
 

記 者 会 見 

 

日時：平成26年10月３日（金）14時 

場所：伊達市役所２階 委員会室１ 

 

１ 滋賀県草津市との友好交流都市締結について 資料 １ 

（市民生活部市民協働課） 

 

 

２ 伊達市健幸ポイントプロジェクトの実施について 資料 ２ 

（市長直轄健幸都市推進室） 

 

３ 平成26年度伊達市総合防災訓練の実施について 資料 ３  

（市民生活部消防防災課） 

 

４ 小型家電リサイクル事業の開始について 資料 ４   

(市民生活部生活環境課) 

 

５ 市長の国際会議出席について 資料 ５         (総務部秘書広報課) 

 

６ ほばら大泉球場改修記念大会の開催について 資料 ６  

（建設部都市計画課） 

 

７ 掛田まちなかサロンのオープンについて 資料 ７    （霊山総合支所） 

 

８ 三浦弥平翁顕彰資料展の開催について 資料 ８     （教育部文化課） 

 

９ 秋のイベントについて 資料 ９              （各総合支所） 

 



      

滋賀県草津市との友好交流都市締結について 

 

平成 23年５月に震災復興支援事業として、草津市のイベントで当市の農産物

の販売をしたことを契機に相互交流が進み、平成 25 年１月 31 日に大規模災害

時における相互応援協定を締結しました。 

また、草津市が今年度市制 60周年を迎えることから、草津市長より友好交流

都市締結の提案があり、今後の行政及び民間を通じた交流の促進について合意

し、友好交流都市締結をすることとなりました。 

 

１ 締結にいたる経緯 

  平成 23年 ５月：「草津故郷まつり」「草津宿場まつり」に伊達市が参加 

          案内があり、伊達市農産物を販売。 

（平成 24年度以降継続） 

    平成 25年 １月：大規模災害時における相互応援協定締結。 

平成 25年 10 月:「だてな復魂祭」に草津市が参加。（平成 26年度も参加） 

平成 26年 ３月: 草津市制 60周年を祝してハナモモの木 60 本寄贈し、ロ 

クハ公園に植樹。一方草津市からの返礼としてハスをいただ 

き、やながわ希望の森公園内で栽培。 

   

２ 主な交流事業予定 

   両市で開催する物産展に、特産物等を出展するなどの産業交流をはじ 

め、観光、文化、教育など多面的な交流を推進していきます。 

３ 締結式 

日時  10月 12日（日） 14時 

会場  滋賀県草津市役所 

出席者 市長、市議会議長、副市長 ほか 

 

４ 草津市の概要 

滋賀県の南東部に位置し、南北約 13．2ｋｍ・東

西約 10．9ｋｍ、総面積 67．92 平方キロメートル。   

現在の人口は 127,610人。滋賀県で第２の都市で

す。（草津市位置図参照） 

江戸時代は、東海道五十三次のうち、江戸より数  

えて 52番目の宿場町で、東海道と中山道が分岐・合流している交通の要衝で 

した。また、大名や公家等の宿泊施設であった「草津宿本陣」は、江戸時代の

姿をよくとどめているとして、昭和 24 年に国の史跡に指定され、全国に残る

本陣の中でも最大規模を有している。     

資料 １ 

問合せ先 

市民生活部市民協働課 

電話 575-1177 

   



 

     伊達市健幸ポイントプロジェクトの実施について 
 

  健幸都市づくりに向けた取り組みとして、市民の健康づくりの実践に対し

て健幸ポイントを提供し、健幸ポイントを地域消費に振り向けることで、人

もまちも元気にすることを目的に、市民の健康づくりを応援するプログラム

「伊達市健幸ポイントプロジェクト」を実施します。 

 

１ 目的 

   健康意識を高め、健康づくりをする市民層の拡大や、継続の支援をする。 

 

