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児童手当と特例給付（※）の支給日は、
10 月 5 日㊎です。6～ 9 月分が振り

込まれますので、指定口座をご確認ください。

※�所得制限により児童手当が支給されない人
には、特例給付が支給されます。

指定の口座をご確認ください

児童手当の支給日は10月5日

問�こども支援課子育て支援係　☎577-3128

▼児童手当などの支給額（1人あたり）

対象 支給額（月額）
3 歳未満　 1 万 5,000 円

3 歳以上
第 1・2 子 1 万円
第 3 子以降   1 万 5,000 円

中学生 1 万円
特例給付 5,000 円

平成26年度からスタートした「元気づ
くり会」の実施会場が 100 を達成し

たことを記念し、シンポジウムを開催します。

[ 日時 ]　�10月26日㊎　13時 30分～16時
[ 会場 ]　伊達市ふるさと会館

元気なまちシンポジウムを
開催します
「元気づくり会」100 会場達成記念 [ 内容 ]　第 1部　基調講演

講師：大平利久さん（（一社）元気づくり大学学長）
第2部　パネルディスカッション
パネリスト：須田博行市長、小笠原正志さん
（下関市立大学准教授）、浜田靖彦さん（元気
なまち協創日本代表）

問��健幸都市づくり課元気づくり係　☎575-1148

今年度からの変更点
多子世帯の接種費用の負担を軽減するため、
同一世帯内で３人目以降に該当する場合は、
2,000 円助成します。

[ 助成期間 ]　�10月1日㊊～12月28日㊎

小児・妊婦インフルエンザ
予防接種費用の一部助成
流行する前に予防接種を受けましょう

対象（接種日現在で下記に該当する人） 助成額 必要なもの

①妊婦
対象者 1 人につき 1,000 円

・健康保険証
・母子健康手帳② 6 カ月児～ 15 歳（中学 3 年生）以下

③多子世帯
（②に該当する人のうち、世帯内 3 人目

以降の人）
対象者 1 人につき 2,000 円

・健康保険証
・母子健康手帳
・  予診票 ( 予診票は健康推進課で
交付します。事前に交付を受け
るか、電話でご連絡ください）

④生活保護受給者で①・②に該当する人
医療機関の定額料金

（上限あり）

・母子健康手帳
・ 生活保護受給者であることの証

明書

※ 13歳未満で 2回接種する場合は、1回目のみ助成します。

問��健康推進課健康企画係　☎ 575-1116

[ 接種方法 ]　予診票は医療機関に備え付けて
あります。直接、医療機関に予約して接種し
てください（ただし、下表③の場合を除く）。
[ 実施医療機関 ]　健康推進課または各医療機
関にお問い合わせください。
※�実施医療機関以外で接種した場合は、平成
31年1月18日㊎まで助成の申請ができます。

問�総合政策課地域創生係　☎575-1142

８月28日、保原本庁舎で伊達市地域創
生有識者会議を開催しました。

　帝京大学教授の内
ない

貴
き

滋さんをはじめ、有識
者 9人が出席し、平成 28年 1月に策定した、
「伊達な地域創生戦略」の事業の実績状況の
検証や、平成 31年度に向けた取り組み予定

事業の検証と来年度の取り組みを協議

伊達市地域創生有識者
会議を開催しました

問�水道総務課総務係　☎ 577-3283

８月27日、伊達市水道運営審議会会長
の奥本英樹さんと副会長の髙橋幸吉さ

んが、須田博行市長に答申書を手渡しました。
　同審議会では、人口減少に伴う水道料金収
入の減少などで水道事業の経営環境が厳しさ
を増す中、事業経営の健全化や効率化、継続
したサービス向上を目指して、業務を包括的

民間委託導入について意見をいただきました

水道運営審議会から
答申書が提出されました

に民間業者に委託することについて審議を重
ねてきました。
　市では、審議会の意見を踏まえ、民間委託
の導入について委託業務範囲や業者選定方法
などを検討していきます。

答申書を手渡す
奥 本 さ ん（ 中 央 ）
と髙橋さん（左）

内容などを協議・意見交換しました。
　会議では、「自分の地域の強みを生かした
事業を進め、アピールすることが有用」など
の意見が出されました。

問�社会福祉課地域福祉係　☎ 575-1264

右記の2地区について、民生委員を新た
に委嘱しました。任期は、前任者から

の引き継ぎになるため、平成 31年 11月 30
日までです。

任期は平成 31年 11 月 30 日まで

民生委員の異動のお知らせ

民生委員は児童委員を兼ねており、子どもに
関わる相談支援活動も行います。

担当地区 委員名（敬称略）

梁川 柳田 橘　智行

保原 東畑、泉畑１・２ 菅野　智恵子
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健幸ポイントカードを
ご持参ください。
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問�伊達市梁川美術館　☎ 527-2656

