
20190603記者会見協議 

記 者 会 見 

 

日時：令和元年６月３日（月）14時 

場所：伊達市役所東棟 401・402会議室 

 

１ 令和元年第２回伊達市議会定例会 

 （１）招集日  令和元年６月６日（木） 

 

 （２）提出案件 19件 

   人事 １件、条例の一部改正 ８件、補正予算 ３件、その他 １件、 

専決処分の報告 １件、報告 ５件 

   ① 提出議案の概要         資料１-１ （総務部 総務課） 

② 令和元年度６月補正予算の概要  資料１-２ （財務部 財政課） 

 

２ タブレット端末を活用したペーパレス化の推進 

                     資料２ （総務部 総務課） 

 

３ 農業にチャレンジする方を支援 ～伊達市の新規就農支援制度～ 

                     資料３ （産業部 農政課） 

 

４ 都内に生涯活躍のまちに関する窓口を設置 

～地方移住希望者の相談をワンストップでサポート～ 

      資料４  (市長直轄 総合政策課） 

 

５ 伊達市内教育・保育施設就職相談会の開催 

      資料５  (こども部 こども育成課） 

 

６ あなたの気づきで 救える命 ～ゲートキーパー講座の開催～ 

     資料６ （健康福祉部 社会福祉課） 

 

７ ６月・７月の主な催し         資料７  
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令和元年６月３日 

令和元年第２回伊達市議会定例会提出議案の概要 

 

提出案件 19件  人事      １件 

条例の一部改正 ８件 

補正予算    ３件 

その他     １件 

専決処分の報告 １件 

報告      ５件 

 

１．人事（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第42号 

伊達市掛田財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

■提案理由 

伊達市掛田財産区管理会委員の任期満了に伴い、委員の選任について議会の同

意を求めるもの 

■推薦候補者 ７名 

■任期 

 令和元年７月１日～令和５年６月 30日 

 

 

２．条例の一部改正（８件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第43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い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1)ふるさと納税制度の見直し 

(2)住宅借入金等特別税額控除の拡充 

(3)単身児童扶養者を非課税措置の対象へ追加 

(4)軽自動車税のグリーン化特例を３段階で改正 

(5)その他所要の規定の整備を行うもの 

■施行日 

公布の日等 
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令和元年６月３日 

議案第44号 

伊達市税特別措置条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

山村振興法第 14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定め

る省令等の一部を改正する省令の施行に伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

過疎地域及び促進区域における固定資産税課税免除の適用期限を２年延長し、

令和３年３月 31日までとする 

■施行日 

公布の日 

議案第45号 

伊達市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴い、条例

の一部を改正するもの 

■主な内容 

(1)貸付利率の改正 

(2)償還方法の追加 

(3)保証人を附すことの改正 

(4)法令の引用条項等の整理 

■施行日 

 公布の日 

議案第46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 

 国民健康保険法施行規則第１条第５号に基づき、国民健康保険の被保険者とす

ることが適当でないものを適用除外とする規定を追加するため、条例の一部を改

正するもの 

■主な内容 

 児童福祉法の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型

児童養育事業を行う者に委託されている児童若しくは里親に委託されている児童

であって、民法の規定による扶養義務者のないものは、国民健康保険の被保険者

の適用除外とする規定を追加する 

■施行日 

 公布の日 
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令和元年６月３日 

議案第47号 

伊達市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

 地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、条例の一部を改正するも

の 

■主な内容 

 (1)課税限度額を医療分 61万円(現行 58万円)に引き上げる。 

(2)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 28万円(現行 27.5万円)に、２割減額対象世帯は 51万円(現行 50万円)

に引き上げる 

■施行日 

 公布の日 

議案第48号 

伊達市介護保険条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改

正する政令の施行に伴い、条例の一部を改正するもの 

■主な内容 

 低所得者の介護保険料軽減強化のため、第１段階から第３段階の所得段階にお

いて被保険者の介護保険料を引き下げるもの 

■施行日 

 公布の日 

議案第49号 

伊達市下水道条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

 下水道使用者が使用月の途中において公共下水道の使用を開始・休止若しくは

廃止し、又は休止している使用を再開したときの使用料の取り扱いについて、条

例の一部を改正するもの 

■主な内容 

 (1)公共下水道使用料を、次のとおり改正する。 

  ・使用日数が 15日を超えないときは、基本料金の２分の１及び超過 料金 

  ・使用日数が 15日を超えたときは、１使用月として算定した使用料 

(2)改正後の使用料は、令和元年 11月請求分から適用 

■施行日 

 令和元年 10月１日 



 

