い合わせ先 
教育部 学校教育課 

電話 577-3250 

 

資料３ 
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伊達市観光ＰＲアニメ「政宗ダテニクル」 

最新話先行上映会 
 

 伊達氏発祥の地「伊達市」の歴史と魅力を、全国に向けて発信するために制作し

たアニメ「政宗ダテニクル」。その最新話（第５話）の先行上映会を開催します。 

上映会に合わせて行うイベントでは、声優をゲストに迎えての豪華トークショー

やコスプレ撮影会のほか、仙台市から「伊達武将隊」と山形県から「やまがた愛の

武将隊」を招聘し、「伊達市おもてなし隊」を含めた３武将隊による合同演武を披

露します。 

  

１ 開催日  10月29日（日） 第１部 13:00～14:30（開場12:30） 

               第２部 15:30～17:00（開場15:00） 

               ※コスプレ撮影会 10:00～11:45（開場10:00） 

 

２ 会 場  伊達市ふるさと会館（ＭＤＤホール） 

 

３ 内 容  ① 「政宗ダテニクル」第５話上映会  

② 声優トークショー 

③ ３武将隊による演武披露 

         ・伊達武将隊（仙台市） 

・やまがた愛の武将隊（山形県） 

・伊達市おもてなし隊 

       ④ コスプレ撮影会 

 

４ 申込期間 ９月１日（金）９時～10月 16日（月）17時 

 

５ 定 員  各部 500人（先着順） 

 

６ 申込方法 伊達市ホームページの申込フォームから 

先着順で受け付けます。 

チケットは順次発送します。 

資料４ 

問い合わせ先 
産業部 商工観光課 

電話 577-3175 

 

©福島ガイナックス/福島県伊達市 
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伊達政宗生誕450年記念 

伊達市歴史文化講演会の開催 
 

 伊達政宗生誕450年を記念した講演会を開催します。 

 戦国時代末、政宗は南奥羽の統一に成功し、戦国大名として大きく飛躍を遂げま

した。その躍進の理由を、伊達氏が梁川城を本拠とした時代から父輝宗に至る活動

の中から探ります。 

 

１ テーマ  伊達政宗生誕450年記念 

「戦国大名伊達氏の胎動 － 政宗躍進の原動力をさぐる」 

 

２ 日 時  10月 29日（日）13:00～17:00（開場 12:30） 

 

３ 場 所  伊達市立梁川小学校講堂 

 

４ 内 容 

 （１）報 告 

①「遺跡から見える戦国時代の伊達氏」  今野 賀章（伊達市教育委員会） 

②「南奥戦国時代のはじまりと伊達稙宗
たねむね

」 山田 将之（伊達市教育委員会） 

 （２）講 演 

   「戦国期南奥の政治情勢 ― 輝宗
てるむね

期を中心として」 

阿部 浩一 氏（福島大学行政政策学類教授） 

 （３）討 論 

進行役 高橋 充 氏（福島県立博物館学芸員） 

 

５ 参加方法等  

   事前申し込み不要、入場無料、定員 300人 

 

６ 主 催 

 伊達市教育委員会 

 

７ 共 催 

ＮＰＯ法人梁川文化財保存協会 

 

資料５ 

問い合わせ先 
教育部文化課 
電話 577-3221 

 





【平成 29年 8月 28日定例会見】 
 

 

伊達マルシェの開催 

～夜マルシェ in 伊達まち 2017～ 

 

 歩くことを生活の基本とし、そこに住むことで健康になれるまち「健幸都市」

実現のため、市内各地域で「だてマルシェ事業」に取り組んでいます。 

伊達地域では、日常的に歩くことのきっかけづくりや“まちなか”の賑わい

の創出、地域の活性化を目指すため、市民主体となった実行委員会による「夜

マルシェ in 伊達 2017 ～飲んで 食べて 夜さんぽ～」が開催されます。 

 

１ 日 時 

平成29年９月15日（金）18：00～22:00（開会式17：45～） 

 

２ 場 所 

   伊達市ふるさと会館前（開会式、スタート） 

 

３ 概 要 

・ 伊達川西地区の飲食店（18店舗）を３つのブロックに分け、スタンプ

ラリー形式で、各ブロック１店舗とフリー１店舗の計４店舗を回り、

ゴール後に大抽選会（19:00～）を行う。 

・ 参加店舗は当日限定の料理等を提供する。 

・ 前売券3,000円（当日券3,500円）は、参加各店舗、伊達駅なかプラザ

直売所、コンビニ（地域内３カ所）、（一社）まちづくり伊達、伊達市

商工会伊達支所等で販売。 

 

