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市役所保原本庁舎は【 議会棟 】
【 中央棟（現：本庁舎）】【 東棟
（増築棟）】の 3 つの棟に分けて

案内します。文章中にある棟の
場所は、上記を参考にしてくだ
さい。各部署の配置は、4 ～ 5㌻
をご覧ください。
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問 総合政策課政策調整係　☎ 575-1142

福 島圏域 11 市町村による広域連携を進
める「福島圏域連携推進協議会」を

11 月 19 日に設立しました。
　伊達市、福島市、二本松市、本宮市、桑折町、
国見町、川俣町、大玉村、飯舘村、宮城県白
石市の 10 市町村のほか、オブザーバー（議
決権はないが、参加できる）として山形県米
沢市が参画します。この協議会は、人口減少・
少子高齢化に伴う諸課題に対し、近隣市町村
が連携して、相互に補完しあいながら事業を
推進することで、持続的な発展と地域の活性
化を図ることを目的とします。
　会長は木幡浩福島市長が務め、総会の中で

「協議会設立を機に市町村の結びつきをいっ
そう強め、広範囲の地域活性化と連携事業を
さらに推進していきたい」と表明しました。

福島圏域のデータ
人口：約 60 万人
面積：約 2,818㎢

広域連携を強力に推進します

福島圏域 11 市町村による
協議会を新たに設立

　今後は、観光連携事業や移住定住促進事業、
自治体職員合同研修、オリンピック・パラリ
ンピック関連事業などを連携して実施し、新
たな連携事業や体制について協議を進めてい
きます。

協議会に参画する各自治体の首長
（左から 4 番目が須田市長）
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問 収納課管理係　☎ 575-1232

11 月 13 日、福島税務署管内納税表彰
式が行われました。

　租税教室などの租税教育に長年取り組んで
きたことが認められ、伊達小学校が仙台国税
局長、梁川中学校が福島税務署長から感謝状
が贈られました。また、福島小売酒販組合の
理事を長年務めている、霊山町の高橋善伴さ
んに感謝状が贈呈されました。

長年の租税教育が評価

伊達小、梁川中に税務署から
感謝状が贈られました

伊達小学校の三村隆二校長

梁川中学校の高橋卓夫校長
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市が所有する宅地を一般競争入札により
売却します。入札に関する詳しい内容

は、市ホームページをご確認ください。

[ 受付期間 ]　1 月 18 日㊎～ 2月 1日㊎
8時 30分～ 17時　※土日を除く
[ 受付場所 ]　財政課管財係（東棟 2階）
[ 申込書類 ]　申込書などは、財政課または
市ホームページから入手してください。
[ 入札日 ]　2 月 22 日㊎
[ 入札場所 ]　東棟 4階　408 会議室

市有地を売却します
申込受付は 1月 18 日㊎～ 2月 1日㊎

107
101

101

31

31

321

102

102

〒

卍

大枝小
山舟生小

白根小

安禅寺

五十沢郵便局

梁川八幡神社

大枝城跡

阿武
隈川 阿

武
隈
急
行
線

ヨーク

食堂桜華楼

国見町

山舟生くぼた
あじさい公園

梁川駅

やながわ希望の
森公園前駅

富野駅

梁川高
粟野小

梁川小

梁川病院

コープ
マート

梁川分庁舎

JA東大枝支店

昭栄堂

中
川
梁

川
瀬
広

102

122

兜駅

消防署

349

五十沢小

349

349

ベニマル

消防署

希
望
ケ
丘

中
央
公
園

もり医院

101

物件番号１

物件番号 5

物件番号 4

物件番号 3

物件番号 2

◇物件案内図

◇売払物件
[ 所在地 ]　伊達市梁川町希望ケ丘
[ 用途地域 ]
物件番号 1：市街化区域　第一種住居地域
物件番号 2～ 5：  市街化区域  第一種低層住

居専用地域
[ その他 ]　
やながわ希望の森ニュータウン建築協定あり

物件番号 所在地（地番） 面積 予定価格
1        97 番 3 338.52㎡ 694 万円
2 　103 番 2 292.61㎡ 591 万円
3 　103 番 6 292.92㎡ 639 万円
4 　126 番 2 277.09㎡ 587 万円
5 　159 番 251.23㎡ 533 万円