  

記者会見資料 1 - 1 

令和元年６月３日 

議案第50号 

伊達市ひとり親等家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

■改正趣旨 

 福島県ひとり親家庭医療費助成事業補助金交付要綱の改正に伴い、条例の一部

を改正するもの 

■主な内容 

 支給を決定するための所得を確認する期間について、「１月から７月１日まで」

を、「１月から 10月１日まで」に変更 

■施行日 

 令和元年７月１日 

 

３．補正予算（３件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第51号 

令和元年度伊達市一般会計補正予算（第１号）  

■主な内容   資料１-２ に概要を掲載 

■補正総額   322,700千円 

議案第52号 
令和元年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

■補正総額   △10,241千円 

議案第53号 
令和元年度伊達市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

■補正総額       0千円（歳入予算内の財源更正） 

 

４．その他（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

議案第54号 

財産の取得について 

■提案の理由 

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 水槽付消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ｉ型）１台 

取得金額 22,330,000円 

契約の方法 指名競争入札 

契約の相手方 有限会社シバテック 

代表取締役 佐藤 夏樹 
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令和元年６月３日 

５．専決処分の報告（１件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

報告第６号 

専決処分の報告 

■提案理由 

 自動車事故による損害賠償の額の決定及び和解することについて、地方自治法

第180条第１項の規定により専決処分したので、これを報告するもの 

 ・専決処分日 平成31年４月２日 

  （平成31年１月23日発生、損害賠償額  180,360円） 

 

６．報告（５件） 

番 号 件 名 及 び 内 容 

報告第７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８号 

平成30年度伊達市一般会計継続費繰越計算書の報告 

■主な内容 

 地方自治法施行令第145条第１項の規定により、平成30年度伊達市一般会計予算

の継続費に係る歳出予算の経費を令和元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 

 通学合宿所整備事業、小学校施設整備事業、小中一貫校推進事業 

報告第９号 

平成30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 

地方自治法施行令第146条第１項の規定により、平成30年度伊達市一般会計予算

の繰越明許費に係る歳出予算の経費を令和元年度に繰り越したので、同条第２項

の規定により議会に報告するもの 

■繰り越す主な事業 

伊達駅前整備事業、ため池等放射性物質対策事業、伊達小学校改築事業、道路

新設改良事業、学校給食センター建設事業、赤坂の里森林公園管理事業（保原総

合支所）、除染対策事業 
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令和元年６月３日 

報告第10号 

平成30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 

地方自治法第220条第３項の規定により、平成30年度伊達市一般会計予算のう

ち、避けがたい事故のため令和元年度に繰り越した経費について、地方自治法施

行令第150条第３項の規定により議会に報告するもの 

■繰り越す事業 

さわやか現道整備事業、高速道路用地取得事業、文化財保護事業 

報告第11号 

平成30年度伊達市水道事業会計予算の繰越しについて 

■主な内容 

地方公営企業法第26条第１項の規定により、平成30年度伊達市水道事業会計予

算のうち建設改良費の一部を令和元年度に繰り越したので、同条第３項の規定に

より議会に報告するもの 

■繰り越す事業 

月舘石綿セメント管更新事業 

 

問い合わせ先 

総務部総務課 

電話 575-1111 



令和元年度６月補正予算の概要 

未来 魅力 元気 

～チャレンジ元年～ 

【令和元年６月３日記者会見】 

1 

資料１‐２ 



１ 一般会計歳入歳出予算の補正額 

2 

補正前の額     34,351,028千円 

補正額       322,700千円 

補正後の額     34,673,728千円 



（１）伊達な地域創生戦略進行管理事業    2,750千円 
    

（２）議会棟改修事業               137,830千円 
   

（３）中山間地農業ルネッサンス推進事業    3,000千円 
 

（４）観光諸費                      1,101千円 
 

（５）中学校施設管理事業               3,000千円 
 

（６）体育施設維持管理事業           14,000千円 

２ 補正の主な事業内容 

3 



（１）伊達な地域創生戦略進行管理事業  2,750千円 

 伊達な地域創生戦略（第２期）を策定するためのデータ分析と
調査に係る費用 

4 

（２）議会棟改修事業             137,830千円 

 議会棟での円滑な議会運営のため、梁川庁舎からの会派室
の移設及び委員会室等を改修するための費用 

【工事概要】 

 ２ 階 会派室の移設、委員会室の配置見直しに伴う改修 

 ３ 階 議場及び議会事務室の改修 

 全体 空調の改修 



（３）中山間地農業ルネッサンス推進事業 3,000千円 

 農業生産活動に不利であり、担い手も少ない中山間地域を活
性化させるため、中山間地農業ルネッサンス推進事業（元気な
地域創出モデル事業）を活用し、霊山町大石地区で少量多品
目の野菜生産と販売を行うなど意欲的な取り組みを行っている
高齢農業者の活動を支援するための費用 

