
記 者 会 見 

 

日 時：平成30年６月１日（金）14時 

場 所：伊達市役所２階 委員会室３ 

 

１ 平成30年第３回伊達市議会定例会 

 （１）招集日  平成30年６月７日（木） 

 

 （２）提出案件 41件 

   専決処分の承認 １件、人事 22件、条例の一部改正 10件、補正予算 ２件、 

      その他２件、報告４件 

   ① 提出議案の概要         資料１-１ （総務部総務課） 

② 証明書コンビニ交付サービス   資料１-２ （市民生活部市民課） 

   ③ 富成小学校の統合        資料１-３ （教育部学校教育課） 

   ④ 平成30年度６月補正予算の概要  資料１-４ （財務部財政課） 

   ⑤ ６次産業化の推進        資料１-５ （産業部農政課） 

 

２ オリジナル婚姻届と婚姻手続き早わかりＢＯＯＫを発行 

                     資料２ （市民生活部市民課） 

 

３ 特定不妊治療費の一部助成を開始    資料３ （健康福祉部健康推進課） 

 

４ 宿泊型の産後ケアをスタート      資料４  (健康福祉部健康推進課） 

 

５ 北畠顕家卿生誕700周年記念事業    資料５ （産業部商工観光課） 

 

６ オリジナル日本酒“初代朝宗”プロジェクト第１弾 

 酒米田植え体験イベントの開催       資料６ （産業部農政課） 
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平成30年第３回伊達市議会定例会提出議案の概要 

 

提出案件 41件  専決処分の承認 １件 

人事            22件 

条例の一部改正 10件 

補正予算    ２件 

その他     ２件 

報告      ４件 

 

１．専決処分の承認（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第57号 

専決処分の承認を求めることについて 

■提案理由 

事故の損害賠償額の決定及び和解することの専決処分について報告し、承認を

求めるもの 

○自動車事故 

・専決処分日 平成 30年５月 10日 

   （平成 30年 ２月６日発生事故、損害賠償額 512,900円） 

 

 

２．人事（22件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第58号 

～ 

議案第60号 

人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて 

■提案理由 

人権擁護委員の任期満了に伴い、法務大臣に候補者を推薦にあたり、議会の意

見を求めるもの 

■推薦候補者 ３名 

■任期  平成 30年 10月１日～平成 33年９月 30日 

議案第61号 

～ 

議案第79号 

伊達市農業委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

■提案理由 

 農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を求めるもの 

■任命しようとする者 19名 

■任期  平成 30年７月 1日～平成 33年６月 30日 

 

資料１-１ 
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３．条例の一部改正（10件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第80号 

伊達市税条例等の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴う、条例の一部改正 

■主な内容 

(1) 給与所得控除、公的年金等控除の見直し 

(2) たばこ税の税率を平成 30年 10月１日から３段階で引上げ 

(3) 加熱式たばこについて､国のたばこ税と同様､課税方式の見直しを実施 

(4) わがまち特例の割合を定める規定の追加 

(5) その他所要の規定の整備を行うもの 

議案第81号 

伊達市印鑑の登録及び証明に関する条例及び伊達市手数料条例の一部を改正する

条例 

■改正趣旨 

個人番号カードを使用し、コンビニエンスストアに設置されている多機能端末

機から証明書等の交付申請を行う場合の取扱いについて、所要の改正を行うもの 

■主な内容 

(1) コンビニ交付サービス利用時に印鑑登録証を提示せずに個人番号カードを

使用し、証明書の交付を受けることができる規定の追加 

(2) コンビニ交付サービスで各種証明書の交付を受ける場合は、手数料の減免規

定を適用しないことを定める規定の追加 

資料１-２にコンビニ交付の概要を掲載 

■施行日 

 平成 30年 10月１日 

議案82号 

伊達市介護保険条例の一部を改正する条例について 

■改正趣旨 

介護保険法施行令等の一部を改正する政令の公布に伴う、条例の一部改正 

■主な内容 

 条文中における引用法律の条項ずれに伴う改正 

■施行日 

 平成 30年８月１日 
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議案83号 

伊達市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に係る基準に関する条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正

