
　 この懇談会は、市民の
皆さんのまちづくりに対す
る思いや考えを直接お聴き
し、市が行うさまざまな施
策に反映させる機会のひと
つとして開催します。
　はじめに、市長が市政への取り組み方針や
課題について説明し、皆さんのご意見やご提
言をいただきながら懇談を進めます。お申し
込みは不要です。ぜひご参加ください。
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棄権しないで投票しましょう

福島県議会議員一般選挙

問 選挙管理委員会　☎ 575-1204

期日前投票

期間 11 1/ ㊎ ～9㊏ 8 時 30分～20時

場所 伊達市役所、伊達・梁川・霊山総合
支所、月舘ふるさとふれあいホール

不在者投票
　手続き方法など、詳しくは選挙管理委員会
にお問い合わせください。
▶ 仕事や震災の影響などで市外に滞在（避難）

している人…滞在先で投票
▶ 県の指定する病院や老人ホーム等の施設に

入院（入所）中の人…病院・施設で投票
▶ 身体障害者手帳・戦傷病者手帳をお持ちで

一定の要件を満たす人、介護保険「要介護
5」の認定を受けている人…郵便等による
投票

投票日は

11 10/ ㊐

８月 29 日、梁川小学校との統合で閉校
となった、五十沢小学校、山舟生小学

校、白根小学校、大枝小学校の利活用に関す
る提言書が、伊達市学校施設利活用審議会（委
員長：今西一男福島大学教授）から提出され
ました。同審議会は、学校施設の利活用を専
門的見地から検討するため、平成 28 年 11
月に設置されました。
　市では、平成 30 年 10 月に提出があった、
富野小学校の利活用に関する提言を含め、そ
の内容について十分に調整を行い、学校施設
の利活用に向け取り組んでまいります。

提言書の内容
◎�五十沢小学校…民間事業者による農業 6
次化促進施設として利活用

◎�大枝小学校…民間事業者による文化交流施
設として利活用

◎�白根小学校および山舟生小学校…民間事業
者による利活用が見込まれないため、市で
利活用を再検討

旧校舎利活用の提言書を提出

学校施設利活用審議会が
提言書を提出

問 地域振興対策室　☎ 575-2115
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▼市政ふれあい懇談会日程
開催日 時間 場所

10月8日㊋

19時～

梁川中央交流館
10月10日㊍ 保原市民センター
10月11日㊎ 霊山中央交流館
10月15日㊋ 月舘中央交流館
10月17日㊍ 伊達福祉センター

　地域の課題解決や今後のまちづくりのこと
を一緒に考え、話し合うために行います。
　皆さまからの建設的なご意見をお待ちして
おります。

まちづくりへの思いをお聴かせください

市政ふれあい懇談会を開催

問  秘書広報課広報広聴係　☎ 575-1113

期間中に市税等の口座振替を新規で申し
込んだ人を対象に、抽選で 100 人に

1,000 円分のクオカードを贈呈します。

[ 申込窓口 ]　
①収納課（市役所東棟 1 階）、②保原を除く
各総合支所、③福島信用金庫、東邦銀行、福
島銀行、大東銀行、東北労働金庫、ＪＡふく
しま未来の本支店、各郵便局

抽選で 1,000 円分のクオカードが当たる

口座振替推進CPを実施
キャンペーン

問 収納課管理係　☎ 575-1232

[ 申込方法 ]　
通帳、通帳届出印、納税通知書を持参し、各
窓口で口座振替をお申し込みください。
※ 口座振替依頼書が手元にない場合はお送り

します。収納課管理係にご連絡ください。

期間中は郵送で口座振替の申し込みを受付
送付先： 〒 960-0692　伊達市保原町字舟橋 180

　伊達市役所収納課管理係あて
※  10 月中の申し込みは、11 月納期分から振替

開始となります。

キャンペーン期間 31㊍～10 1/ ㊋

防災体制の確立と防災意識の高揚を図る
ため、総合防災訓練を実施します。会

場では、訓練の見学や体験ができます。

メール配信と防災行政無線の放送
・ 携帯電話を利用した緊急速報メール（エリ

アメール）を 8 時 20 分頃に市内全域に一
斉送信します。※受信時に大きな音が鳴ります

・ 防災行政無線の放送を 8 時 20 分頃（伊達
地域のみ）に実施します。

防災への意識を高めましょう

総合防災訓練を実施

問  消防防災課防災企画係　☎ 575-1197

10 19/ ㊏日時 9 時～12時

※�駐車台数に限りがあるため、乗合せに
ご協力をお願いします。

伊達総合支所駐車場、伊達福祉センター
伊達体育館、伊達市ふるさと会館

場所

市政ふれあい懇親会
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09
ＮＥＷＳ郷土が生んだオリンピアンを特集

