
記 者 会 見 

 

日時：平成27年７月８日（水）14時 

                        場所：伊達市役所２階 委員会室１ 

 

 

１ 伊達市健幸ポイントプロジェクト事業 資料１  （健康福祉部健幸都市づくり課） 

 

 

２ 子育て家庭応援券の交付及び伊達市プレミアム付共通商品券の発売 資料２  

 （こども部こども支援課、産業部商工観光課） 

 

 

３ 伊達市立梁川認定こども園の開園 資料３        （こども部こども育成課） 

 

 

４ 中学生の広島平和記念式典への派遣 資料４           （総務部総務課） 

 

 

５ 伊達市特産物の消費拡大の取り組み（桃のトップセールス、伊達マルシェ） 資料５  

（産業部農政課） 

 

 

６ 第３回ふくしま遊び場サミット in伊達の開催  資料６  （こども部こども支援課） 

 

 

７ 「第 31回 霊山太鼓まつり」・「だてな復魂祭 2015」の開催 資料７ 

（霊山総合支所、市民生活部市民協働課） 

 

 

８ 2015夏のイベント  資料８  



【平成 27年 7月 8日定例会見資料】 

 
伊達市健幸ポイントプロジェクト事業 

 

歩数や健康づくりの実践・成果に応じたポイントを付与することで、生活習慣病の予防に

役立つ継続的な運動などを促す事を目的に、平成 26年 11月にスタートした当事業の平成

26年度分の事業効果が明らかになりました。併せて、平成 27年度の参加者の募集を行いま

す。 

 

１ 健幸ポイントプロジェクト事業の効果 

（１）期 間  平成 26年 11月から平成 27年３月まで ５か月間 

（２）参加者  市に住所を有する 40歳以上の人。1,000名 

（３）参加者の変化  別紙資料参照 

  ①参加者の一日の歩数が平均 1,000歩増加した。 

②参加者の内、車・バイク利用をしている人の 6割が、歩く機会を増やすよう、心が 

けるようになった。 

  ③参加者の内、健診未受診者の 7割が、健診を受ける気持ちになった。 

④参加者の内、一日平均 8,000歩以下だった人の半数以上が、運動教室等への参加意向 

を示した。（内、市の運動プログラムに新たに 48名が参加。）  

（４）ポイント交換状況 

  ①「地域商品券」への交換   ：1,024,000円分の商品券に交換 （605人） 

  ②ポンタポイントへの交換   ：  93,200円 (53人) 

    ③市への寄付（健幸都市の推進）:128,300円 (446人) 

 

２ 平成 27年度参加者募集 

（１）参加条件   

①市に住所を有する 40歳以上の人 

②平成 28年度まで、協力が可能な人 

③歩数管理システムへの登録 

（２）募集人数  500人 

（３）応募方法 

①事前申込制：募集人数を超えた場合は抽選にて決定 

②応募期間 ：平成 27年 7月 9日～7月 24日 

③申込み方法 

    

④参加手続き 平成 27年 8月 3日～8月 5日 伊達市役所本庁舎（シルクホール） 

手 段 申し込み先 

申込み用紙 
持参 

各総合支所、各中央交流館、 

保原保健センター 

郵送、ＦＡＸ、メール 健幸都市づくり課 

ＷＥＢ申込み  
市ホームページ 

市携帯サイト 

資料１ 

問い合わせ先 

健康福祉部 健幸都市づくり課 

      電話 575-1146 



平成26年度平成26年度
健幸ポイントプロジェクト事業

成果について成果について

〇期間：平成26年11⽉〜平成27年3⽉
〇参加者：1,000⼈
〇ポイント付与
・「がんばってますポイント」

毎⽉の平均歩数に応じて付くポイント（ひと⽉に最⼤800ポイント）毎⽉の平均歩数に応じて付くポイント（ひと⽉に最⼤800ポイント）
・「健診受けたよポイント」

受診した健診結果を提出すると付くポイント（年度ごとに1000ポイント）
・「⾏きましたよポイント」・「⾏きましたよポイント」

市の対象運動プログラムの利⽤で付くポイント（20ポイント／⽇）等

2015.7.8 定例記者会⾒資料
資料1 別 紙 ①
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クルマ・バイクの利⽤者の約クルマ・バイクの利⽤者の約66割が、クルマ・バイ割が、クルマ・バイ
ク 利 を控 歩くよ ⼼が よ たク 利 を控 歩くよ ⼼が よ たクの利⽤を控え、歩くように⼼がけるようになったクの利⽤を控え、歩くように⼼がけるようになった