に伴う、条例の一部改正 

■主な内容 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等に介護職員初任

者研修課程修了を義務付け 

議案84号 

伊達市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準の一部改正に伴う、条例の一部改正 

■主な内容 

 条文中における引用法律の条項ずれに伴う改正 

議案85号 

伊達市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する

法律の施行に伴う、条例の一部改正 

■主な内容 

(1) 県が国民健康保険の保険者に加わることに伴う、「市が行う国民健康保険」及

び「国民健康保険運営協議会の名称」の改正 

(2) 国民健康保険財政調整基金の運用にかかる所要の改正 
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議案86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 

(1) 地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う、所要の改正 

(2) 国民健康保険税の税率等（按分率）を改正するもの 

■主な内容 

(1) 国民健康保険税の医療分の課税限度額を 58万円に引き上げ（現行 54万円）、

減額措置に係る軽減判定所得の算定における被保険者の数に乗ずべき金額を５

割減額対象世帯は 27万５千円（現行 27万円）に、２割減額対象世帯は 50万円

（現行 49万円）に引き上げるもの 

(2)国民健康保険税の税率等を次のとおりとするもの 

医療分 

所得割 6.10％  前年比0.08％減 

均等割 22,000円  据え置き 

平等割 16,400円  前年比1,600円減 

支援分 

所得割 2.20％  前年比0.84％減 

均等割 8,000円  前年比2,400円減 

平等割 6,000円  前年比2,400円減 

介護分 

所得割 1.70％  前年比1.18％減 

均等割 8,000円  前年比4,900円減 

平等割 4,200円  前年比2,800円減 
 

議案87号 

伊達市立学校設置条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

富成小学校を平成 31年４月１日より上保原小学校に統合するため、条例の一部

の改正をするもの 

■主な内容 

 別表中、富成小学校を削除  資料１-３に学校統合の概要を掲載 

■施行日 

 平成 31年４月１日 

議案88号 

伊達市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

■改正趣旨 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の

施行に伴う、条例の一部改正 

■主な内容 

(1) 放課後児童支援員の資格取得要件の追加 

(2) 条例第 10条第３項第４号の規定の明確化 
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議案89号 

伊達市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例について 

■改正趣旨 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一

部改正に伴う、条例の一部改正 

■主な内容 

 条文中における引用法律の条項ずれに伴う改正 

 

 

４．補正予算（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案90号 

平成 30年度伊達市一般会計補正予算（第１号）   

■主な内容 

  資料１-４に概要を掲載 

■補正総額   25,667千円 

議案91号 

平成 30年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

■主な内容  総務費及び保健事業費の予算整理、積立金及び返還金の計上によ

る増額補正 

■補正総額  558,798千円 

 

 

５．その他（２件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第92号 

財産の取得 

■提案理由 

伊達市消防団へ配備する消防ポンプ車の購入契約について、議会の議決を求め

るもの 

■主な内容 

取得の内容 消防ポンプ自動車（ＣＤ－１型）２台 

取得金額 34,992,000円 

契約の方法 指名競争入札 

契約の相手方 
ジーエムいちはら工業株式会社 

仙台営業所 所長 小峯 諭 
 



【平成 30年６月１日定例会見】 

 

  

議案第93号 

財産の処分 

■提案の理由 

財産の処分について、議会の議決を求めるもの 

■主な内容 

１ 処分する財産 

所 在 地 目 地 籍 

伊達市梁川町やながわ工業団地１番41 宅地 64,385.03㎡ 

伊達市梁川町やながわ工業団地１番42 宅地 300.00㎡ 

伊達市梁川町やながわ工業団地８番１ 宅地 315.07㎡ 

合計（３筆）  65,000.10㎡ 

 ２ 処分の方法  売り払い 

 ３ 処分価格   367,770,000円 

 ４ 契約の相手方 福島太陽誘電株式会社 代表取締役社長 新井 雄治 

 

 

６．報告（４件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

報告第４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 

■主な内容 

福島地方土地開発公社の経営状況を説明する書類を提出するもの 

報告第５号 

平成 29年度伊達市一般会計継続費繰越計算書の報告について 

■主な内容 

平成 29 年度一般会計予算の継続費に係る歳出予算の経費を平成 30 年度に繰り

越したので議会に報告するもの 

■繰り越す事業 

小学校施設整備事業 

報告第６号 

平成 29年度伊達市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

■主な内容 

平成 29 年度一般会計予算の繰越明許費に係る歳出予算の経費を平成 30 年度に

繰り越したので議会に報告するもの 

■繰り越す主な事業 

伊達小学校改築事業、阿武隈急行支援事業、介護基盤等整備事業、霊山高原構

想推進事業、学校給食センター建設事業（外構）、農地等除染対策事業（放射性物

質吸収抑制対策）、本庁舎増築事業他 
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報告第７号 

平成 29年度伊達市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について 

■主な内容 

平成 29 年度一般会計予算のうち、避けがたい事故のため平成 30 年度に繰り越

した経費について議会に報告するもの 

■繰り越す事業 

学校給食センター建設事業（本体）、道の駅推進事業 

 