 

 

5 

（４）観光諸費              1,101千円 

 ４月25日に道の駅「伊達の郷りょうぜん」に開設した観光案内
所を、外国人観光客の受け入れ対応が可能なＪＮＴＯ（日本政
府観光局）認証施設とするため、案内用タブレット端末や翻訳
機の購入など、機能充実を図るための費用 



（５）中学校施設管理事業                 3,000千円 

 猛暑による児童・生徒の健康対策の一環として、エアコン未設
置の中学校特別教室に、閉校舎のエアコンを移設するための
工事費用 

 

 

6 

（６）体育施設維持管理事業          14,000千円 

 梁川体育館の照明設備を、LED化するための費用 



7 

問い合わせ先 

 財務部 財政課  電話024-575-1189 



8 

未来 魅力 元気 

～チャレンジ元年～ 



 記 者 会 見 資 料 ２ 

令和元年６月３日 

タブレット端末を活用したペーパーレス化の推進 

 

伊達市と伊達市議会では、ペーパーレス化の取り組みとして、令和元年６月

から、タブレット端末を活用した会議の電子化を進めます。 

 

１ ペーパーレス化の経緯 

伊達市では平成25年１月から、業務改善推進の一環として、定期的かつ資料

が多い庁議について、タブレット端末を活用した「ペーパーレス会議」を導入

し、会議運営の効率化を図ってきました。 

また、伊達市議会においても、効率的で迅速な議会運営、議会の活性化及び

危機管理体制の強化を図るため、本年５月に全議員にタブレット端末を配布し、

議会の諸会議におけるペーパーレス化を図ることとなりました。 

 

２ 市議会における電子化 

 全議員にタブレット端末を配布し、各種会議におけるペーパーレス化を推進

するほか、情報伝達・情報共有手段等に活用します。 

（１）各種会議資料のペーパーレス化 

・議案書、各種会議資料のペーパーレス化（当面、予算書及び決算書は除外） 

（２）情報伝達・情報共有手段としての活用 

・各種文書送信（全ての案内文書を、FAX送信からデータ送信へ切り替え） 

・災害時における緊急通信 

 

３ 市役所における電子化 

これまで、三役及び部長等に配布し活用してきたタブレット端末を課長職以

上の職員にも配布し、庁内会議のペーパーレス化を推進します。 

 

４ 電子化により期待される効果 

（１）経費の削減 … 用紙代や印刷代、通信費など経費の削減 

（２）労務の削減 … 資料印刷、帳合い、仕分け、配布など業務時間の削減 

（３）保管場所の削減 … 資料の保管場所が不要となる 

（４）議員の政策立案能力の向上 … インターネットを活用した情報収集 

（５）情報伝達・共有の迅速化 … 議会における文書送信方法をデータ送信

に変更することにより、迅速な情報伝達・情報共有が実現できる 

 