２ 概要  

１）プログラム内容 （別添資料２－２ 参照） 

①対象となる健康づくりを実践する。 

    ②健康づくり、及びその結果に対して健幸ポイントが貯まる。 

    ③地域商品券に交換するなどして、ポイントを使う。 

    ④健康になる。地域も元気になる。 

   ２）実施期間 

    平成 26年 12月１日～平成 27年 3月末  ※平成 28年度まで継続 

３）参加対象 

    市に住所を有する 40歳以上の人。 ※ 歩数計管理システムへ登録 

   ４）募集定員 1,000名 

   ５）ポイント付与対象 

・１日の歩数データの目標達成 

・３カ月毎の体組成データの登録、目標達成 

・年１回の特定健診の受診 

     ・市の推奨する健康づくり事業への参加 

（健康運動教室、元気クラブ、健康増進室） 

６）ポイント利用方法 

① 地域の商店街で使える「地域商品券」への交換 

梁川町共通商品券、保原町共通商品券、霊山町共通商品券、 

伊達町サクラスタンプ会商品券、月商スタンプ会商品券 

② 加盟店で使える「ponta(ポンタ)ポイント」への交換 

③ 健幸都市推進のため、伊達市への寄附 

   ７）申込み方法 

【窓口申込】日時：11月 19日（水）～11月 21日（金）9：00～17：00 

         場所：各地区の中央交流館（特設窓口） 

   【WEB申込】日時：11月 17日（月）～ 

方法：伊達市ホームページからの申込み 

 

資料 ２－１ 

問合せ先 

市長直轄 健幸都市推進室 

電話 575-1146 

   



① 健康づくりを実践する ② ポイントが貯まる

【必須事項】
●日々の歩数データの達成
・５地区中央交流館で取込拠点
・自宅ＰＣからの取込

【任意事項】
●３カ月毎の体組成データの達成
・５地区中央交流館で測定

●年１回の特定健診の受診
・集団検診6/30～11/18

●市の推奨健康づくり事業の参加
・健康運動教室
・元気クラブ
・健康増進室

【ポイント交換は３コース】１Ｐ＝１円

●「地域商品券」に交換
・梁川町共通商品券（48店）
・保原町共通商品券（123店）
・霊山町共通商品券（73店）
・伊達町サクラスタンプ会（28店）
・月商スタンプ会（20店）
※500円単位での商品券へ交換
※残ポイントは伊達市へ寄附

●ポンタポイントに交換

●健幸都市推進のため伊達市へ寄附

【ひとの健康】
●健康づくりのきっかけづくり
●さらなる健康づくりの実践
●特定健診で体チェック

【まちの健康】
●地域消費の推進
●商店街の賑わいづくり

あなたの「健康」は 家族や社会の宝です！

【ポイントは中央システムで管理】

●定期的なデータの登録
、目標達成
●全国統一のポイント付与

●歩数や体組成結果がWEBで確認
●事業の参加は「健幸カード」で管
理
●貯まったポイントは、専用サイト
のマイページで確認

●参加者への定期レポートの発信

平成26年度伊達市健幸ポイントプロジェクト

健幸ポイント
プロジェクト

③ ポイントを使う④ 健康になる

◆事業イメージ ◆健幸ポイント提供の一例

歩数ポイント
最大800P/月

体組成ポイント
最大1,000P/3ケ月

健診ポイント
最大1,000P/年1回

指定プログラム
最大200P/月回

本年度（12～3月）

＝最大6000P
貯まります

つまり

＝最大6000円分
の商品券と交換可

※ポイント名は仮称

◆申込・募集内容

【対象者及び定員】
・40歳以上の市民で1,000名

【申込方法】
・窓口申込：11/19～11/21

各地区の中央交流館
・WEB申込：11/17～

専用ページ

【実施期間】
・12/1～3/末 ※平成28年度までの継続

【別添資料２-２】



      

平成26年度伊達市総合防災訓練の実施について 
 

伊達市地域防災計画に基づき、防災活動の的確な対応や防災意識の向上等を

目的に、関係機関により伊達市総合防災訓練を実施します。 

 

１ 日 時  11 月 1日（土）8時～12 時 

 