主な移動⼿段 936

100%

主な移動⼿段がクルマ・バイクである⼈の内
平成27年3⽉調査

主な移動⼿段 平成26年11⽉調査 n=936

問：「外出の際にできるだけクルマやバイクの利⽤を控えて
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健診未受診者の約７割が、健診受診の意向あり健診未受診者の約７割が、健診受診の意向あり
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この健幸ポイント事業では、健康診断または⼈間ドックを受けると「健
診受けたよポイント」で1,000ポイント、健診結果の改善度合いに応じ
て「健康になったよポイント」で最⼤3,000ポイントを獲得できます。

④



国の推奨活動量（歩数国の推奨活動量（歩数8,0008,000歩歩//⽇）が未達成の⽇）が未達成の
参加者が⾃治体の運動教室への参加意向が向上した参加者が⾃治体の運動教室への参加意向が向上した参加者が⾃治体の運動教室への参加意向が向上した参加者が⾃治体の運動教室への参加意向が向上した
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推奨活動 が未達成 内
n=960

（国推奨歩数8,000歩/⽇） 平成26年11⽉調査
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問：「今後は⾃治体が運営する運動プログラムに積極的に
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％ 運動未実施者から市の運動プログラム運動未実施者から市の運動プログラム
にに4848名名が新規参加しています。が新規参加しています。 ⑤

健幸ポイント交換状況健幸ポイント交換状況健幸ポイント交換状況健幸ポイント交換状況

①地域商品券への交換 1 024 000円 605⼈①地域商品券への交換 1,024,000円 605⼈

②ポンタポイントへの交換 93,200円 53⼈

③市への寄付③市への寄付
（健幸都市の推進） 128,300円 446⼈

⑥



【平成 27年 7月 8日定例会見】 

 

 

子育て家庭応援券の交付及び伊達市プレミアム付共通商品券の発売 

 

こどもの健やかな成長と、安心して子育てができる環境づくりを経済面から支援するため、

子育て家庭応援券（＝プレミアム付共通商品券）を市が無償で交付します。 

また、地元消費の拡大・地域経済の活性化を図るため、プレミアム率を 20％としたプレ

ミアム付共通商品券を発売します。 

なお、子育て家庭応援券は、この共通商品券を活用するものです。 

 

１ 子育て家庭応援券 

（１）交付額     こども１人につきプレミアム付共通商品券１セット（6,000円分） 

（２）対象者     ７月31日時点において住民基本台帳に登録されている15歳以下の 

こども（中学生以下） 

（３）交付時期    ８月中に対象となる家庭に郵送 

（４）使用期限    12月31日(木)まで 

 

２ プレミアム付共通商品券 

（１）販売数      78,000セット 

          プレミアム率 20％：販売価格5,000円で6,000円分の商品券 

（２）商品券の内容   1セット額面 500円の商品券 12枚セット 

【内訳】小規模店で利用できる商品券   (６枚) 

どの店舗でも利用できる共通商品券(６枚) 

（３）使用期間    ８月 1日(土)～12月 31日(木)の５か月間 

 (４) 販売期間    ８月 1日(土)～10日(月)の 10日間（完売次第終了） 

（５）販売場所    伊達市商工会、保原町商工会、各地域の販売協力店 

（６）購入限度    １人 20セット(10万円)まで 

（７）先行予約販売   ７月 15日(水)～17日(金) ９時～16時 

 

 

 

 

資料２ 

問い合わせ先 

子育て家庭応援券    教育委員会こども部 こども支援課 

電話 577-3128 

プレミアム付共通商品券 伊達市商工会   電話 577-0057 

保原町商工会   電話 575-2284 



【平成 27年 7月８日定例会見】 

 
伊達市立梁川認定こども園の開園 

 

安心して子育てができる環境を整備するため、公立として初めてとなる梁川認定

こども園が８月１日に開園します。 

これにより、梁川幼稚園は７月 31日をもって閉園となります。 

 