問い合わせ先 

 総務部 総務課 行政管理係  電話 024-575-1111 



【令和元年６月３日記者会見】 

資料３   

農業にチャレンジする方を支援 

～ 伊達市の新規就農支援制度 ～ 



販売数量（市/県全体） 販売額（市/県全体）：円 

きゅうり 5,820ｔ／26,150ｔ 24億6千万 ／ 95億3千万  

も  も 2,880ｔ／ 9,880ｔ 14億2千万 ／ 46億6千万  

あんぽ柿 765ｔ／   930ｔ 10億4千万 ／ 12億3千万  

伊達市の農業概要 

（出典：ＪＡ H30） 

伊達市の農地面積 約70㎢（地目:田畑、市の面積の約1/4 
             出展：第132回福島県統計年鑑 

耕作放棄地の現状 約15㎢(1,500ha) 出典:農林業センサス H27 

就農人口の現状 約4,300人（平均年齢:67.3歳/出典：農林業センサス H27） 

主な農産物 

26% 

74% 

きゅうり販売額 

市 市外 

30% 

70% 

もも販売額 

市 市外 

84% 

16% 

あんぽ柿販売額 

市 市外 

※県全体に対する市の割合（販売額）・円の大きさは県全体額に比例 



農家の高齢化・農業の担い手不足・・・・・耕作放棄地の増加 
                          （H17とH27年度比較：約240ha増加） 

農業の担い手となる 
市内の認定農業者 

概ね400名程度で推移 
（規模拡大にも限界あり） 

新たな担い手として 
新規就農者の確保の必要性 

伊達市：農業産出額 
県内1位 約181億8千万円 

野菜(県内1位) 果樹(県内2位) 
出典：H28政府統計 

新規就農者の農業開始 
経済的負担等の課題 

（農地・農機具・農業施設等） 

 
都市部での就農イベント・ＳＮＳを活用 伊達市での農業の魅力を広く発信 

退職・転職・移住者など、幅広く新規就農者を募り支援 
 

国の農業次世代人材投資事業を補完 
市独自の新規就農者支援事業 

新規就農者の支援要望マッチング 



農業を始めるには・・・ 
・農地を確保するには、農地法に基づく農業委員会の許可が必要 
・伊達市の場合、農地面積の合計が30ａもしくは40ａが必要 
・原則、年間150日以上の農業への従事が必要 
・営農計画を作成していること、など 
・さらに本格的に農業に取り組む場合「認定農業者」や「認定新規就農者」 の制度あり 

◆認定農業者になるには 

・農業者自らが５年後の目標と目標達成に 

 向けた取り組み内容の計画作成（年齢問 

 わず、法人も対象） 

・市の基本構想と照らし合わせ計画を認定 

  年間所得目標 一人当たり370万円程度 

  年間労働時間 一人当たり1,900時間程度 

 

◆認定新規就農者になるには 

・新規就農者が５年目の目標計画を作成 

 （年齢は原則18歳以上45歳未満） 

・市の基本構想と照らし合わせ計画を認定 

  年間所得目標一人当たり220万円程度 

  年間労働時間一人当たり1,900時間程度 

認定を受けると 
就農・経営資金の優遇措置や国・県・市の補助、支援などが受けられるメリット 



伊達市新規就農者支援事業補助金概要 

支援事業 支援対象 支援内容 主な要件等 

① 
農地賃借料 
補助 

認定新規就農者 

賃借料合計1/2以内 
年間上限5万円かつ 
10ａあたり上限1万円を 
最長5年間補助 

・農地所有者が3親等以内の 
 親族以外 
・賃借期間5年以上のもの 
・50歳未満 

② 
農業機械・ 
施設整備 
補助 

認定新規就農者 
購入本体価格の30％以内 
上限50万円補助 

・本体価格50万円以上の機械 
 及び施設 
・５０歳未満 
・同一年度１回 

③ 
農業後継者 
就農支援 

農業後継者・定年 
退職者・脱サラした
者で認定農業者 

月3万円支給（夫婦就農要件 
適合の場合月5万円） 
1年間補助 

※加算：配偶者・子 月1万円 
 （18歳未満、上限2万円） 
※要件適合、1年で最大84万円 

・就農してから３年未満従事 
・夫婦就農時は家族経営協定 
 を締結 
・本人が認定農業者として認 
 定 

新規就農者への経済的支援 



支援事業 支援対象 支援内容 主な要件等 

④ 
移住就農者
家賃補助 

認定新規就農者 
農の雇用事業の 
法人等就農研修生 

月額家賃の1/2（上限3万円） 
最長２年間補助 

・移住3年以内 
・50歳未満 
・3親等以内親族所有の住宅 
 以外（市営住宅以外） 
・農業次世代人材投資資金の 
 経営開始型要件が満たされ 
 る月の前月まで 