問い合わせ先 

総務部 総務課 

電話 575-1111 
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マイナンバーカードを利用した 

証明書コンビニ交付サービスを開始します 
  

10月１日から、マイナンバーカード（個人番号カード）を利用し、全国約５

万３千店舗のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機で各種証

明書の発行を開始します。 

証明書コンビニ交付サービスの開始により、年末年始を除く休日や夜間など、

市役所の窓口対応時間外でも、利用者自らの操作により住民票の写しや印鑑証

明等の証明書が取得可能となります。 

 

１ 開 始 日  平成30年10月１日 

 

２ 利用対象  マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方 

         

３ 取得可能な証明書・手数料・取扱時間 

  取得できる証明書 手数料 取扱時間 

住民票の写し 

300円 
6時30分～23時 

※取扱休止期間 

12月29日～1月３日及び臨時的な 

システムメンテナンス日 

印鑑登録証明書 

住民票記載事項証明書 

戸籍謄(抄)本 450円 

戸籍の附票の写し 300円 

課税（非課税）証明書 
300円 

所得証明書 

  ※本人確認のため、マイナンバーカードの交付時に設定した暗証番号の入

力が必要となります。 

  

４ マイナンバーカード（個人番号カード）申請支援の開始について 

各種証明書のコンビニ交付サービスを開始することに伴い、マイナンバー

カード（個人番号カード）の交付率向上を図るため、市民課及び総合支所市

民担当窓口で、タブレットを使用した申請支援を開始します。 

  （１）開 始 日  平成30年６月15日  

  （２）受付時間  平日８時30分～17時 市民課及び総合支所市民担当窓口で受付 

  （３）準 備 物 

・ 通知カード（「個人番号カード申請書」のＱＲコードが必要） 

 （４）申請支援の内容とカードの受け取り 

・ 職員がタブレットを使い写真撮影から申請までの支援を行います。 

・ 約１カ月でマイナンバーカードが出来上がりますので、お住まいの

地域の総合支所でカードを受け取ることができます。 

資料１-２ 

問い合わせ先 

市民生活部市民課  

電話 575-0205 
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富成小学校の統合 
  

伊達市教育委員会では、「伊達市立小中学校適正規模・適正配置基本計画」に

基づき、小学校の統合について説明会を行ってきましたが、保原地域の富成小

学校について同意が得られたので、６月定例議会に伊達市立学校設置条例の一

部を改正する条例を提出し、統合を進めていきます。 

 

１ 統合基準及び統合対象校 

  統合基準（小学校）  ：全体で５学級以下になる場合は統合を進める。 

  統合対象校（保原地域）：富成小学校 

 

２ 統合時期、及び統合先 

  平成 31年４月１日 上保原小学校へ統合 

 

３ 経 過 

 時  期 内  容 

平成 27年 12月 10日 富成小学校ＰＴＡに対し計画説明 

平成 29年 6月～ 

平成 30年 4月 

対象校や地域自治組織に対して個別説明会を

開催 

ＰＴＡ    ６回 

地域自治組織 ４回 

平成 30年 4月 25日まで ＰＴＡ、地域自治組織の同意確認 

 

４ 児童へのケア 

（１）上保原小学校と交流事業（行事、授業、給食等）の実施 

（２）不安解消のため事前指導と上保原小学校への十分な引継ぎ 

（３）スクールカウンセラーによる相談体制の活用 

 

５ 地域とのかかわり 

（１）児童と地域との関係が希薄にならないよう配慮します。 

（２）地域の行事などの教育資源を教育活動に活用し地域との連携を検討 

 

 

 

資料１-３ 

 

問い合わせ先 

教育部 学校教育課 

電話 577-3250 
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平成30年度６月補正予算の概要 

 

１ 一般会計歳入歳出予算の補正額 

  