１ 主な特徴 

 ①学びと育ちをつなぐ幼・保・小の連携 

   子どもの発達段階に応じた適切な保育を行うとともに、小学校への就学を意識

した教育を行うなど学びと育ちをつなぐ幼・保・小の連携を進める。 

 ②スクールコミュニティゾーンを活用した保育の展開 

   小学校や児童クラブと連携し、年齢の異なる子どもたちの交流を促進すること

により「群れ遊ぶ集団教育」を実践する。 

 ③子育て支援事業の実施 

  安心して子育てができる環境を整備するため、子育ての相談、交流の拠点とし

て子育て支援センターを設置するとともに、保育ニーズの多様化に対応するため、

一時預かり事業、及び病後児保育事業を実施する。 

 

２ 定員 

 ０～２歳児   36名   

３～５歳児   180名 

 

３ 施設の概要 

 所在地   伊達市梁川町字山城舘７番地１ 

 敷地面積  6,468.00㎡ 

 延べ床面積 2,067.81㎡ 

 施設構造  鉄骨造２階建 

 施設内容  保育室 13室、遊戯室、子育て支援センター、多目的室、職員室、 

調理室ほか 

施設の特徴 ・やながわ児童クラブ児童との交流が図られるよう交流広場を設置。 

       ・玄関脇に図書コーナーを設置し、子どもたちの触れ合いや、保護 

者同士の交流を促す。 

      ・２階への階段エリアを遊びの空間や催しの際の観覧席等で利用。 

 

４ 開園式 

  日 時 平成 27年８月１日（土）午前 10時～ 

  場 所 梁川認定こども園遊戯室 

資料３ 

問い合わせ先 

こども部こども育成課  

電話 577-3141 

   



【平成 27年 7月８日定例会見】 

 

中学生の広島平和記念式典への派遣 

 

 伊達市は平成24年６月28日、「非核平和都市」であることを宣言しました。こ

の宣言を契機として核兵器の怖さや平和の尊さを次代に継承し、恒久平和の実

現を市民に広く啓発することとしており、その一環として戦後70年を迎える今

年も、市内の中学生を広島平和記念式典に派遣します。 

 

１ 派 遣 者 中学生12名（各校２名） 

 

２ 派遣日程 ８月５日（水）～７日（金） 

 

３ 活動内容 

８月５日（水） 

  ①「ヒロシマ青少年平和の集い」参加 

・被ばく体験者の講話 

・ワークショップ ～ 広島市の中高校生参加者と、全国から参加し 

た青少年が一堂に会して、被ばくの事実や平和 

の尊さについて、ヒロシマの地から平和のメッ 

セージを発信する。 

８月６日（木） 

  ①「広島平和記念式典」出席 

  ②グループ研修 

    ・平和記念公園（慰霊碑、原爆ドーム、爆心地見学） 

・広島国際会議場 

青少年平和文化イベント「ヒロシマの心を世界に2015」参加 

８月７日（金） 

  ①グループ研修 

・広島平和記念資料館（写真、資料見学） 

 

４ 派遣報告 

  参加者がそれぞれの学校において、文化祭などで参加報告会を開催。   

 

５ その他関連事業 

   広島・長崎原爆パネル展 

    期間 ８月６日（木）～15日（土） 

    場所 市役所１階シルクホール 他 

 

 

資料４ 

問い合わせ先 

総務部総務課 

電話 575-1111 

   



【平成 27年７月８日定例会見】 

 
伊達市特産物の消費拡大の取り組み 

（桃のトップセールス・伊達マルシェ） 

 

 出荷が本格化する桃や、伊達市特産物の消費拡大を図るため、市長が北海道札幌市・旭川市

でトップセールスを行います。 

また、風評被害を払拭するため、札幌市、東京都、千葉市で伊達マルシェを開催し、桃をは

じめとする農産物の安心・安全をＰＲします。 

 