⑤ 
移住就農者
生活支援 

認定新規就農者 

月6万円を最長2年間支給 
（夫婦就農の場合月8万円） 

※加算：配偶者・子 月1万円 
（18歳未満、上限2万円） 
※要件適合2年で最大240万円 

・移住3年以内 
・50歳未満 
・農業次世代人材投資資金の 
 経営開始型要件が満たされ 
 る月の前月まで 

◆市役所内部での横連携による支援の充実、普及所やＪＡとの連携による支援の充実 
◆今後、新規就農者のニーズや支援策等をマッチングさせる事業を検討 



認定新規就農者になった場合 

50歳未満で経営を始める 

移住者である 

①地代補助 
②機械補助 
④家賃補助 
⑤生活支援 

※知識・実務経験が一定水準以上であることを前提としたものです 
※農業次世代人材投資資金制度活用 原則45歳未満 

はい 

220万円程度の 
農業所得を目指す 
≒認定新規就農者 

いいえ 

いいえ 

はい 

①地代補助 
②機械補助 

該当なし 
B 

認定農業者 
を検討へ 

はい 

いいえ 

本人が経営者となる 
例：脱サラ、親の後を継ぐ、親と共同経営する 

 
370万円程度の農業所得を目指す 

≒認定農業者 

就農から 
３年以内である 

③後継者支援 

はい 

はい いいえ 

いいえ 

該当なし 

該当なし 
※市の既存認
定農業者事業
等には該当 

50歳以上で経営を始める 

伊達市で農業の夢 支援制度確認フロー（認定区分） 

認定農業者になった場合 

いいえ 



伊達市に住んでいる 伊達市に移住した 

50歳以上 50歳未満 

実家の 
農業を継ぎたい 

初めて 
農業を始める 

50歳以上 50歳未満 

実家の 
農業を継ぎたい 

初めて 
農業を始める 

50歳以上 50歳未満 50歳以上 50歳未満 

支援制度③ 
農業後継者 
就農支援 

支援制度① 
農地賃借料補助 
支援制度② 
農業機械・施設整
備補助 
 
※農業次世代人材投資資
金制度活用 原則45歳未満 

支援制度③ 
農業後継者
就農支援 

支援制度① 
農地賃借料補助 
支援制度② 
農業機械・施設
整備補助 

支援制度④  移住就農者家賃補助 
支援制度⑤  移住就農者生活支援 
 
※農業次世代人材投資資金制度活用 原則45歳未満 
◆実家の農業を継ぐＵターンを想定・50歳以上は適用外 
◆支援制度④市営住宅以外の民間アパート等の場合を想定 

伊達市で農業の夢 支援制度確認フロー（居住地区分） 

※制度の適用には、一定の条件等があります。詳しくは農政課 
 農業担い手係にご確認ください。（℡ 024-573-5635） 



支援制度の活用例（想定） 

35歳のＡさん夫婦（小学生２人あり）が伊達市に移住、空き家を借りて農業開始した場合 
⇒認定新規就農者となり、市の支援制度を活用 
 
〔活用できる市の新規支援制度〕 

 ①農地賃借料補助    最大 5万円/年 最長5年間 

 ②農業機械施設整備補助 最大50万円/年 最長5年間 

 ④移住就農者家賃補助  最大 3万円/月 最長2年間 ※国支援と重複不可 

 ⑤移住就農者生活支援    10万円/月 最長2年間 ※国支援と重複不可 

〔活用できる国の支援制度〕 

 ・農業次世代人材投資資金（経営開始型） 最大150万円/年 最長5年間 
 

非農家出身の伊達市に住むＢさん40歳が、会社を辞め夫婦で農業を始めた場合 
⇒家族経営協定を締結し、夫婦共同で認定新規就農者となり、市の支援制度を活用 
 

〔活用できる市の新規支援制度〕 

 ◆農地賃借料補助    最大 5万円/年 最長5年間 

 ◆農業機械施設整備補助 最大50万円/年 最長5年間 

〔活用できる国の支援制度〕 

 ◆農業次世代人材投資資金（経営開始型） 最大150万円/年 最長5年間 
 
   



支援制度の活用例（想定） 
伊達市に住むＣさんが定年退職となり、60歳から夫婦で家業の農業を始めた場合 
⇒家族経営協定締結後、夫婦共同で認定農業者となり市の支援制度活用 
 

〔活用できる市の新規支援制度〕 

  農業後継者就農支援補助 5万円/月を1年間交付 

 

〔認定農業者への他の支援制度〕 

 ◆制度資金（低金利融資 ※要件を満たせば金利を国が負担） 

  農業近代化資金、農業経営基盤強化資金(スーパーＬ) 

  農業経営改善促進資金(スーパーＳ) 

 ◆農地の購入時の登記費用免除・軽減 

  嘱託登記費用など 

 ◆伊達市認定農業者機械共同購入補助（市既存事業） 

  機械共同購入経費の30％以内を補助（上限50万円） 



支援制度の活用例（想定） 

伊達市での新規就農で、営農の研修やアドバイスを受けたい場合 
○しっかりとした研修を受けたい場合 
〔市の支援制度〕 
 新規就農者支援事業（3年間 65歳以下） 
 市内の農家等での研修を支援  研修期間中の研修生及び研修生受入れ農家への支援金（毎月研修実績に応じ交付） 