  補正前の額                    32,554,000千円 

   補正額                        25,667千円  

   補正後の額                    32,579,667千円 

     

 

２ 補正の主な事業内容 

（１）６次産業化推進事業                        1,800千円 

・ ６次産業化に取り組む農業者を把握し、必要な支援を的確に行うための

アンケート調査や専門家派遣、マーケティング調査などの費用 

資料１-５ 

 

（２）福島県立特別養護支援学校建設関連事業         28,716千円 

・ 福島県立特別養護支援学校建設に伴う敷地内の測量及び隣接する市道

測量設計に必要な費用 

 

（３）道の駅管理運営事業                  14,000千円 

・ 道の駅施設の臨時駐車場を増設するための費用 

 

（４）霊山高原構想推進事業                 20,317千円 

・ 子どもの物語ミュージアム内の展示品及び備品等の実施計画委託に係

る費用 

 

（５）地域づくり支援事業                   1,320千円 

・ 「だてな太鼓まつり」における高校生交流等関連事業に係る費用   

 

（６）実り豊かなふくしまの産地整備事業            3,499千円 

・ 生産者団体の高所作業機導入に係る補助 

 

 

資料１－４ 

問合せ先 

財務部 財政課 

電話 575-1189 



【平成 30年６月１日定例会見】 
 

６次産業化の推進 
  

 伊達市の農林業者や商工業者等が連携し、農産物をはじめ豊かな地域資源を

活かした伊達ブランドの確立と魅力発信等に取り組み、本市の６次産業化を推

進していきます。 

 

１ ６次産業化の取り組み 

（１）既存商品のリニューアルや新たな商品開発 

農林業者などの生産者をはじめ、加工業者、流通・販売業者などと連携  

し、既存の６次産業化商品のリニューアルや新たな商品開発に取り組みます。 

 

（２）“伊達ブランド”の確立 

「伊達ブランド」の確立により、６次産業化商品の付加価値を高め、伊達

市産商品の品質・イメージ向上を図ります。 

 

（３）６次産業化戦略構想の策定 

伊達市の地域資源を活用した６次産業化を推進するための基本方針「６ 

次産業化戦略構想」を策定します。 

 

２ 今年度の取り組み 

（１）だて６次産業化育成塾の開催 

・ ６次産業化商品の開発に取り組んでいる、または取り組もうとしてい

る農林業者や商工業者等が対象です。 

・ 様々な分野の講師を招き、６次産業化の基本から商品開発、マーケテ

ィング等の各種カリキュラムを設定します。 

・ 既にある６次化産業商品のリニューアルを検討し、「道の駅」や「まち

の駅」、物産展等においてマーケティング調査を実施します。 

 

（２）６次産業化の実践者等の掘り起こし 

・ 市内の６次産業化の実践者、生産品目、加工業者等を調査し、本市の

現状と課題を把握します。 

 

３ ６次産業化支援策の強化 

  伊達市農業振興事業補助金交付要綱を見直し、６次産業化普及事業の補助

額を「250,000円」から「500,000円」に増額します。 

資料１-５ 

問い合わせ先 

産業部 農政課 

電話 577-3173 

 



【平成 30年６月１日定例会見】 
 

オリジナル婚姻届と婚姻手続き早わかりＢＯＯＫを発行 
  

ご結婚されるお二人への祝福の気持ちを伝えるとともに、婚姻に際しての事

務手続きや子育て支援等に関する情報をより分かりやすく提供するため、本日

６月１日から市民課と各総合支所窓口で、伊達市オリジナルの婚姻届と『婚姻

手続き早わかりＢＯＯＫ ～伊達市で始める暮らし～』の配布を開始します。 

 

１ 配布開始日 平成 30年６月１日 

 

２ 配布場所  本庁舎市民課窓口 

各総合支所市民担当窓口 

 

３ 配布部数  1,000部 

（届書と冊子がセット） 

 

４ 配布物の概要 

（１）オリジナル婚姻届 

   ベースの色は市の花「桃」をイメージした薄ピンクとし、伊達市の特産

である「くだもの」のイラスト、「政宗ダテニクル」のキャラクターを配置

し、「歴史とくだものの郷 伊達市」をイメージとした届書としました。 

 

