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愛称募集発達が気になる子の日頃のかかわり方や
就学、進路について、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
と実績をもとに相談会を実施します。

[ 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
子育ての悩みや不安を相談しませんか

問   こども支援課障がい児支援係 
☎ 573-5652

㊌27
10 時～ 12時（受付 11時 30分まで）
11 /日時

伊達福祉センター　大会議室
※託児サービスあり

場所

主な相談内容　
・子育ての不安
・�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
・障がいのある子どもの進学や就職　など
※相談は無料（予約不要）で、秘密は厳守されます。

11月は児童虐待防止推進月間です。
児童虐待は、社会全体で解決すべ

き問題です。「虐待かも」と思ったら、ため
らわずに連絡してください。

あなたの連絡・相談で救われる子どもがいます
こんなときはご連絡・ご相談ください　
・虐待を受けたと思われる子どもがいたら
・ご自身が出産や子育てに悩んだら
・子育てに悩む親がいたら
※通告者や内容に関する秘密は守られます。

相談窓口　
こども支援課こども相談室　　☎573-5682
福島県中央児童相談所　　　　☎534-5101

児童相談所全国共通ダイヤル���☎ 189
いちはやく

児童虐待防止推進月間
社会全体で児童虐待を防止

▶施設概要
　�小学生の通学合宿のほか、スポーツ合宿や

公園の休憩所として利用できる施設です。
所在地：  保原町大泉字宮脇 265 番地（保原

総合公園内）
施設内容：�休憩室（クラブハウス）、多目的室、

調理実習室、浴室、宿泊室など 
※ 宿泊は原則として５人以上の団

体に限る

来年 4 月にオープンする、簡易宿泊所の
建物が完成しました。現在は外構工事

を進めています。外構工事終了後には、内覧
会を開催する予定です。

簡易宿泊所オープンに
向けて着々と準備中！
来年４月、保原総合公園内にオープン

問   生涯学習課生涯学習スポーツ係 
☎ 573-5709

宿泊所の愛称募集中！ 
　市内の小中学校、高校に通
う児童・生徒を対象に宿泊所
の愛称を募集しています。詳
しくは市ホームページ、または各学校、
総合支所、中央交流館に設置するチラ
シをご覧ください。

簡易宿泊所のパース図

オリ ジ ナ ル の
「クリスマス

ブーツ」を募集しま
す。出品されたブー
ツはギャラリーに
展示し、出品者にはお菓子のプレゼントがあ
ります。

[ ブーツキット配布期間 ]　
11 月 9 日㊏から市内 4 カ所で配布します。
[ 配布数 ]　
合計 300 個（なくなり次第終了）

オリジナルのクリスマス
ブーツを作りませんか
滋賀県草津市との友好交流事業 [ 配布・展示場所 ]　

・スマイルパークほばら　　☎ 575-0213
・パレオパークやながわ　　☎ 577-0101
・ちびっこ広場　　　　　　☎ 587-1348
・ファミリーパークだて　　☎ 583-2511

滋賀県草津市とクリスマスブーツ 
　本市の友好交流都市である滋賀県草津市
は、クリスマスブーツ発祥の地です。2012
年からは草津駅西口商店街でクリスマス
ブーツギャラリーが開催されています。

問   市民協働課協働推進係　☎ 577-1177

国保脳ドック（脳 MRI 検査）の受診申し
込み期限が近づいています。受診を希

望する人は、お早めにお申し込みください。

[ 対象 ]　
国民健康保険加入の 40 歳以上（昭和 55 年
4 月 1 日以前生まれ）の人
※国保税の滞納がない人に限ります。
※ 後期高齢者医療制度など他の医療保険の加