〔国の支援制度〕 
 農業次世代人材投資資金（準備型）県が認めた研修機関で農業研修（最大150万/年・最長2年間交付） 

 農業インターンシップ 
   全国の指定農業法人等で2日～6週間の実践的な就農体験を支援 
   （参加無料、傷害保険・食費・宿泊費は受入法人負担、交通費のみ自己負担） 

○日々の営農でのワンポイント指導を受けたい場合 
 ＪＡふくしま未来 営農センター 
 県北農林事務所伊達農業普及所 

制度全体のご相談・市の支援制度申請 

農業次世代人材投資資金（準備型） 

農業インターシップ 

伊達市農政課農業担い手係 
 ℡024-573-5635 

 福島県農業振興公社 青年農業者等 
育成センター ℡024-521-9848 

 公益財団法人 日本農業法人協会 
℡024-521-9848 



問い合わせ先 

 産業部 農政課  電話024-573-5635 







 

 

記 者 会 見 資 料 ４ 

令和元年６月３日 

都内に生涯活躍のまちに関する窓口を設置 

地方移住希望者の相談をワンストップでサポート 

 

６月１日、東京都千代田区大手町に、国が地方創生の重要施策として推進し

ている「生涯活躍のまち」に取り組んでいる全国の４自治体と共同で、常設の

相談窓口「生涯活躍ポータル“カラフル”」を設置しました。 

本市では「カラフル」を首都圏における「生涯活躍のまち」の活動拠点とし

て、地方移住を希望する首都圏の元気な高齢者や若い世代に向けて、本市の魅

力紹介、仕事・住まい・暮らしなど移住に向けた相談などについてワンストッ

プでサポートしていきます。 

 

１ 設置期間・受付時間 

期 間 ６月１日～ 

  時 間 10時～19時 

  ※日・祝日、年末年始を除く 

 

２ 設置場所 

 「生涯活躍ポータル“カラフル”」 

東京都千代田区大手町２‐６‐２ パソナグループ本部ビル 

  ＪＯＢ ＨＵＢ ＳＱＵＡＲＥ ３階 地方創生ラウンジ内 

  （ＪＲ東京駅 日本橋口から徒歩１分） 

 

３ 活動内容 

地域の魅力発信、住まいや就業など移住・定住についての個別相談など。 

 相談員１～２人が常駐します。 

（１）相談対応 

・ 移住等に関心が方、移住希望者、求職者に対する相談への対応 

・ 住居、教育環境、その他生活全般に関する情報提供や相談への対応 

・ 民間企業との相談（企業立地、求人、企業版ふるさと納税の寄付、常設

拠点設置自治体との連携、ＥＳＧ投資、ＣＳＲ等）や連携調整 

 

※ＥＳＧ投資 … 環境・社会・ガバナンス要素も考慮した投資 

※ＣＳＲ … 事業活動を通じて、自主的に社会に貢献する責任 

 

6月１日に開催されたオープニングセレモニー 



 

 

記 者 会 見 資 料 ４ 

令和元年６月３日 

（２）セミナー・イベントの開催 

  ・共同設置自治体と合同でセミナー、又はイベントを開催予定 

（３）その他 

・ 関係人口拡大のための取り組み（ＳＮＳでの発信、ふるさと納税ＰＲ、

相談等へのアプローチ等） 

・ その他、５自治体や協議会が別途企画する事業を、共同で実施 

 

４ 共同設置自治体 

  北海道東川町、山梨県都留市、鳥取県湯梨浜町、鳥取県南部町 

 

  

問い合わせ先 

 市長直轄 総合政策課 地域創生係 電話 024-575-1142 







 記 者 会 見 資 料 ５ 

令和元年６月３日 

伊達市で教育・保育の仕事をしてみませんか 

伊達市内教育・保育施設就職相談会の開催 

 

伊達市では、市内の教育施設・保育施設での就労を希望する人を対象に、市

立・私立での合同就職相談会を開催します。 

 

１ 日時・会場 

６月30日（日）13時30分～16時 

  保原市民センター 伊達市保原町宮下111-4 

 

２ 対 象 

  伊達市内の教育・保育施設での就労を希望する、保育士資格・幼稚園教諭

免許状・小学校教育免許状のいずれかを有する人（取得見込を含む）、子育て

支援員、子育て支援員を希望する人 

 

３ 参加方法 

  ・事前予約は不要です。当日会場までお越しください。参加無料 

  ・会場に施設ごとに設置するブースで相談を受け付けます 

 

４ 参加施設 

・ふれ愛保育園 

・保育園もものき 

・保原教会幼稚園 

・認定こども園大田 

・認定こども園上保原 

・認定こども園伊達こども園 

・霊山三育認定こども園 

・幼保連携型認定こども園神愛幼稚園 

・伊達市立保育園、幼稚園、認定こども園 

 

 

問い合わせ先 

 こども部 こども育成課 育成係 電話 024-573-5691 



伊達市内の9施設が
参加!!

