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保育士、放課後児童クラブ
補助員などを募集します
あなたの資格を生かしませんか

保育士、放課後児童クラブ補助員などの嘱託職員を募集します。勤務時間などの詳細は、市
ホームページまたはハローワーク求人票をご覧ください。

[雇用期間 ]　全職種とも8月1日～平成31年3月31日　※勤務開始日は相談の上決定します。
[ 加入保険 ]　社会保険、雇用保険、災害補償保険
[ 申込方法 ]　 履歴書に資格証の写しを添えて、7月20日㊎までにこども育成課(梁川分庁舎3階)

に持参、または郵送してください。
　　　　　　 郵送先：〒 960-0792　梁川町青葉町 1番地　伊達市役所こども育成課

検索伊達市  嘱託職員

※ 1：担当業務・勤務先は実務経験などを踏まえ決定します　　※ 2：実務経験が 3年未満の人は 16万 3,400 円
※ 3：実務経験が 3年未満の人は 1,006 円　　　　　　　 　　  ※ 4：社会保険（厚生年金健康保険）適用なし

職種 職務の内容 採用人数 勤務場所 必要な資格 勤務条件

保育教諭
保育士
（※ 1）

園児の保育業務（副担
任、一時預かりなど） 3人程度

市立認定こども園、
保原保育園（分園を
含む）のいずれか 幼稚園教諭免許、

保育士資格
※ 保育士資格必須

週 38.75 時間勤務
月給 18万 6,900 円（※ 2）
副担任手当月額 7,500 円

保育教諭
（預かり保育）

教育時間後、土曜およ
び長期休業期間の保育
業務

2人程度 市立認定こども園 週 30時間勤務
時給 1,148 円（※ 3）

放課後児童
クラブ補助員
（長時間・
短時間  ※ 4）

放課後、土曜および長
期休業期間の小学生の
保育業務

長時間：
3人程度

短時間：
2人程度

放課後児童クラブ
11 カ所のうちいず
れか

なし
※ 有資格者を優先

長時間：週 27.5 時間勤務
短時間：週22時間程度勤務
時給 929 円

問 こども育成課　☎ 577-3141
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９月 1日から入居可能です。詳しくは管
理課（梁川分庁舎 2階）および各総合

支所で配布している申込案内、または市ホー
ムページをご覧ください。

[ 入居資格 ]　収入が伊達市営住宅等条例で定
められた金額以下であり、同居する親族がい
る人　※その他要件があります。

市営住宅の入居者を募集します
申込期間は 7月 10 日㊋～ 13 日㊎

地域 団地名 条件

保原 泉町団地 3階 2戸（3LDK）　駐車場 1台分あり  2,000 円

梁川
南本町団地 1階 1戸、3階 2戸（3DK）　駐車場 1台分あり  1,800 円
梁川駅前団地 1階 1戸、2階 1戸（3LDK）　駐車場 1台分あり  1,800 円

伊達
沢田第二団地 2階 1戸（3DK）　駐車場なし
滝前団地 2階 1戸（3DK）　駐車場なし

月舘 岩内団地 2階建て 1戸（3DK）   駐車場あり

検索伊達市  市営住宅

問 管理課管理係　☎ 577-3147

[ 月額家賃 ]　1 万 3,000 円～ 4万 7,400 円
※住宅と収入などにより決定されます。
[ 申込期間 ]　7 月 10 日㊋～ 13日㊎
[ 申込方法 ]　管理課に必要書類（住民票、
課税証明書など）を提出してください。

特別市営住宅（中所得者層向け）
入居者を随時募集しています。詳しくは市
ホームページをご覧ください。
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問 秘書広報課広報広聴係　☎ 575-1113