※ 各物件は現況のままでの引渡しとなります。
入札参加前に必ず現地を確認してください。

検索伊達市  市有地売却

問   財政課管財係　☎ 575-1189
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働き盛り世代の人は、仕事や子育てなど、
社会や家庭で担う役割が大きい一方、

多忙のあまり偏った食事や運動不足に陥りが
ちです。
　市では、働き盛り世代の皆さんの職場に出
向き、日頃の生活習慣を一緒に振り返る健康
講話や相談会などを実施しています。従業員
の皆さんの健康づくりにご活用ください。

働き盛り世代の健康づくりを
応援します
保健師、栄養士が職場に伺います

[ 利用方法 ]　健康推進課にご連絡ください。

問 健康推進課地域成人係　☎ 576-3736

10 月 14 日、伊達貨物運送㈱で
健康講話などを実施しました
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気温が氷点下になる場合や、長期間水道
を使用しない場合は、水道が凍結しや

すくなります。事前に凍結事故防止対策を行
いましょう。

◇凍結事故防止対策
① 外にある蛇口に布切れなどを巻き、外気に
直接触れないようにしましょう。

② むき出しの水道管やメーターボックス内に
は、配管保温材などで水がしみこまないよ
うにしましょう。

③ 氷点下の予報が出た夜や、旅行などで長期
間使用しない場合は、水抜き栓による水道
管の水抜きを行いましょう。

④ 蛇口から少量の水を流しておくことで凍結
を予防することができます。

水道の凍結に注意！
凍結事故の防止対策を行いましょう

問    施設工事課施設係
☎ 577-7213（12 月 28日まで）
☎ 573-5038（1月 4日から）

水道管が凍ったときは
　凍ってしまった場所にタオルなどを巻き、ぬるま湯（※）
をかけてゆっくり溶かします。それでも溶けない場合は、
市指定給水工事店、または漏水事故修理当番店（26㌻掲載）
にご連絡ください。

※ 直接熱湯をかけると、急激な温度変化で水道管が破裂
する場合があります。

凍った場所にタオルなどを巻く

必ずぬるま湯をかけてゆっくり溶かす
空き家などの漏水に注意！

　空き家や使用していない水道の元栓（止水栓）を開け放しにしておくと、凍結により水道管など
が破損し、漏水する場合があります。漏水していることに気づかず、使用水量が増加し、水道料金
が高額になる事例が発生していますので、水道を長期間使用しない場合は、元栓を閉めるか凍結事
故防止対策を行いましょう。
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３月 1日から入居可能です。詳しくは管
理課（中央棟 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 1月 8日㊋～ 11 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
新田団地 1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

検索伊達市  市営住宅

問   管理課管理係
 ☎577-3147（12月28日まで）
☎ 573-5064（1月 4日から）

[ 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 ]　1 月 8日㊋～ 11日㊎
[ 申込方法 ]　管理課または各総合支所に必
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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伊達市消防団では、一年の無火災への願
いを込めて消防出初式を実施します。

式典の開催に伴い、会場周辺の道路が交通規
制となりますので、皆さんのご協力をお願い
します。

消防団出初式に伴う交通規制（右図参照）
[ 日時 ]　1月6日㊐　13時～15時 30分
[ 場所 ]　 陣屋通りおよび周辺道路

※ 式典終了まで保原体育館およびチンチン電
車広場が全面駐車禁止となります。

出初式に伴う交通規制
陣屋通りが交通規制となります

問   消防防災課消防係　☎ 575-1222

保原高

150

保原体育館

規制区間

★

伊達市役所

保原郵便局

349

交通規制区間
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発達が気になる子のかかわり方や自立な
ど、日頃悩んでいることをお話しでき