（２）婚姻手続き早わかりＢＯＯＫ 

スムーズに手続きをしていただくために婚姻届の書き方や婚姻届に関す

る質問を記載したほか、市の子育て支援事業の案内など、伊達市で新たな生

活をスタートするお二人に役立つ情報を紹介しています。 

 

５ その他 

婚姻届出時に、ご希望の方には記念写真コーナーでの撮影（平日８時30

分～17時15分まで）、お二人の写真と結婚記念証を入れた写真立ての贈呈を

順次実施していきます。 

資料２ 

オリジナル婚姻届 

問い合わせ先 

市民生活部 市民課 

電話 575-0205 



【平成 30年６月１日定例会見】 
 

特定不妊治療費の一部助成を開始 
  

不妊治療を行っているご夫婦の経済的な負担を軽減するため、特定不妊治療

（体外受精及び顕微授精）に要した費用の一部を助成します。 

 

１ 対象者 

・福島県特定不妊治療費助成事業の決定を受けた夫婦 

・法律上の夫婦で、両者または一方が、申請日に伊達市に住所を有している 

 

２ 助成回数 

  初回申請時の治療開始日における妻の年齢により、下記の回数となります。 

40歳未満 43歳になるまでに通算６回まで 

40歳以上 43歳未満 43歳になるまでに通算３回まで 

 

３ 助成額 

  治療内容などにより、助成内容が異なります。 

  体外受精・顕微授精の治療のうち、内容により、助成上限額があります。 

    治療内容 助成上限額 

１ 特定不妊治療 

治療ステージＡＢＤＥ 150,000円 

治療ステージＣＦ 

凍結胚移植のみ又は採卵の

みであった場合 

75,000円 

２ 男性不妊治療 
精子を精巣又は精巣上体か

ら採取するための手術 

１に加えて  

 150,000円 

   

※治療ステージは、福島県特定不妊治療費助成事業の基準に準じる【別紙】 

 

４ 平成30年度の申請期限  平成31年３月31日 

 

５ 申請方法 

 福島県特定不妊治療費助成が決定した後に、健康福祉部健康推進課ネウボ

ラ推進室地域母子係で申請してください。 

  

資料３ 



【平成 30年６月１日定例会見】 
 

■治療内容 

 

 

■助成申請の例 

ご夫婦が、不妊治療を開始 

   一般不妊治療（排卵誘発・人工授精など）したが妊娠に至らず  

       ↓ 

   特定不妊治療（体外受精・顕微授精）実施  →  医療機関へ全額支払い 

       ↓ 

   県北保健福祉事務所にて、福島県特定不妊治療助成事業の申請  

       ↓ 

       決定  →  指定口座に県から助成  

       ↓ 

   伊達市健康推進課にて、伊達市特定不妊治療費助成事業の申請  

       ↓ 

         決定  →  指定口座に市から助成  

 

■助成額の例 

 １回の不妊治療に、５００，０００円（保険外診療）かかった場合 

        治療費     ５００，０００円支払う 

県から    －１５０，０００円助成 

        市から    －１５０，０００円助成 

自己負担額   ２００，０００円 

 

特定不妊治療の治療ステージ 治療実施

新鮮胚
移植

胚凍結
凍結胚
移植

Ａ 新鮮胚移植を実施

Ｂ 凍結胚移植を実施（受精卵を一旦凍結し、母体の調整後胚移植）

Ｃ 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

Ｄ （採卵後）体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

Ｅ 受精できず（採卵し受精させたが、胚の分割停止等により中止）

Ｆ 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

採精
（夫）

受精

胚　移　植
妊娠の
判定

男性不妊治療（精子を精巣または精巣上体から採取するための手術）

治療内容
採卵ま
で

問い合わせ先 

健康福祉部 健康推進課 

ネウボラ推進室（地域母子係） 

電話576-3510 



【平成 30年６月１日定例会見】 
 

宿泊型の産後ケアをスタート 
  

本市では、妊娠期から就学前までの子育てを切れ目なく継続的に支援してい

くために、平成29年度からフィンランドの子育て支援を参考に「伊達市版ネウ

ボラ事業」を実施しています。 

平成30年度の新たな取り組みとして、産後の育児不安が強く、専門的なサポ

ートが必要な方への「宿泊型産後ケア」をスタートしました。 

 

１ 対象 

伊達市に住所がある出産後６カ月未満の母親と乳児で、育児不安があり専門

的なサポートが必要な方 

 