国などの役所や特殊法人に対する苦情や
意見、要望などを行政相談員に相談で

きる定例行政相談会を開催しています。

行政相談員とは
　総務大臣が委嘱した有識者で、住民の皆さ
んから国の行政全般に関する意見や要望を受
け付け、その解決を促すように相談に応じて
います。

定例行政相談会のお知らせ
お気軽にご相談ください ▼時間は各日 10時～ 12 時。予約は不要です。

開催日 会場

7 月 2日㊊ 保原本庁舎 1階  相談室

8月 6日㊊ 保原本庁舎 2階  委員会室２

9月 3日㊊ 保原本庁舎１階  大会議室

10月 1日㊊ 保原本庁舎１階  大会議室

11月 5日㊊ 保原本庁舎１階  大会議室

12月 3日㊊ 保原本庁舎 1階  相談室

2月 4日㊊ 保原本庁舎 1階  相談室

3月 4日㊊ 保原本庁舎 1階  相談室

相談は無料で、秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。

【伊達】
佐々木  義伸さん

【梁川】
中木  由美子さん

【保原】
浦山  公一さん

【霊山・月舘】
齋藤  美和さん

行政相談員の皆さん

検索伊達市  入札参加資格申請

平成30年度に市が発注する業務の入札
参加資格申請の追加受付を行います。

詳細は市ホームページをご覧ください。

[ 対象 ]　
① 市建設工事等入札参加資格者名簿に登録さ
れていない事業者

② すでに市建設工事等入札参加資格者名簿に
登録されており、登録されている部門以外
への名簿登録を希望する事業者

受付期間は 7月 2日㊊～ 17 日㊋

入札参加資格審査の追加受付

問 契約検査室契約検査係　☎573-9150

[ 申請項目 ]　建設工事、測量設計等業務、
物品製造等業務、管理委託業務
[ 資格の有効期間 ]　
10 月 1日㊊～平成 31年 3月 31日㊐
[ 申込方法 ]　
7 月 2日㊊～ 17 日㊋の間に、必要書類を契
約検査室（保原本庁舎 2 階）に持参または
郵送してください。※受付は土日・祝日を除く
9時～17時
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伊達・保原地域の一部には、小学校通学
区域の特例があります。来年 4月に小

学校入学予定で、特例対象の小学校に入学を
希望する場合は、申請書を提出してください。
該当者には７月中旬に申請書を郵送します。

小学校通学区域の特例
伊達・保原地域の一部が対象 [ 対象 ]　来年4月に小学校に入学予定で、住

民票の住所が下表の地区・地番に該当する人
[ 提出期限 ]　7月 31 日㊋までに学校教育課
（梁川分庁舎２階）に申請書を提出してくだ
さい。

問 学校教育課庶務管理係　☎ 577-3249

▼伊達・保原特例区一覧

指定校 特例校 地区 地番

上保原小 保原小 保原町字旭町 20番地～ 29番地 2､ 31 番地、32番地 1、
35番地 1,3,4、64 番地 1,2

大田小 保原小

保原町大泉字道城場、大地内、菖蒲沢 全地区

保原町大泉字大舘
1番地 1～ 9番地 12、14番地～ 15番地 2、
41番地 1～ 42番地 2、44番地 1～ 54番地、
56番地 1～ 56番地 4

保原小 上保原小 保原町字油谷地、京門 全地区

保原小 柱沢小 保原町字村岡、岡代 全地区

伊達東小 保原小 伏黒字中古川、薬師堂、古屋敷、本小幡、
川前、向川原、上川原、土手西 全地区

※   保原小に通学した場合は桃陵中に、上保原小・柱沢小に通学した場合は松陽中に進学することになります。

　日曜検診は地域に関係なく受診できますの
で、平日に受診できない人は 7月 29日㊐に
受診してください。

問 健康推進課地域成人係　☎ 576-3736

住民検診を実施します
早期発見、早期治療が大切です

対象者には必要な書類を 5月下旬から配
付しています。受診を希望する人で、

書類が届かない場合は健康推進課までご連絡
ください。

▼検診日程（7月実施分。月舘、保原地域以外の人も受診できます）

地域 会場 日程 受付時間 検診内容

月舘 月舘保健福祉センター 7月 9日㊊～ 12日㊍ 　8時～ 10時 30分

　特定健診
　後期高齢者健診
　健康診査
　肺がん検診
　大腸がん検診
　前立腺がん検診
　肝炎検診
　骨粗しょう症検診
　胃がん検診（※）

保原

富成地区交流館 7月 17日㊋ 　8時 30分
　　～ 10時 30分

　13時 30分
　　　　  ～ 15時

柱沢地区交流館 7月 18日㊌

大田地区交流館 7月 19日㊍、20日㊎

上保原地区交流館 7月 23日㊊～ 25日㊌

保原市民センター

7 月 26 日㊍、27 日㊎、
30日㊊、31日㊋

　8時～ 10時
　13時 30分 ～ 15 時

7月 29日㊐
日曜検診

　8時～ 10時
　13時 30分 ～ 14 時 30分

※胃がん検診は、月舘地域と日曜検診の午前中に実施します。

◆ 大腸がん検診の「検体容器」は、保原保健センター、国保年金課（保原本庁舎 3階）、各総合支所で
配布しています。受診せず不要となった検体容器は、検診会場または配布場所に返却してください。
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来年度の固定資産税を課税するため、
今年中に新築・増築された家屋の調査