三浦弥平の企画展を開催

福島が生んだオリンピアン
三浦弥平と円谷幸吉
　福島県初のオリンピック
選手、三浦弥平（梁川町白
根出身）と 1964 年東京オ
リンピックのマラソン銅メ
ダリスト、円谷幸吉に関す
る資料を展示します。 問 梁川美術館　☎ 527-2656

入場料：�一般 300 円、中高生 200 円、 
小学生 100 円、幼児無料

※ 10/26（土）、27（日）は小中学生無料
※ 三浦弥平杯ロードレース大会参加者は、大

会当日に限りゼッケン提示で入場料無料

（月曜休館。※ 10/14 開館、10/15 休館）
9 28/ ㊏ ～10 27/ ㊐期間

梁川美術館場所

市と福島労働局、ハローワークとの共催
で障がい者向けの就職面接会を開催し

ます。
　参加企業は 30 社の予定です。申込不要、
参加無料です。ぜひご参加ください。

採用担当者と話せる機会です

ふくしま障害者就職面接会

問  ハローワーク福島専門援助部門 
☎ 534-4121（部門コード 45#）

10 18/ ㊎日時

13 時 30分～15時30分

コラッセふくしま 4階
多目的ホールほか

場所

地域 団地名 条件
伊達 沢田団地 1階 1戸 (3DK)

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

梁川

南町谷川団地 2階 1戸（3DK）

南本町団地 3階 1戸（3DK）、4階 1戸（3DK）　駐車場 1台分あり 1,800 円

梁川駅前団地 1階 1戸（3LDK）、3階 3戸（3DK、3LDK）、
4階 1戸（3LDK）　駐車場 1台分あり 1,800 円

新田団地 3階 1戸（3LDK）　駐車場 1台分あり 1,800 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

住宅への入居は12 月1日から可能です。
詳しくは、管理課（市役所中央棟 2 階）

と各総合支所で配布する申込案内、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。

市営住宅の入居者募集
申込期間は 10月 8日㊋～ 11日㊎

問   管理課管理係　☎573-5064

[ 月額家賃 ]　5,500 円～ 4 万 7,100 円
※住宅と収入などにより決定されます。
[ 申込方法 ]　10 月 8 日㊋～ 11 日㊎の間に、
管理課または保原を除く各総合支所に必要書
類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。

市営住宅

特別市営住宅

問 健康推進課健康企画係　☎ 575-1116

対象者（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
1,000円 保険証、母子健康手帳

②6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） 2,000円

保険証、母子健康手帳
予診票（健康推進課で交付。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

[ 助成回数 ]　
１回（13 歳未満で 2 回接種する場合でも１
回目のみ助成）。生活保護受給者は全額助成
します。助成額を差し引いた額を医療機関の
窓口でお支払いください。

中学 3年生以下と妊婦が対象

インフルエンザ予防接種
費用の一部助成

10 1/ ㊋ ～12 27/ ㊎

助成期間

[ 接種方法 ]　
医療機関に予約して接種してください。予診
票は医療機関に備え付けてあります（ただし、
下表③に該当する人を除く）。
[ 実施医療機関 ]　
伊達市・伊達郡・福島市の医療機関。詳しく
は健康推進課または各医療機関にお問い合わ
せください。
※ 上記以外の医療機関で接種した場合は、 

1 月 24 日㊎までに申請してください。

伊達氏梁川遺跡群の
企画展を開催
歴史文化講演会も同時開催

陸奥国守護所梁川城から桑折西山城へ
　国史跡指定に答申された「伊達氏梁川遺

跡群」の企画展。室
町時代に陸奥国守護
館であった梁川城と、
桑折西山城の歴史や
景観を紹介します。

問 保原歴史文化資料館　☎ 575-1615入場料：�大人 210 円、小中高生 100 円

1 27/ ㊊～
（火曜、10/22、12/28 ～ 1/4 休館）
10 5/ ㊏期間

保原歴史文化資料館場所

歴史文化講演会
「中世伊達氏と梁川遺跡群」

梁川小学校講堂場所

13 時～ 15時
10 5/ ㊏日時

①市教育委員会職員による報告�
　「国史跡・伊達氏梁川遺跡群」�
②��講演 1 ｢守護・戦国大名の館とまち - 伊達氏
の位置づけ -｣�
講師：�国立歴史民俗博物館名誉教授�

小野正敏さん
③��講演2「伊達氏と京都の幕府-奥州探題への道」�
講師：東京大学史料編纂所准教授��黒嶋敏さん
④講師によるパネルディスカッション

※�資料代 500円�
（希望者のみ）

入場
無料
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