１ 桃のトップセールス 

（１）日 程 ７月22日（水）～24日（金） 

（２）場 所 札幌市、旭川市 

（３）内 容 ①関係機関への表敬訪問 

        札幌市役所、旭川市役所、札幌商工会議所、札幌福島県人会、北海道新聞社 

②試食販売ＰＲ 

        札幌三越、イトーヨーカドーアリオ札幌  他 

③市場セリ台でのＰＲ 

        札幌中央卸売市場、旭川市場 

（４）主 催 福島県くだもの消費拡大委員会  

（５）参加者 伊達市長、福島県農林水産部次長、国見町副町長、 

ＪＡ全農福島県副本部長、ＪＡ伊達みらい代表理事専務、ミスピーチ 他 

 

２ 伊達マルシェ 

（１）伊達の恵みＰＲ支援事業（大消費地ＰＲ） 

①日 程、場 所 

７/30（木）～31（金）北海道札幌市「駅前地下街」 

８/４（火）     東京都千代田区「霞が関ビル」 

８/５（水）     東京都日本橋「ＭＩＤＥＴＴＥ」 

②内 容  

    桃等の伊達市特産物の試食、ミスピーチによる桃のＰＲ、市の観光ＰＲ、 

消費者アンケートを実施する。また販売も伊達市観光物産協会が行う。 

（２）企業マルシェ 

①日 程・場 所 

７/21（火）～22（水）千代田区「東京海上日動火災保険㈱」 

７/22（水）     江東区「日本ＩＢＭ豊洲事業所」 

７/23（木）     千葉市「日本ＩＢＭ幕張事業所」 

７/24（金）     中央区「日本ＩＢＭ本社」 

８/27（木）     千代田区「㈱パソナ」 

８/28（金）     千代田区「ランスタッド㈱」 

②内 容 

桃をはじめとする伊達市特産物の試食、販売、ミスピーチによる桃のＰＲ、市の観光

ＰＲ、また販売も伊達市観光物産協会が行う。 

 

資料５ 

問い合わせ先 

産業部農政課 

電話 577-3173 

 



【平成 27年 7月８日定例会見】 

 
第 3回ふくしま遊び場サミット in伊達の開催 

 

東日本大震災後、子どもの外遊びの懸念から、屋内遊び場が県内各地に設置され, 

多くの方々に利用されています。一方では、運営資金や人材、施設サービスの充実

などの点では抱える課題も少なくありません。 

よりよい遊び場の形成と持続可能な遊び場について、運営者・利用者・子ども支

援関係者をはじめ、参加される皆さまと考えるため「地域における遊び場の役割と

可能性」をテーマにサミットを開催します。 

 

１ 日 時 ７月１２日（日） 13：30～16：30 （13：00 受付開始） 

 

２ 場 所 梁川小学校 講堂 

 

３ 内 容 

 【第１部】 パネルディスカッション 

   「テーマ 地域における遊び場の役割と可能性」 

    ・遊び場における子育て支援活動の可能性を、多世代・異年齢世代交流による群 

れ遊ぶ環境から導き出します。 

・公民連携による遊び場を通じた子育て支援の可能性と、そのために必要な支援 

補助制度について考えます。 

   モデレーター  菊池 信太郎 氏 

（NPO法人郡山ペップ子育てネットワーク代表、小児科医） 

   パネラー    NPO法人とっこす（伊達市）、 

NPO法人 ココネット・マム（郡山市） 

認定 NPO法人いわて子育てネット（盛岡市） 

NPO法人郡山ペップ子育てネット（郡山市） 

伊達市こども部 

 【第２部】 実技講習セッション 

   「テーマ 遊び場に関わる大人の役割～プレイリーダーの重要性」 

    ・子どもの遊びや動きについて、大人の役割とその動きの実技指導を受けます。 

   講 師 中村 和彦 氏（山梨大学大学院教授） 

 

４ 参加方法   

申込み不要 

 

５ 主 催 

  NPO法人 郡山ペップ子育てネットワーク 

（共催 伊達市） 

 

 問い合わせ先 

こども部 こども支援課 

電話 577-3128 
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【平成 27年 7月 8日定例会見】 
 
「第 31回霊山太鼓まつり」・「だてな復魂祭 2015」の開催 

 

伊達市の魅力や、強い絆で復興に向け元気に突き進んでいる市民の姿を、全

国へ発信するため、「霊山太鼓まつり」と「だてな復魂祭」を同日開催します。 

  

