
290508記者会見協議３回目  

 

記 者 会 見 

 

日 時：平成29年５月９日（火）15時 

場 所：伊達市役所２階 委員会室３ 

 

１ 心の義務教育を通して子どもの健やかな育ちへ ～伊達市の子育て支援～ 

 資料１ 

                 （こども部こども支援課・こども育成課） 

 

 

２ 吹奏楽きらめき事業「第６回合同演奏会」の開催 資料２ 

                          （教育部学校教育課） 

 

 

３ チャレンジデー2017への参加 資料３       （教育部教育総務課） 

 

 

 

４ 第８回モノ作りびとフェア in つきだて花工房 資料４  

（総務部月舘総合支所） 



平成29年5月9日 市長定例記者会見資料 

 
       

心の義務教育をとおして 

     子どもの健やかな育ちへ 
 

        

           《伊達市の子育て支援》   

              

 

     

 

     

        こども部（こども支援課・こども育成課） 



 １ 心の義務教育 

 当市では、小中学校での義務教育とは別に、自我が芽生える年齢と言わ
れる３歳から12歳までを「心の義務教育期間」と位置づけ「思いやり・助けあ

い・敬う」といったあたたかい心を育むため、子どもの幼児教育、及び放課後
児童クラブなどの充実を通して、「心の義務教育」の発展を目指しています。 

【心の義務教育】 

 幼児期には、子ども同士が集団で遊びに熱中し、
揉まれる中で、互いに影響しあう機会を得ることが
重要で、このような環境で行う幼児教育。 

■具体的方針 
（１）すべての３歳児以上の幼児に就学前教育を実施を目指す。 
   子どもの発達段階に応じた適切な保育を行うとともに、疑似兄弟体験などの集団 
  養育を通して情操教育を意識する。 
（２）「群れ遊ぶ集団教育」を実践する 
   小学校や放課後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。 



（１）幼稚園と保育園の就学前教育の統一を進め、保育に欠ける、 
 欠けないにかかわらず全員が就園できる環境整備へ 

 
      
        認定こども園の整備を推進 
         

２ 子どもが健やかに育つ環境づくり 

       

開園年度 園 名 称 地域・地区 公立・私立 

平成22年度 認定こども園大田 保原 私立 

平成25年度 認定こども園上保原 保原 私立 

平成27年度 梁川認定こども園 梁川 公立 

平成28年度 月舘認定こども園 月舘 公立 

平成28年度 霊山三育認定こども園 霊山 私立 

平成29年度 認定こども園 伊達こども園 伊達 私立 

平成29年度 認定こども園 神愛幼稚園 霊山 私立 



 園児数の推移（平成18年～平成29年） 
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 （２）子育て世帯の経済的負担軽減 

平成29年度から保育所等の保育料を引下げ 

 【２号認定(※)保育料上限】 

 H28年度 33,000円 

   

 H29年度 19,000円 
  （引き下げ該当者） 

  485名中312名（約64％） 

     

（※）２号認定児…保育を必要とする３歳～５歳の子ども  



（３）取り組みの成果として 

■３歳以上の就学前児全入の更なる実現へ 
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３ 保原地域（保原地区）の 
             認定こども園整備へ 

（１） 保原地区子育て世帯の平成29年度就園状況 
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（２） 保原地域の平成29年度就園内容 

未就園等 270人

（ 31%） 

保原地区保育園. 
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   （３） 就園保護者へのニーズ調査   
  ・実施時期 平成28年度 
  ・実施対象 保原幼稚園・保原保育園に通園中の世帯 

質 問 １ 現在の通園時間はどれくらいですか 

回 答 5分以内 5分～10分 10分～15分 15分以上 

構成比 47 ％ 42 ％ 9 ％ 2％ 

質 問 ２ 希望する通園時間はどれくらいですか 

回 答 10分以内 20分以内 30分以内 その他 

構成比 69 ％ 28 ％  2 ％ 1 ％ 

質 問 ３ 設置場所について 

回 答 小学校学区内 地域内 通勤・勤務地等 その他 

構成比 47 ％ 28 ％ 21 ％ 4 ％ 



 ４ 認定こども園の設置にかかる考え方  

 （１） ３歳児から５歳児の全入を目指すため、保原地区の就 

    園状況を考慮した配置へ 

   ※高子北地区区画整理事業にかかる需要増も考慮（想定400世帯） 

  

 （２） 地域（学区）内へ設置を基本としながら も、保護者の就 

   業先も考慮し、子育て世帯への支援を図るエリアへの設 

   置へ 

 

   



伊達市 認定こども園等配置図 



【平成 29年５月９日定例会見】 
 

吹奏楽きらめき事業「第６回合同演奏会」の開催 

  

東日本大震災からの復興に向かう伊達市の人々が「心からほっとするひとと

きを、音楽の力で作りたい…」という願いから始まった伊達ジュニアウィンド

オーケストラと東京藝術大学ウィンドオーケストラとの合同演奏会。 

市内中学校の吹奏楽部員が、東京藝術大学の教員・学生から直接指導を受け

た成果を披露します。 

 