募集対象／伊達市内の教育・保育施設での就労を希望する、保育士資格、幼稚園教諭免許状、
　　　　　小学校教育免許状を有する方（取得見込の方を含む）
　　　　　子育て支援員、子育て支援員を希望する方

参
加
施
設

開催日 6月30日日
13：30～16：00

場所

費用

保原市民センター
（伊達市保原町字宮下111-4）

各施設のブースを巡る形式です。

無料（予約不要・当日参加のみ）

伊達市で教育・保育の仕事を
してみませんか？

伊達市で教育・保育の仕事を
してみませんか？

予約不要

伊達市内教育・保育施設
就職相談会開催します。

伊達市内教育・保育施設
就職相談会開催します。

伊達市内教育・保育施設
就職相談会開催します。

伊達市内教育・保育施設
就職相談会開催します。

●ふれ愛保育園
●保育園もものき
●保原教会幼稚園
●認定こども園大田
●認定こども園上保原
●認定こども園伊達こども園
●霊山三育認定こども園
●幼保連携型認定こども園神愛幼稚園
●伊達市立保育園、幼稚園、認定こども園

「伊達市のこどもの未来」を
いっしょに創りましょう！

詳細は
Webでも

見られます

(　　　　　　　)※「伊達市内教育・保育施設
　就職相談会の件で」とお伝えください。☎024-573-5691

伊達市教育委員会　こども部こども育成課問い合わせ



 

 

記 者 会 見 資 料 ６ 

令和元年６月３日 

あなたの気づきによって、救える命 

ゲートキーパー講座の開催 

 

自殺は特別なことではなく、身近に起こり得る問題です。悩んでいる人に気

づき、必要な支援へつなげることが、自分の身近にいる大切な人の命を救える

手立ての一つとなります。 

伊達市では「伊達市自殺対策計画」に基づき、誰も自殺に追いこまれること

のない社会を目指し、大切な人の命を守るため、知識や声かけの方法などを学

んでいただく「ゲートキーパー講座」を開催します。 

 

１ 日時・会場 

６月20日（木）13時30分～15時 

  伊達市役所議会棟１階シルクホール 

 

２ 内 容 

「ゲートキーパー」の役割、大切な人の命を守るため

の知識、声かけの方法を学びます。 

※ゲートキーパー」とは 

悩んでいる人に気づき、声を掛け、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人

のこと。特別な資格は必要なく、誰でもなることができます。 

 

３ 講 師 

  社会福祉法人いのちの電話  理事兼事務局長 三瓶
さんぺい

 弘
ひろ

次
つぐ

さん 

 

４ 参加方法 

  誰でも参加することができます。 

６月18日（火）までに社会福祉課へ電話で申し込みください。 

 

 

問い合わせ先 

 健康福祉部 社会福祉課 地域福祉係 電話 024-575-1264 



ゲ ー キト ー ーパ

主催：伊達市

伊達市健康福祉部社会福祉課

［時間］

6月20日
伊達市役所中央棟１階シルクホール

社会福祉法人いのちの電話

（受付13:00～）

あなたの気づきによって、救える命

理事兼事務局長 三瓶弘次 氏

講座

TEL:024-575-1264／FAX：024-576-7199

E-mail：syakai@city.fukushima-date.lg.jp
お問い合わせ

令和元年

13:30〜15:00木

伊達市保原町字舟橋180

身近で悩んでいる人
に気づき必要な支援
につなげる人のこと
です。
決して特別なことで
はなく、誰でもなる
ことができます。

伊達市自殺対策事業



参 加 申 込 書
下記に必要事項を記入し、FAXか電話、またはメールでお申込みください。

FAX TEL メール

024-576-7199 syakai@
city.fukushima-date.lg.jp

024-575-1264

お名前 ご住所 連絡先

※参加者が多く記入欄が足りない場合は、コピーしてお使いください。
※個人情報は本講座のためにのみ使用します。
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令和元年６月３日 