を行っています。調査日時は事前に文書で連
絡します。
　間取りなどを確認するため、各部屋を見せ

調査にご協力をお願いします

新増築家屋の調査

ていただきます。資料の提供や家屋の案内な
ど、調査にご協力をお願いします。
　なお、家屋を取り壊したときは、「家屋取
り壊し届出書」の提出が必要となりますので
お申し出ください。

問 税務課資産税係　☎575-1235

検索伊達市  インターネット公売

市税などの滞納処分により差押えた動産
（テレビ、DVDなど）や不動産をイン

ターネットで公売します。

[ 入札参加の申込受付期間 ]　
7 月 5日㊍ 13時～ 7月 23日㊊ 23時

申込受付は 7月 5日㊍～ 23 日㊊

インターネット公売のお知らせ

問 収納課収納係　☎575-1231

　詳細は市ホームページ、または受付期間内
の「ヤフー官公庁オークション」の伊達市の
ページをご覧ください。

第 39回　三浦弥平杯ロードレース大会
[ 日時 ]　10月 21日㊐　８時25分スタート
[ 場所 ]　梁川分庁舎前スタート・ゴール
[ 参加料 ]　
小・中学生 1,000 円、高校生・史跡めぐり
ウォーク 1,500 円、一般・親子 3,000 円

第39回三浦弥平杯ロードレース
大会の参加者を募集します
参加申し込みは 9月 4日㊋まで

梁川町白根出身で、福島県初のオリン
ピック選手となった故三浦弥平氏の功

績をたたえる大会です。ぜひご参加ください。

問  大会実行委員会（伊達市スポーツ振興公社）　☎597-8015

▼種目一覧

※ ウォークの部（新
設）は、史跡をめぐ
りながらゆっくり歩
くコースです。

種目 対象

1km 小学１年生以下の親子（4歳以上）、小学２年生

2km 小学３年生～６年生

3km
中学女子・高校女子・一般女子、一般男子（60
歳以上）

5km 中学男子、高校男子・女子、一般男子・女子

10km 高校男子、一般男子・女子

ハーフ（21.0975km） 一般男子・女子

史跡めぐりウォーク（５km）※ 誰でも参加可

[ 申込期間 ]　６月 27日㊌～９月４日㊋
[ 申込方法 ]　①～③いずれかの方法で申し込み
① 申込用紙（払込取扱票）に必要事項を記入
し、参加料を添えて伊達市スポーツ振興公
社（保原総合公園内）か梁川体育館に持参。
※受付：平日8時 30分～ 17時 15分

② 申込用紙（払込取扱票）に必要事項を記入し、
郵便局で参加料を振り込む。

③ エントリーセンター「ランネット」（ランニ
ングポータルサイト）から申し込む。
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[ 期間 ]　7月 10日㊋～ 8月 19日㊐
※会期中の休館日： ７月17日、23日、30日、

８月６日、13日
[ 会場 ]　伊達市梁川美術館
[ 入場料 ]　一般 600 円、中高生 300 円、

水森亜土～アドちゃんの
クリエイション展
7月 10日㊋から梁川美術館で開催

イラストレーター、水森亜土さんの絵本
やイラストの原画などを展示します。

問  伊達市梁川美術館　☎ 527-2656

©Ado Mizumori

小学生 100 円、幼児無料
※ 本展覧会のチラシ持参で 100 円引き。障が
い者手帳を提示で本人とその介添え者１人
まで無料

プールとクールチョイスで暑さをしのごう

夏を涼しく乗り切ろう

② COOL  CHOICE（クールチョイス）で夏をエコに過ごそう
　2030 年度の温室効果ガスの排出量を 2013 年度比で 26％削減するという目標達成のために、省エネ製品・
サービス・行動など、温暖化対策のために「賢い選択」を促す国民運動です。

■冷房は室温が 28度になるように
・ 室温が 28 度程度になるよう、冷房の温度設定を
調節しましょう。
・ 30 分～ 1時間程度、部屋を空ける時は、冷房を
つけたままにする方が電気代の節約になります。
・長時間部屋を空ける時は、電源を落としましょう。

■「クールシェア」で涼しさを分け合う
　クールシェアとは、複数のエアコン使用をやめ、
なるべく１部屋に集まったり、図書館などの涼しい
場所へ出かけたりすることで涼しさを分け合う考え
方です。温暖化対策になるだけでなく、電気代の節
約にもなります。