４ 主 催 

 伊達町マルシェ実行委員会 （伊達市 後援） 

 

 

 

資料 ６

ｄ    

問い合わせ先 

伊達町マルシェ実行委員会事務局「（一社）まちづくり伊達内」 

 電話573-2232 



伊達市版ネウボラ事業の現状 
（４月からの４か月間の実績） 

【平成29年８月28日定例会見】 資料７ 

妊娠期からの切れ目のない支援  

そして親子が笑顔になる架け橋 

健康福祉部 
健康推進課 ネウボラ推進室 



妊娠期からの切れ目のない支援 

妊娠届            出生                                    １歳       ２歳    ３歳    就学 
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１歳児
健康 
相談会 

 
 

 

ママカフェ  

４か月
児健診 
 

７か月
児健康
相談会 

 
 
 
 

 

リスクがある親子への支援  

携帯電話による電話相談 

ケアプラ
ンⅠ 
作成 ケアプラ

ンⅡ 
作成 

育児パッケージ 
 

10か月
児健診 
 

1歳６か
月児 
健診 

 

3歳６か
月児 
健診 

 

ネウボラ保健師・助産師・栄養士・相談員が支援します 

妊娠届
時の保
健師の
面接 

 

（産前） （産後） （乳幼児期） 

＊青枠がＨ２９年度から開始した事業 



 産前の取り組み 

●妊娠届出時のネウボラ保健師の面接  

【実績】  

  対象１０５名に対し、１０５名に面接を実施した。  

【特徴】 

  原則、担当のネウボラ保健師が面接を行い信頼関係を築く。 

  １回目のケアプランを妊娠出産のイメージがつくように対話を通じてすべての妊婦等と一緒に作成する 

  とともに、支援内容も明確にする。   

     ケアプランⅠ作成 100％実施 

  担当のネウボラ保健師、相談員の名刺（顔写真、携帯電話番号）を配布し、相談先を明確にする。   

     配布率100％ 

 

●携帯電話による電話相談  

【実績】  

  ４７４名から電話相談があり、うち１７２件（３６％）が携帯電話を利用した相談である。 

【特徴】 

  ネウボラ保健師、相談員はそれぞれ携帯電話を持ち、子育て世代が連絡しやすい 

  体制をつくる。 

  ３歳までの子どもがいる世帯には、ネウボラ保健師の名刺（顔写真、携帯電話番号） 

  を郵送、また、妊娠届時にも渡し、周知を図ることにより、携帯電話利用率が徐々 

  に上昇している。  

ネウボラ保健師
の名刺 



●妊婦訪問  

【実績】  

  対象数１０５名に対し、８０名に訪問を実施した。（訪問実施率７６％） 

  訪問を実施していない妊婦２５名については、すでに出産や里帰りをしていたこと等によりこれから対応 

  予定。里帰りの時はまず電話相談で対応し、戻ってきてから訪問等により支援する。 

【特徴】 

  妊娠３２週以降の全妊婦にネウボラ保健師、相談員が育児パッケージを持ちながら訪問し、出産に向け 

  ての気持ちや環境の準備を支援をする。 

   

●育児パッケージ贈呈 

【実績】 

  対象数１０９名に対し、１０７名に訪問にて贈呈した。 

【特徴】 

 主に妊婦訪問時に贈呈し、市が子育てを見守っている 

 ことを伝えるとともに、出産後の生活をイメージしてもら 

 うツールとする。 

 



 産後の取り組み 

●産後ケア 
【実績】 
  すべての初産婦３５名に対し、２５名に延べ３８回助産師が訪問等で支援した。 
  まだ、実施していない１０名は里帰り中等で、これから対応予定。 
  なお、里帰り中は助産師が電話相談で対応や県助産師会が実施している支援を紹介している。 
  経産婦はリスクのある８名に延べ１０回支援した。 
【特徴】 
  産後の早い時期（概ね1か月以内）に助産師が訪問し、母体の管理、及び母親やその家族が健やかな育児 
  に取り組めるように支援する。 
  原則、初産婦は全員対象、経産婦はリスクがある方とする。母親がセルフケアできるまで支援するので複数 
  回訪問することが多い。 
  