１ 第６回伊達ジュニアウィンドオーケストラ・東京藝術大学ウィンドオーケ

ストラ合同演奏会 

（１）日 時 ５月21日(日)  12:30開場／13:00開演 

（２）場 所 伊達市立梁川中学校アリーナ 

（３）駐車場 梁川分庁舎駐車場及び梁川小学校駐車場から会場までの送迎           

バスを運行。施設の利用状況に応じて、梁川プール駐車場の一

部が利用可能。 

（４）入場料 無料 

（５）出 演 伊達ジュニアウィンドオーケストラ 

        東京藝術大学ウィンドオーケストラ 

【友情出演】 

伊達小学校吹奏楽部、保原高等学校吹奏楽部 

梁川高等学校吹奏楽部、聖光学院高等学校吹奏楽部 

梁川交響吹奏楽団、伊達市楽友協会 

（６）演奏曲目 

日本民謡メドレー（伊達ジュニアウィンドオーケストラ） 

         トランペット吹きの休日（東京藝大ウィンドオーケストラ） 

伊達市歌（合同演奏） ほか 

（７）合同演奏会の見どころ 

① 山本正治（やまもと まさはる）東京藝大教授の指揮により、市合併

10周年記念で制作した「伊達市歌」の合同演奏を行う。 

② 「伊達市を音楽の街にしたい」という願いが広がり、伊達市内すべて

の高等学校の吹奏楽部員が今年から参加する。また、市外の高等学校

に通うきらめき事業のＯＧ・ＯＢも自由参加する。 

③ 東京藝術大学の教員９名及び学生４１名が参加。 

 

２ 関連行事 東京藝術大学・学生によるミニコンサート 

  日 時 ５月20日（土）15:00開場／15:30開演 

  場 所 伊達市立梁川中学校多目的ホール 

  入場料 無料 

資料２ 

問い合わせ先 

教育部学校教育課  

電話 577-3250 

 



【平成 29年５月９日定例会見】 
 

    チャレンジデー2017への参加 

 

市民誰もが健康で幸せに暮らせるまち「健幸都市」の実現に向け、市民の 

健康づくりをより一層推進するため、平成25年度から参加しており、今年で５

回目の参加となります。 

今年度もさらに市民の多くが参加していただけるよう取り組みを進めます。 

  

１ 実施内容 

 日 時 ５月31日（水） 0：00～21：00 

 場 所 市内全域 

内 容 一人15分以上の運動を行い、その参加率を対戦自治体と競います。 

      （全国で128自治体が参加） 

  

２ 対戦相手 秋田県潟上市（かたかみし） 

【データ比較】 潟上市 伊達市 

人 口  33,459人 62,223人 

参加回数 ５回目 ５回目 

前回参加率 61.1％ 27.8％ 

 

３ 全体イベント  

① オープニングイベント 

     時 間 8：15～ 

会 場 掛田小学校 

内 容 「チャレンジデー」開会宣言後、ラジオ体操など 

② 終日イベント 

 時 間 9：30～17：00 

     会 場 各体育施設 

     内 容 ヨガ、ダンス等各教室を開催 

地域の特色に合わせたウォーキング 

③ファイナルイベント  

時 間 18：30～20：00 

会 場 保原総合公園（小雨決行、雨天中止） 

     内 容 タグラグビー、リレーハーフマラソン、ラフターヨガ 他 

 

 

 

 

資料３ 

問合せ先 

 伊達市チャレンジデー2017実行委員会 

（事務局 一般財団法人伊達市スポーツ振興公社内） 電話 597-8015 

 



【平成 29年５月９日定例会見】 
 

第８回モノ作りびとフェアinつきだて花工房の開催 

～ポピーとバラ咲く丘の手作りクラフト展～ 

  

日本各地から腕自慢のクラフト作家が集まり、自慢の作品を展示販売するク

ラフト展。もの作り体験コーナーやバルーンアート、地元の味も楽しめる催し

です。 

 

１ 日 時  ５月27日（土）・28日（日） ※雨天決行 

       10:00～16:00 

 

２ 会 場  つきだて花工房 

 

３ 駐車場  月舘運動場（つきだて花工房向かい・無料） 

 

４ 内 容  ①スタンプラリー開催 

        会場内を回ってスタンプを集めた方から、抽選で毎日５名

様にクラフト作品をプレゼントします。 

       ②ジャズバンド「ファジーネーブル」ライブ 

        ５月27日（土）14:00～ 観覧無料 

       ③ワークショップ 

        木工クラフト、似顔絵、バルーンアートほか 

       ④地元グルメ販売コーナー 

 

 

資料４ 

問い合わせ先 

モノ作りびとフェア実行委員会事務局 

（つきだて交流館もりもり内） 電話 571-1777 
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