６月・７月の主な催し 
  

【地域のあじさいイベント】 

■くぼたあじさい祭（梁川町山舟生地区） 

地元の皆さんが植えたあじさい約１万株が咲き

誇ります。あじさい祭り期間中は、会場や道路沿

いにＬＥＤ照明やろうそくを入れた「ペットボタ

ル」によるライトアップが行われます。 

［期 間］７月６日（土）・７日（日） 

10時～20時30分 

［場 所］くぼたあじさい園（梁川町山舟生） 

［内 容］ペットボタル点灯（19時）、ミニコンサート（６日のみ18時～） 

      特産品直売ほか 

 ［問い合わせ］山舟生自治振興会（山舟生地区交流館）電話024-577-5489 

 

■徳が森アジサイまつり2019（霊山町山野川地区） 

 ［日 時］７月７日（日）10時～15時 

 ［場 所］徳が森特設会場 

（霊山町山野川字柳沢入） 

 ［内 容］森のコンサート、あじさい鑑賞会など 

［問い合わせ］徳が森環境整備プロジェクトチーム事務局 電話024-586-3231 

 

 

■あじさい小径まつり（月舘町糠田地区） 

  「あじさいの小径」と呼ばれる市道沿い約２㎞

に、20年以上かけて地域総出で植樹と手入れをし

てきたあじさい約４千本が咲き誇ります。 

［日 時］７月13日（土）10時～16時 

    ７月14日（日）９時～15時 

［場 所］市道長畑線（月舘町糠田字元苗内～長畑） 

［内 容］朝採り新鮮野菜の直売、月舘小麦を使用したピザなど地元グルメ   

の販売など 

 ［問い合わせ］月舘総合支所総務企画担当 電話024-572-2111 
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令和元年６月３日 

【梁川美術館展示案内】 

■特別展示「橋本章 生誕100年記念展」 

 常に時代に鋭い眼差しを向け、エキセントリックな作品を

作り続けた画家で、伊達市にもゆかりのある故・橋本章さ

んの生誕100周年を記念した特別展。 

 ［会 期］開催中～８月25日（日）まで 

 ９時30分～17時（最終入館16時30分） 

 ［場 所］梁川美術館１階 太田良平記念ホール内 

 ［入場料］一般200円、高校・大学生100円、小・中学生50円、幼児無料 

 

■企画展「村上康成絵本原画展 森羅万象・東北ブリージング」 

 ヤマメやカワセミなどの魚や野鳥、動植物など自然を

描いた「ワイルドライフ・アート」でも知られる絵本

作家・村上康成さんの作品展。 

［会 期］７月６日（土）～８月25日（日） 

９時30分～17時（最終入館16時30分） 

 ［場 所］梁川美術館２階 市民ギャラリー 

 ［内 容］「ピンクがとんだ日」など絵本作品を中心に原画や板絵の展示 

※会期中のイベント、絵本・オリジナルグッズ販売もあり。 

 ［入場料］一般500円、中高生300円、小学生100円、幼児無料 

 

問い合わせ先 梁川美術館 伊達市梁川町字中町10 電話024-527-2656 

 

【保原歴史文化資料館展示案内】 

■国重要有形民俗文化財指定記念「明治の到来と伊達の蚕種業」 

 ［会 期］７月20日（土）～９月29日（日） 

 ［場 所］伊達市保原歴史文化資料館 

 ［内 容］今年３月に重要有形民俗文化財に指定され 

た用具を中心に展示し、伊達地方における    

蚕種業の繁栄の歴史を紹介します。 

 ［入館料］大人210円、小中高生100円 

 問い合わせ先 

 保原歴史文化資料館 

 保原町大泉字宮脇265（保原総合公園内） 

電話024-575-1615 


	【次　第】R010603_記者会見
	【資料1-1】６月議会提出議案概要
	【資料1-2】６月補正予算の概要
	【資料２】ペーパレス議会03
	【資料３】伊達市の新規農業支援制度
	【資料３-02】新規就農案内チラシ
	【資料４】生涯活躍のまちに関する窓口を設置
	【資料４ｰ02】カラフル (2)
	【資料５】伊達市内教育保育施設就職相談会
	【資料５-02】就職相談会チラシ
	【資料６】ゲートキーパ講座
	【資料６-02】ゲートキーパーセミナーv3
	【資料７】主な催し