２ 支援内容 

  健康管理及び保健指導などの産後ケアを集中的に受けることで、安心して

子育てができるよう母子の心身の安定を図ります。 

市が委託した県内の助産院（４カ所）に宿泊し、以下のケアを受けます。 

  ・適切な授乳ができるための相談や指導 

  ・育児の手技（抱っこの方法やお風呂の入れ方等）についての相談や指導 

  ・産婦の健康管理及び生活面の指導 

 

３ 利用日数  原則５日以内 

 

４ 利用者負担 

１泊２日の場合：助産院に支払う金額は6,500円 

（３日目以降は１日当たり4,500円） 

  ※助産院の利用料金 

１泊２日 ６万3,000円（双子の場合 ６万5,000円） 

 

５ 申請方法 

・申請窓口は、健康福祉部健康推進課ネウボラ推進室（伊達市子育て世代包

括支援センター内）となります。 

・利用申請に基づいて審査した結果を、後ほどご連絡します。 

  

資料４ 

問い合わせ先 

健康福祉部 健康推進課 

ネウボラ推進室 

電話 573-5687 

 



ママの産後を応援します 

産後ケア事業のお知らせ 
 

 

出産後のママは赤ちゃんとの生活に慣れるまで心配なことや不安なことが 

尽きないと思います。そんな時はどうぞお気軽にご相談ください。 

伊達市は皆さんの子育てを応援しています。 

 

１ 産後ケアについて 

産後ケアには２つの種類があります 

種類 訪問型 宿泊型 

概要 産院を退院後、市の助産師

がお宅に訪問し、ご相談を

受付けます。 

産院を退院後、県内の助産院（４

か所）に宿泊しながら（最大５

日まで）ご相談を受付けます。 

 

対象者 産院退院後のママと赤ちゃ

ん（退院直後から概ね１か

月ころまで） 

出産後６か月未満のママと赤ち

ゃん（利用にあたっては条件が

あります。詳しくはお問い合わ

せください。） 

 

費用 無料 １泊２日  6,500 円 

３日め以降 4,500 円 

 

＊ご利用できるのは伊達市に住所がある方となります。 

 

２ 相談できること 

授乳の方法や育児の方法についてのお話し 

おっぱいの手入れ 

ママのからだのケア          など 

 

３ お問い合わせ・申し込み 

・ネウボラ推進室  ℡５７３－５６８７ 

・担当のネウボラ保健師の携帯電話 

ご出産後ネウボラ保健師がお電話を差し上げます。その際にもお申し込み 

いただけます。 

資料４_別紙 



【平成 30年６月１日定例会見】 
 

北畠顕家卿生誕 700周年記念事業 

  

本市のシンボル「霊山」ゆかりの南北朝時代の武将「北畠顕家」の生誕700年

を記念して、北畠顕家卿の生涯や南北朝時代の歴史、また本市固有の観光資源

「伊達氏発祥の地」などの魅力を全国へ発信します。 

 

１ 事業方針 

伊達の歴史に誇りを持ってもらい、後世に繋げるため３つのコンセプトで事

業展開する。 

①誇り「歴史再発見」 

北畠顕家卿の歴史を学び、市民が伊達市に誇りを持ち郷土愛を育む。 

②交流「機運の向上」 

ゆかりの地関係団体等と連携し、あらたな交流人口の拡大と歴史観光事 

業の活性化を図る。 

③誘客「全国へＰＲ」 

霊山ブランドの構築と全国への発信強化を図り、誘客促進事業を効果的

に加速させる。 

 