●乳児全戸訪問 
【実績】 
  対象数１３４名に対し、１２８名に訪問を実施した。（訪問実施率９６％）   
  訪問を実施していない６名は里帰り中のため、戻り次第訪問等により支援する。 
  なお、里帰り期間が長い時は里帰り先自治体へ支援を依頼している。 
【特徴】 
  育児が少しづつ慣れてきた時期（生後１か月から２か月頃）にネウボラ保健師が訪問し支援する。 
  ２回目のケアプランを子どもがより健やかに育つように、子どもがいる生活のイメージがつくように対話を通じ 
  てすべての産婦等と一緒に作成するとともに、支援内容も明確にする。   
    ケアプランⅡ作成１００％ 
 
 



 乳幼児期の取り組み 

●ママカフェ、赤ちゃんサロン 

【実績】 

  ママカフェは、６月から月１回開催し４０組が参加、赤ちゃんサロンは、月１回開催し７５組が参加した。  

【特徴】 

  育児の楽しみを感じられる内容とし、気軽に相談できたり、母親同士 

  の交流が図れる場を提供する。 

  ママカフェは、母親が楽しめるプログラム（お昼寝アート、ミニコンサー 

  ト等）を行った後、お茶を飲みながら参加者同士や相談員と情報交換 

  ができる場を設けている。好評のため月２回開催に増やした。 

  赤ちゃんサロンは、親子の触れ合いを促すためベビーマッサージを行 

  いながら、参加者同士の交流の時間を設けている。 

  専門的な支援が必要なときは、その場で保健師、助産師へつなぐ。 

 

●７か月児健康相談会、１歳児健康相談会 

【実績】 

  ７か月児健康相談会は、対象者１１３組に対し、８５組参加。   （参加率７５．２％）                               

  １歳児健康相談会は、対象者１１０組に対し、７９組参加。     （参加率７１．８％） 

【特徴】 

  集団で行い、子育ての悩みで多い離乳食・幼児食や歯などについての情報が得られたり、相談できる場を 

  提供する。また、こどもが健やかに育つために必要な親子のかかわりや遊びを楽しく学ぶことができる内 

  容を盛り込む。 

    

 



事業の効果 

28年度 29年度 

相談員 0 348

助産師 0 180

保健師 836 1091
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●増加した要因 

①産前・産後の支援の強化 

②きめ細やかな相談機会の充実 

 

 

 

 

様々な職種のかかわりと事業の展
開による切れ目のない支援が可能
となった。 

 

 

 

 

合計 ８３６ １６１９ 



事業の効果(母親の声） 

●母親の声 

  「（相談先が明確で）相談しやすい」 

  「産後すぐの授乳が不安なときに助産師に来てもらい、安心した、自信が持てた」 

  「気軽に相談できてよかった」 

  「（ママカフェに）来るのが楽しい」 

  「（育児パッケージは）こんなに貰っていいの？とてもうれしい」 

  「（離乳食など）知りたかったことがわかり安心した」  

 

●母親の姿 

  ・情報交換の場にもなり、母親同士の交流もできている。 

  ・母親同士や相談員の関りが、親子が様々な子育て支援 

   事業に参加するきっかけになっている。 

  ・育児不安のあった母親が自ら他の母親へアドバイスする 

   等育児に積極的になった。 

  ・パッケージには出産後に使用する育児用品が入っている 

   ので、出産後の育児のイメージがつきやすいようである。 

 

伊達市版ネウボラ事業を開始して 

  気軽に相談できる場や相談先が増え、また、相談先が明確になった。 

  子育ての情報が得やすくなった。 

  ネウボラ保健師の継続した支援により安心感が得られる。 



今後の課題と取り組み 

【今後の課題】 

 ①育児不安等を感じていても声を上げない、または自身が育児不安等に気づかないので声を上げない方 

   の把握と対応が必要である。 

 ②子育てを取り巻く多様な課題（経済不安、シングルマザー等の家族背景、親自身の生活や育児を営む 

   能力の低下、家族の病気等）が見えてきた。 

 ③すべての子どもたちが健やかに成長するための対策の強化が必要である。 

 

 

【今後の取り組み】 

 ・親子を取り巻く関係機関で情報を共有し、問題の発症予防、早期発見・早期対応するしくみの構築。 

 ・保健・医療・福祉・教育等子育て世代にかかわる機関が、課題解決に向けて連携をして切れ目なく支援 

  していく体制づくりの構築。 

 ・保健と保育が一体となって健やかな成長を促したり、親に育児の楽しさを伝えられるしくみの構築。 
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