２ 場 所  伊達市役所、伊達ふれあいセンター、阿武隈川堤防、河川敷、 

伊達中央交流館、伊達小学校、 

 

３ 参加予定人数 600人 

 

４ 訓練想定 

（１）台風による豪雨で、降り始めからの総雨量が200mmに達し、河川の水位が

急速に上昇し、周辺での浸水の恐れが生じた。 

（２）福島県北部を中心にマグニチュード7.0の地震が発生し、伊達市で震度６

強を観測した。これにより、家屋倒壊が発生し、多数の負傷者が出たほ

か、ライフラインにも甚大な被害が発生した。 

 

５ 訓練内容 

（１）伊達市役所  6：00～8：30 

  ①非常招集、②災害対策本部設置、③通信、被害状況調査 

（２）阿武隈川堤防  8：50～9：30 

  ①福島河川国道事務所排水ポンプ車による排水訓練、②消防団による水防 

訓練（土のう積み、シート張り）、③福島県防災ヘリコプターによる救助 

（３）伊達ふれあいセンター 9：30～9：50 

  ①来館者の避難訓練、②逃げ遅れた職員をはしご車による救出訓練。 

（４）伊達中央交流館 9：00～11：30 

  ①避難所の開設、運営 

  ②周辺住民の避難 

  ③災害ボランティアセンターの設置 

  ④ＡＥＤによる心肺蘇生訓練（市民参加訓練） 

  ⑤物資輸送訓練 

（５）伊達小学校 9：00～12：00 

  ①道路障害物除去訓練（倒木、放置自動車の撤去） 

  ②初期消火訓練 

  ③給食、給水訓練 

 

 

資料 ３ 



５ 主 催 伊達市 

 

６ 参加・協力団体 

  行政機関 ～福島県、伊達地方消防組合消防本部、伊達警察署、福島河川国 

道事務所、陸上自衛隊福島駐屯地第 44普通科連隊、福島地方気 

象台、福島県消防防災航空センター、除染情報プラザ 

 

各種団体～東北電力㈱福島営業所、東日本電信電話㈱福島支店、NPO法人 

コメリ災害対策センター、(公財)セカンドハーベストジャパン、 

伊達市社会福祉協議会、伊達方部赤十字奉仕団、伊達市女性防火 

クラブ、伊達地区交通安全協会、伊達市交通教育専門員、福島県 

ＬＰガス協会県北支部、伊達駅前四町内会連絡協議会自主防災会、 

伊達西地区町内会連合会 

 

７ その他 

（１） 伊達小学校グランドにおいて、災害対策車両や防災機関などによる展示、

および起震車体験搭乗を行う。 

（２） 平成 25 年度に民間企業と締結した協定に基づき、協定事業所からの物

資提供訓練を実施する。また、ブースを開設し、防災グッズ等の展示を

行う。 

 

 

 
問合せ先 

市民生活部環境防災課 

電話 575-1197 

   



小型家電リサイクル事業の開始について 

 

平成 25年４月１日に施行された「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に

関する法律」（小型家電リサイクル法）に基づき、環境省実証事業対象地域の

採択を受け、回収ボックス設置による使用済小型家電の回収を開始します。な

お、実証事業の採択を受けて実施するのは、県内で初めてとなります。 

 

１ 事業名   

平成２６年度「小型電子機器等リサイクルシステム構築実証事業」 

   

２ 目的 

現在、不燃ごみや粗大ごみとして処理されている小型家電に含まれる有用 

金属（レアメタル、貴金属など）を回収し、適正な処理を行うことで、再資 

源化の促進、ごみ減量化の推進を図ります。 

 

３ 事業開始日 

   平成 26年 11 月４日（火） 

 

４ 回収対象品目 

  携帯電話、ノート PC、電話機、デジカメ、ゲーム機など 19 品目 

 

５ 回収方法 

  公共施設 11施設に設置した回収ボックスにて回収。 

  （保原本庁舎、梁川分庁舎、伊達総合支所、霊山総合支所、月舘総合支所、 

   各地域中央交流館、伊達地方衛生処理組合） 

 