る「相談カフェ」を実施します。伊達市自
立支援協議会こども部会「親の会」の保護者
が経験をもとにお話を伺います。

[ 日時 ]　1 月 24 日㊍　10時～ 12時
[ 場所 ]　 伊達ふれあいセンター多目的ホール

※託児サービスあり
[ 対象 ]　0 歳～ 18歳までの発達が気になる
子の保護者など

お子さんの発達に関する
相談カフェを開催します
子育ての悩みをお話してみませんか [ 主な相談内容 ]　

・誰かに話を聞いてほしい
・  気持ちの切り替えが難しい子どもや、落ち
着きがない多動傾向の子どものかかわり方
・ 支援の必要な子どもの進学・就職について
・ 療育について
・思春期について　
※ 相談は無料（予約不要）で、相談内容や個
人情報は厳守されます。

問    こども支援課
☎ 577-3128（12 月 28日まで）
☎ 573-5652（1月 4日から）
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社会保険に加入中の人で、国民健康保険
（国保）にも重複して加入している人

へ「国民健康保険脱退手続き勧奨通知」を 1
月中旬に送付します。
　手続きをしないと、国保税が課税されたま
まとなります。社会保険証がお手元に届き次
第、国保の脱退手続きをしてください。

[ 手続きに必要なもの ]　
・来庁者の身分証明書
・  新しく加入した社会保険の保険証（手続き
する人全員分）
・印鑑
・今までお使いの国民健康保険証
・国保脱退手続き勧奨通知（届いた人のみ）
[ 届出先 ]　
国保年金課、各総合支所
※国保年金課は中央棟 1階に移転しました。

国保脱退手続き勧奨通知を
送付します
忘れずにお手続きをお願いします

問   国保年金課給付係　☎ 575-1198
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麻しん風しん混合（MR）ワクチンは、2
回接種です。1歳～ 2歳未満までに 1

回目を接種し、小学校入学の前年に2回目（２
期）を接種します。
　麻しん風しんは感染力が強く、予防接種を
受けないと多くの人がかかる病気です。2回
の接種で、より強い免疫を長期間保つことが
できますので、早めに受けましょう。

[ 対象 ]　平成 24年 4月 2日～平成 25年 4
月 1日生まれの子
[ 接種期間 ]　3 月 31 日㊐まで
[ 接種費用 ]　無料（期限を過ぎた場合は、
全額自己負担となります）
[ 接種方法 ]　実施医療機関に必ず予約し、
接種してください（詳しくは健康推進課にお
問い合わせください）。
[ 接種に必要なもの ]　
健康保険証、母子健康手帳、予診票

「麻しん風しん混合ワクチン
2期」を受けましょう
予防接種で麻しん風しんを予防

問   健康推進課健康企画係　☎ 575-1116
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奨学金の貸与を希望する人は、教育総務
課（東棟 2階）で応募書類を受け取り

応募してください。

[ 対象 ]　下記の要件をすべて満たす人
①市内に 1年以上住所がある
② 下表の学校に進学予定で、健康で学習意欲が
ある

③在学校の評定平均が 3.5 以上である
④経済的理由で進学が困難である
⑤他に貸与式の奨学金を受けていない
[ 募集人数 ]　若干名
[ 選考方法 ]　書類選考
[ 貸与利子 ]　無利子

市奨学生を募集します

区分 修学資金（月額） 入学支度金（一括）

高等学校
国公立 1万円 10 万円

私立 2万円 15 万円

高等専門学校 2万円 10 万円

大学
国公立 4万円

25 万円
私立 6万円

短期大学
国公立 4万円

20 万円
私立 6万円

専修学校
高等課程 2万円

20 万円
専門課程 4万円

1 月 17 日㊍～ 31 日㊍に応募書類を配布
[ 応募書類の配布期間・場所 ]　
配布期間：1 月 17 日㊍～ 31日㊍
配布場所：教育総務課
※ 応募書類を受け取った人のみ申し込みが可
能ですので、ご注意ください。

[ 申込方法 ]
2 月 1日㊎ ～ 12 日㊋の間に教育総務課に提
出してください。
[ 返還期間 ]
修学資金：卒業後半年後から 10年以内
入学支度金：入学年度から正規の修業期間内

問    教育総務課総務企画係
☎ 577-3245（12 月 28日まで）
☎ 573-5852（1月 4日から）
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