１ 日 時  平成 27年８月９日（日） 午前 9時～午後 9時 

２ 会 場  保原総合公園 多目的グラウンド 

３ 内 容 

【第 31回霊山太鼓まつり】  

  350年以上の歴史をもつ「霊山太鼓」は、今も霊山地域各地に 60組を超え 

る太鼓が保存・伝承されています。 

まつりでは、それらの「霊山太鼓」が一堂に会し、一斉に打ち鳴らす「同 

時打ち」をはじめ、大地を揺るがすような豪快な音色を響かせながら、勇壮 

な演技を披露します。 

【だてな復魂祭 2015】 

①食の祭典（Ｄ－１グランプリ） 

会場内に飲食ブースを展開、市内等の飲食業者が出店し、だての「食」 

№1を来場者の投票により決定する。 

②だてなエビルマンからの挑戦状（新企画） 

事前に、こども達を対象とした地域の歴史や文化を知る宝探し（スタ 

ンプラリー）を実施し、復魂祭当日にエビルマンとの対決と称して、ス 

タンプラリーの達成度に応じた景品抽選会などを行う。併せて、珍スポ 

ットグランプリも実施する。 

③観光物産展コーナー 

市内等の物産業者が農産品、特産品を販売し、安全安心のＰＲを行う 

と共に果物の無料配布等を行う。 

    また姉妹都市・友好交流都市・大規模災害時相互応援協定締結都市の 

ブースも設営する。 

④ちびっ子広場コーナー 

エアー遊具、巨大滑り台、砂遊び場、水遊び場を設置 

【共通ステージイベント】 

① 霊山太鼓演奏 

② 幼稚園・保育園児による和太鼓、鼓笛等 

③ ライブステージ（ケラケラ、ジバニャンバラエティーショー他） 

④ Na pua Hula Lea（いわき市フラダンスチーム） 

⑤ 姉妹都市・友好交流都市・大規模災害時相互応援協定締結都市のＰＲタ

イム 等 
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問い合わせ先 

霊山太鼓まつり実行委員会事務局 

電話 586-3404 

だてな復魂祭2015実行委員会事務局 

電話 575-1554 

 

   



【平成 27年 7月８日定例記者会見】 

 
2015夏のイベント 

 

１ つきだて花めぐり【月舘地域】 

日 時 ７月11日（土）～14日（火） 

会 場 月舘地域各地 

内 容 ①つきだて花の展示会：7月11日（土）～14日（火） 

 ふるさとふれあいホール 

      ②あじさい小径まつり：7月12日（日） 糠田６番組集会所 他 

      ③下手渡フラワーまつり：7月11日（土）～12日（日） 

                  下手渡地区交流館 

      ④花街道スタンプラリー：7月12日（日）各イベント会場 

問い合わせ先 電話 572-2112（やまゆり花舞四季会社）   

 

２ 長岡天王祭山車競演【伊達地域】 

   日 時 7月24日（金）25日（土） いずれも 午後７時～午後９時 

   会 場 福島信金伊達支店前 

   内 容 各地区を練り歩いた８台の山車の競演 

   問い合わせ先 電話 583-5119 (実行委員会）    

 

３ ほばらサマーフェスティバル【保原地域】 

日 時 ８月８日（土）午前10時～午後９時 

会 場 陣屋通り、保原中央交流館駐車場 

内 容 桃の種とばし、ストリートダンス、よいとこ踊り、盆踊り ほか 

問い合わせ先 電話 575-2284（保原町商工会青年部） 

 

４ 伊達のふる里夏まつり【梁川地域】 

日 時 ８月14日（金）午後０時～午後９時 

    会 場 梁川町広瀬川親水公園、広瀬大通り ほか 

内 容 オラトリオ、花火大会、灯ろう流し、Ｂ級グルメ ほか 

問い合わせ先 電話 577-0057（実行委員会） 

    

５ 小手姫の里夏まつり【月舘地域】 

日 時 ８月16日（日）午後６時15分～午後９時 

   会 場 月舘小学校校庭、月見橋 

   内 容 盆踊り、花火大会、灯ろう流し ほか 

   問い合わせ先 電話 572-2341（実行委員会） 
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