２ 記念事業のスケジュール 

イベント内容 場 所 開催時期 

【
誇
り
】 

文化企画展 

資料展示 
 第１期 戊辰戦争と伊達地方 
 第２期 霊山神社創建の歴史 
 第３期 北畠顕家と幻の陸奥国府 

保原歴史文化
資料館 

開催中～平
成 31年１
月まで 

市民ツアー 特別史跡多賀城跡を巡る。 多賀城市方面 時期未定 

コンテスト 霊山をテーマとした写真コンテスト ― 
審査会 
平成 31年 2
月（予定） 

植樹祭 
「市の木」のモデルにもなっている「駒止
めの松」の物語を後世に伝えるため、松の
植樹祭を行う。 

駒止めの松 
（保原町字八
幡台地内） 

10月 14日 

【
交
流
】 

文化講演会 
ゆかりの地との交流。 
基調講演（金谷俊一郎氏） 

伊達市ふるさ
と会館 

7月 28日 

歴史講演会 

第１期 北畠顕家と霊山 
保原市民セン
ター 

10月 14日 

第２期 南北朝・室町期の城館と北畠氏 未定 12月 8日 

【
誘
客
】 

イベント 
霊山の紅葉時期に併せて開催。濫觴の舞、
霊山太鼓、物産展、その他イベントなど 

りょうぜんこ
どもの村 

11月 4日 

誘客ツアー 
北畠ゆかり、伊達氏ゆかりの史跡等を巡る
本市の歴史探訪ツアー。 

市内巡り 10月予定 

資料５-１ 

 



【平成 30年６月１日定例会見】 
 

北畠顕家卿生誕 700周年記念事業 

シンポジウム開催 
 

北畠顕家卿生誕 700年周年記念事業として、歴史シンポジウムを開催します。 

各メディアでも活躍中の歴史コメンテーター・金谷俊一郎氏による講演会や、

北畠氏ゆかりの地である青森県青森市や三重県津市からパネリストを招いての

パネルディスカッションを通じて、市民が郷土愛を育む機会、更なる観光・文

化の振興、関係自治体との交流人口の拡大を図ります。 

 

１ 日 時  平成 30年７月 28日（土）13時 30分～16時（13時開場） 

 

２ 会 場  伊達市ふるさと会館ＭＤＤホール 

 

３ 定 員  先着 500人（自由席・入場無料） 

※来場特典：記念トートバッグ 

 

３ 内 容  （１）基調講演「   確認中    」 

         講師：金谷
か な や

 俊
しゅん

一郎
いちろう

 氏（右写真） 

【講師プロフィール】 

1967 年、京都府出身。歴史コメンテータ―。歴史作家。日本史

講師（東進ハイスクール）。「世界一受けたい授業」（日本テレビ

系）や「試験に出るコント」（ＮＨＫ）などのメディアや講演会

で歴史を分かりやすく伝える活動をおこなっている。 

        

（２）パネルディスカッション 

・コーディネーター 金谷 俊一郎 氏 

・パネリスト 

一戸
いちのへ

 善正
よしまさ

 氏（青森市浪岡商工会会長） 

           奥野
お く の

 友一
ともかず

 氏（津市多気北畠氏遺跡保存・活用協議会会長） 

                     大友
おおとも

 靖子
や す こ

 氏（保原歴史文化資料館運営委員会委員） 

         ・司会 生田
い く た

 未歩
み ほ

 氏（「歴女」、ナレーター） 

 ５ 申込方法 

   ６月 18 日から受付を開始します。市ホームページの申し込みフォーム、

または各総合支所から申し込みください。 

問い合わせ先 

産業部 商工観光課 

電話 577-3175 
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【平成 30年６月１日定例会見】 
 

オリジナル日本酒“初代朝宗”プロジェクト第１弾 

「酒米田植え体験イベント」 
  

市外から訪れた皆さんに、本市の魅力を知っていただくきっかけとなるよう

な新たな特産品として、今年２月に伊達氏の初代当主「伊達朝宗」の名を冠し

たオリジナル日本酒「初代朝宗 大吟醸」を商品化しました。 

今年度は、伊達市産の酒米と水を使用した純米吟醸酒の商品化に向けて、日

本酒づくりに関わる体験イベントを予定しています。 

６月３日に、その第一弾として「初代朝宗プロジェクト 酒米田植え体験イ

ベント」を開催します。 

 

１ 酒米田植え体験イベント 

（１）日 時  平成 30年６月３日（日）10時～12時 

      （集合場所：９時 30分 伊達市役所本庁舎正面） 

（２）場 所  伊達市保原町字舟橋地内（保原学校給食センター南側の水田） 

（３）参加者  先着順 30名 

        ※当日参加も可能です。汚れてもよい服装、着替え、長靴、

軍手、タオル、帽子、雨具、飲み物を持参してください。 

（４）酒米の種類 「夢の香」 

 

２ 今後予定している体験イベント 

 （１）酒米稲刈り体験    平成 30年 10月予定 

 （２）日本酒完成・披露会  平成 31年２月予定 

 

 

資料６ 

問い合わせ先 

産業部 農政課 

電話 577-3173 
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