伝統工芸体験講座
「伊達組子のコースター作り」
[日時 ]　10月 20日㊏　10時～12時
[ 会場 ]　伊達市梁川美術館
[ 定員 ]　20 人（先着順・小学生以上）
[ 参加費 ]　1,500 円　　　　
[ 申込方法 ]　伊達市梁川美術館に直接または
電話で申し込んでください（10月 2日㊋ 10
時から受付開始）

伝統工芸を体験しませんか

伊達組子のコースター作り
行政情報の開示状況のお知らせ
情報公開・個人情報保護制度の運用状況

平成29年度における情報公開・個人情
報保護制度に基づく市の運用状況は下

表のとおりです。なお、表1,2ともに請求件

請求件数
決定区分ごとの件数

取下げ
全部開示 部分開示 不開示 請求却下

39 16 18 0 5 1

▼表 1　行政情報の開示状況

請求件数
決定区分ごとの件数

取下げ
全部開示 部分開示 不開示

2 0 1 1 0

▼表 2　自己に関する個人情報の開示状況

数には取下げ件数を含んでいません。
　また、自己に関する個人情報の訂正請求
および利用停止請求は 0件でした。

問�総務課文書法規係　☎575-1111

検索伊達市  市営住宅

問�管理課管理係　☎ 577-3147

12 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（清水ヶ丘団地のみ単身でも可）。
※その他要件があります。

市営住宅の入居者を募集
申込期間は 10月 9日㊋～ 12 日㊎

地域 団地名 条件

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、4階 1戸（3LDK）　駐車場 1台分あり��1,800 円

伊達 滝前団地 2階 1戸（3DK）駐車場なし

霊山 谷津団地 2階 1戸（3LDK）　駐車場あり��1,000 円

月舘
岩内団地 2階建て 1戸（3DK）駐車場あり

清水ヶ丘 平屋建て 1戸（3DK）駐車場あり

[ 月額家賃 ]　5,500 円～�4 万 4,300 円
※住宅と収入などにより決定されます。
[ 申込期間 ]　10 月 9日㊋～ 12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。

第 1回　北畠顕家と霊山
[ 日時 ]　10 月 14日㊐　13時～ 17時
[ 会場 ]　保原市民センター
[ 講師 ]　伊藤喜良さん（福島大学名誉教授）、
岡野友彦さん（皇學館大学教授）

北畠顕家生誕 700 周年記念

歴史文化講演会を開催

第 2回　南北朝・室町期の城館と北畠氏
[日時 ]　12月 8日㊏　13時～17時
[ 会場 ]　梁川中央交流館
[ 講師 ]　竹井英文さん（東北学院大学准教
授）、工藤清泰さん（元青森県考古学会会長）、
鈴木功さん（白河市建設部理事兼建設部次長）問�文化課文化財係　☎ 577-3221

事前申し込み不要、参加無料（希望者のみ資料代 500 円�）です。 10 月 15 日㊊～ 21 日㊐は行政相談週
間です。期間中、役所や特殊法人に

対する意見や要望などを行政相談員に相談で
きる特設行政相談所を開設します。相談は無
料で秘密は厳守されます。

特設行政相談所 ( 予約不要 )

[ 日時 ]　�10 月 15日㊊�
13 時 30 分～ 15時 30分

[ 場所 ]　伊達福祉センター　
定例行政相談会もご利用ください
[ 日時 ]　10月1日㊊、11月5日㊊�
���������������10時～12時
[ 場所 ]　保原本庁舎 1階　大会議室問�秘書広報課広報広聴係　☎ 575-1113

秋の行政相談週間
10月 15 日㊊に特設相談所を開設します

1年に 1回程度検査しましょう

井戸水などの水質検査

問��生活環境課環境係　☎ 575-1228�
福島県県北保健所　☎ 534-4304

井戸水や湧水、沢水などを生活用水とし
て使用し、その衛生を確保するために

は、適切な管理が必要です。使用している井
戸水などが安全であるか、飲用に適している

かを確認する方法として、水質検
査があります。１年以内ごとに１
回程度、水質検査を実施して飲用
水として安全であることを確認す
ることも必要です。

※�検査手数料は検査機関や検査項目により異
なり、検査依頼者の自己負担となります。
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秋の霊山に登りませんか

霊山市民登山の参加者募集

真っ赤に色づいた紅葉を眺めながら、霊
山を散策しませんか。山頂で芋煮を食

べ、下山後はりょうぜん紅彩館で入浴も楽し
めます。ぜひご参加ください。

[ 日時 ]　  10 月 28 日㊐�
７時 50分集合�
８時出発

[ 集合場所 ]　霊山登山口駐車場
[ 参加費 ]　1,000 円　　　　
[ 申込方法 ]　10月 22日㊊までに
参加費を添えて霊山中央交流館に
申し込んでください。
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問�霊山中央交流館　☎ 586-1314

組子細工とは
　釘を使わずに木と木を
組み合わせて様々な模様
を表現する伝統技術です。
1000 分の１mm単位の
精度で木材を加工し、熟

練した職人だけが作り出すことのできる匠の
技です。当日は、平成25年度の「現代の名工」
に選出された、白井木工所（保原町）�白井司
一さんを講師に迎えます。
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