６ 再資源化方法  

 適正に再資源化を実施できる事業者に引き渡します。 

    

７ 周知方法 

・説明チラシ（別添）の全戸配布 

  ・市広報紙、ホームページへの掲載 

 

 

 

 

 

 

 

資料 ４ 

問合せ先 

市民生活部 生活環境課 

電話 575-1228 

   







市長の国際会議出席について 

 

 仁志田市長は、パリ市（フランス）で開催される IRSN（フランス放射線防護

原子力安全研究所）等が主催する国際会議に招請されたため、会議に出席しま

す。 

 

１．出張期間 

  10月 13日（月）～19日（日）  

 

２．出張先 

  パリ市（フランス） 

 

３．出席会議 

  １）会議日程  10月 14日（火）～17日（金） 

  ２）会議内容  フランスの放射線防護を研究する専門家、研究者が東京 

電力福島第一原発事故について、意見交換をします。 

ＩＲＳＮセミナー（10 月 16日）他 

  ３）報告    会議において、福島第一原発事故後３年間の本市の放射 

線対策の経緯について報告します。 

 

４．職務代理者の設置 

   出張期間中、副市長が市長職務代理者となります。 

 

 

 

 

 

資料 ５ 

問合せ先 

総務部秘書広報課 

電話 575-1113 

   



ほばら大泉球場改修記念大会の開催について 

 

ほばら大泉球場は平成 25年度より改修を行ってきましたが、国立競技場より

譲渡されたベンチの設置工事をもって、すべての改修工事が完了となります。 

改修完了を記念し、また未来を担う子どもたちの健やかな成長を育むことを

願い、招待試合による記念大会を行います。 

 

１ 日時   11 月２日（日） 

午前８時 00分～午後５時 00分 

 

２ 内容   １）記念セレモニー 

          テープカット及び始球式 など 

       ２）招待試合 

地元の聖光学院高等学校と、全国的な野球の強豪校であ 

る甲子園常連校２校との招待試合を行います。 

 

３ 参加高校  聖光学院高等学校 

    仙台育英学園高等学校（宮城県仙台市） 

    常総学院高等学校（茨城県土浦市） 

 

４ 招待試合 第 1試合 ： 聖光学院 対 常総学院（８時 40分開始予定） 

第２試合 ： 常総学院 対 仙台育英（12時 00分開始予定） 

    第３試合 :   聖光学院 対 仙台育英（14時 30分開始予定） 

      

５ その他  ・国立競技場から、2,800席の椅子を譲り受け、バックネット裏、 

および内野席に設置しました。 

       

 

 

 

 

資料 ６ 

問合せ先 

建設部都市計画課 

電話 577-3149 

   



 

「掛田まちなかサロン」のオープンについて 

 

ＳＷＣモデル地区である掛田地区で、歩いて暮らせるまちづくりのコミュニ

ティを目指し、市民の交流と憩いの場、かつ街中の賑わい創出を目的として建

設していた「掛田まちなかサロン」が 10 月 29日にオープンします。 

 

１ 施設名称  掛田まちなかサロン 

        愛称 『Yottemi ヨッテミ』 

        （公募により決定） 

 

２ 施設概要  伊達市霊山町掛田字中町 10番地１ 

木造 2階建 172.70㎡  （別添写真 参照） 

健康コーナー、インフォメーション、市民共有サロン、 

集会室、まちなか広場、ＷＣなど 

 

※まちなか広場……イベント等での屋外貸し出しスペース 

        集会室   ……    〃  屋内貸し出しスペース 

        健康コーナー……体組成の測定・歩数データの取込、 

                健康に関する書籍・ＤＶＤ等の閲覧等、 

                健康情報発信 

 

３ 開館時間  午前９時から午後７時まで 

 

４ 休館日   １月１日から１月３日まで及び 12月 29日から 12月 31日まで 

 

５ 開所式   １）日 時 平成 26年 10月 29日（水）午前 10時 

２）内 容 テープカット、愛称採用者への記念品贈呈など 

        ３）参加者 伊達市長、伊達市議会議長、掛田地区健幸都市 

協議会長、地元行政区等の代表者 など   

資料 ７ 

 