問 生活環境課環境係　☎575-1228

①暑い夏はプールに行こう
■梁川プール（屋外）　7月 1日㊐オープン
[ オープン期間 ]　7 月 1日㊐～ 8月 26日㊐
ナイター営業（18 時～ 20 時）は 7 月 21 日㊏
～ 8月 26日㊐
[ 休館日 ]　月曜日（休日の場合は翌日）
[ 屋外プール利用料 ]　
一般 200 円、高校生 100 円、中学生以下無料

■ 梁川プール（屋内）、保原プール
天気を気にせず通年で利用できます。
[ 休館日 ]　月曜日（休日の場合は翌日）、年末年始
[ 利用料 ]
一般 400 円、高校生 200 円、中学生以下無料

臨時休館のお知らせ
　7月 29日㊐の午前中は、梁川プール（屋内・屋外）
は休館となります。

■ 各プール共通
・ 小学３年生以下の子どもは、必ず保護者が付き
添ってください。18時～ 20 時の利用は中学生
以下も保護者の付き添いが必要です。 問 梁川プール  ☎ 577-4161、 保原プール  ☎ 572-7222

▼利用時間（各プール共通）　2時間ごとの総入れ替え制

※  4 回目は、梁川プール（屋外）はナイター期間のみ。

回 時間

1 回目 10時～ 12時

2回目 12時 45分～ 14時 45分

3回目 15時 15分～ 17時 15分

4回目（※） 18時～ 20時

「海の日」は市民プール無料開放

　7 月 16 日㊊は梁川プール（屋内・屋外）、保原
プールを無料で開放します。
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経済的な理由などで国民年金保険料の納
付が困難な場合は、保険料の納付が免

除・猶予となる「保険料免除制度」や「保険
料納付猶予制度（50歳未満の人）」を利用で
きます。

[ 受付開始日 ]　7 月 2日㊊
[ 免除・猶予の対象期間 ]　
平成 30年７月分～平成 31年 6月分

[ 申請方法 ]　
国保年金課（保原本庁舎 3階）、各総合支所
に下記の必要書類などを持参して申請してく
ださい。
[ 必要なもの ]　
印鑑、身分証、年金手帳。失業を理由とする
申請の場合は、雇用保険受給資格者証または
雇用保険被保険者離職票。

問 国保年金課給付係　☎575-1198

納付が困難な人は申請しましょう

国民年金保険料の免除申請

◆ 成人の風しん予防接種
　成人を対象に、風しんワクチンの予防接種
費用を助成します。

自分のため、家族のために受けましょう

予防接種を受けましょう

予防接種で未来の赤ちゃんを守ろう
　妊娠中、特に妊娠初期の女性が風しん
にかかると、赤ちゃんにも感染し、耳が
聞こえない、目が見えにくいなど「先天
性風しん症候群」という病気にかかって
しまうことがあります。風しんの予防接
種を受けましょう。

[ 対象 ]　接種日に 20 歳～ 49 歳の人で、今
までに助成を受けたことがない人
[ 助成額 ]　全額（無料で接種できます）
※ 妊娠中は風しんの予防接種を受けることが
できません。パートナーに予防接種を受け
てもらいましょう。詳しくは市ホームペー
ジをご覧ください。

予防接種の種類 標準的な接種年齢

麻しん（はしか）
風しん

第１期：1歳～ 2歳未満の幼児
第２期：就学前の年長児（平成 24年 4月 2日～平成 25年 4月 1日生まれ）
※今年は沖縄県で麻しん患者が発生し、感染が流行しています。
　対象年齢になったら、確実に２回接種しましょう。

二種混合
（ジフテリア・破傷風） 小学 6年生（平成 18年 4月 2日～平成 19年 4月 1日生まれ）

日本脳炎
第 1期：3歳から 7歳半の間に 3回
第 2期：小学 4年生（平成 20年 4月 2日～平成 21年 4月 1日生まれ）

◆ 夏休みを利用して予防接種を受けましょう
　予防接種はそれぞれ接種対象期間が決まっています。お子さんの病気を予防するため、母子
健康手帳で受け忘れがないかを確認しましょう。

[ 接種期間 ]　年間を通して接種できますが、早めに予防接種を受けましょう。
　　　　　　※接種対象年齢から外れると自己負担となりますのでご注意ください。
[ 接種方法 ]　かかりつけの医療機関で事前に予約してください。
[ 準備するもの ]　母子健康手帳、予診票　

問 健康推進課健康企画係　☎ 575-1116
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