問合せ先 

霊山総合支所 

電話 586-3401 

   



 

 

 

 

別添 写真 

■ 掛田まちなかサロン外観 

■ 掛田まちなかサロン内観（市民共有サロン） 



三浦弥平翁顕彰資料展の開催について 
 

伊達市梁川町出身で、福島県初のオリンピックマラソン選手である三浦弥平

翁の業績をたたえた展覧会を、第 35回を迎えた三浦弥平杯梁川ロードレースに

合わせて開催します。 

 

１ 企画展の名称   「三浦弥平翁顕彰資料展」 

 

２ 会期と開館時間  会期 10月９日（木）～10月 28日（火） 

 時間 ９：30～17：00（最終入館 16：30） 

 

３ 会場      伊達市梁川美術館 

 

４ 三浦弥平翁略歴 明治 24年～昭和 46 年  

・伊達郡白根村字木ノ田（現伊達市梁川町白根）生まれ 

・早稲田大学政治経済学科卒業 

（大学時代競走部に在籍、第 1 回箱根駅伝の 5 区に出場） 

              ・第 7回オリンピック・アントワープ大会、第 8回オリンピ 

ック・パリ大会に出場 

         ・ドイツ留学後帰国し、郷里の山林（ブナ山）に、青少年の 

体力づくりと健全育成を目指したオリンピック村を建設。 

          ・日本陸上競技連盟の顧問、参与を務める 

          ・東京オリンピック誘致運動にかかわり、第 18回オリンピ 

ック東京大会に招待される。 

          ・80歳で永眠 

            

５ 展示品  活動記録写真、賞状、メダル、オリンピック村設計図 など 

        

６ 観覧料   無 料 

 

７ 第35回三浦弥平杯伊達市梁川ロードレース大会の概要 

 日時 10月26日（日）８：00～ 

会場 伊達市役所梁川分庁舎前スタート・ゴール 

種目 ハーフ、10キロ、５キロ、３キロ、２キロ、１キロ親子 

      など   

参加人数 1,406人 

招待選手 早稲田大学競走部より 

徳留
とくとめ

 駿
しゅん

 選手（４年）、柄本
え も と

 勲
くん

明
めい

 選手（２年） 
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問合せ先 

教育部 文化課 

電話 577-3221 

   



秋のイベントについて 

 

１．「繊維のダイヤモンド」天蚕まつり 

 ①日時 10月４日（土）～５日（日）10時～16時 

 ②場所 阿武隈急行保原駅 

 ③内容 天蚕紬製品販売、紬糸づくり体験（無料）、コサージュ作り体験（500 

円）など 

 ④問い合わせ りょうぜん天蚕の会事務局 ℡ 586-1205 

        伊達市観光物産協会 ℡ 529-7779 

 

２．霊山紅葉まつり 

 ①日時 10月 26 日（日）～11月９日（日）９時～15時 

 ②場所 霊山登山口駐車場 

 ③内容 霊山登山案内、地場産品の物産展 

 ④問い合わせ 霊山紅葉まつり実行委員会 （登山）℡ 589-2233 

                     （物産）℡ 529-7779 

 

３．小手姫の里秋まつり 

①日時 11月１日（土）～２日（日）９時 30分～16時  

※２日は９時～15時 

②場所 月舘中央交流館（雨天時は体育館） 

③内容 町内各種団体による特産品の販売やフラダンス、３Ｂ体操、 

琴の演奏などのイベントを開催。 

④問い合わせ 月舘総合支所 ℡ 572-2112 

 

４．伊達マルシェ（かけだ・まちなか市） 

 ①日時 11月２日（日）10時～15時 

 ②場所 霊山町掛田地区商店街 

 ③内容 スイーツ食べ比べ、食品や工芸品など20店舗以上が出店、 

ショッピングラリーなど。 

 ④問い合わせ 同実行委員会（伊達市商工会霊山支所）℡ 586-1366 
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