入者は対象外です。

脳ドックの申し込みはお早めに
市役所への申し込みは 12/6 まで

問   国保年金課給付係　☎ 575-1198

[ 申込期限 ]　
① 国保年金課または総合支所への申し込み 

➡ 12 月 6日㊎まで
② 指定医療機関への申し込み 

➡ 12 月 27日㊎まで
※①と②の 2 つの申し込みが必要です。

国保脳ドック

Check !
チェック

¦　だて市政だより���2019.11 だて市政だより���2019.11　¦9 889



06
ＮＥＷＳ

07
ＮＥＷＳ

09
ＮＥＷＳ

11
ＮＥＷＳ

10
ＮＥＷＳ

問 健康推進課健康企画係　☎ 575-1116

対象者 自己負担額 必要なもの

①65歳以上の人 1,400 円 健康保険証

�② �60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器
またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫障害が
あり、身体障害者手帳1級相当の人

1,400 円 健康保険証
※障害者手帳をお持ちの人はご持参ください。

③�生活保護受給者で①または②に該当する人 無料 生活保護受給者であることの証明書

[ 接種方法 ]　
医療機関に予約して接種してください（福島
県内の実施医療機関で接種できます。詳しく
は健康推進課または医療機関にお問い合わせ
ください）。

インフルエンザを予防しましょう

高齢者インフルエンザ
予防接種

11 1/ ㊎ ～12 27/ ㊎

接種期間

問  税務課資産税係（固定資産）　☎575-1235 
税務課市民税係（所得申告）　☎575-1138

職種 職務の内容 雇用期間 採用人数 必要な資格 勤務条件

税務事務補助員
（固定資産） 償却資産の入力 令和 2年 1月 15日

～ 3月 31日 2人
簡易なパソコンの
操作ができる

週 5日　7時間 45分勤務
日給 7,200 円、社会保険あり

税務事務補助員
（所得申告） 所得申告会場の受付 令和 2年 2月 1日

～ 3月 31日 6人 週 5日　7時間 45分勤務
日給 7,200 円、社会保険なし

[ 申込方法 ]　11 月 15 日㊎までに顔写真を
貼付した履歴書を税務課（市役所東棟 1 階）
に提出してください。

11/15 までにお申し込みください

税務課の臨時職員を募集

公開シンポジウムを開催
人生の終末期を考えるきっかけに

市と地域包括ケアを支える伊達ネット
ワーク委員会の主催で、シンポジウム

「アドバンス・ケア・プランニング（人生会
議）について～みんなで考える人生のしめく
くり～」を開催します。自分自身や家族の
終末期をどう過ごし、過ごさせたいかを考え
るきっかけにしませんか。

問 高齢福祉課介護保険係　☎ 575-1299

㊏

保原市民センター場所

14 時～ 16時
（受付 13時 30分～）11 30/日時

内容 ①�ミニ講演「アドバンス・ケア・プラン
ニング（人生会議）とは？」�
講師：�保原中央クリニック家庭医療科�

吉田一隆さん
②�シンポジウム「みんなで考える人生の
しめくくり」

[ 定員 ]　200 人　[ 参加費 ]　無料
[ 申込方法 ]　11 月 22 日㊎までに伊達医師
会に電話（☎ 576-7881）または FAX(576-
7882）で申し込んでください。

河川水の放射性物質調査結果
全地点で放射性物質は検出されず

市内を流れる主要河川 17 地点で、河川水
に含まれる放射性物質を調査しました。

問 放射能対策課放射能対策係　☎575-1003

[ 調査年月日 ]　令和元年 8 月 15 日
[ 調査項目 ]　放射性セシウム 134、137
[ 調査結果 ]　
　放射性セシウム 134、137 ともに、すべ
ての調査地点で不検出（検出下限値未満）で
した。今回調査したセシウムの合算検出下限
値は、1.3 ベクレル /㍑（※）でした。
※水道水の基準値は 10 ベクレル /㍑以下

河川 地点数 調査個所

広瀬川 6 久保田橋、前柳橋、田開作橋
二村橋、観音橋、阿武隈川合流前

糠田川 1 広瀬川合流前

布川 1 広瀬川合流前

石田川 1 土関橋

小国川 2 荒屋敷橋、滝ノ原 2号橋

祓川 1 阿久津橋

塩野川 2 北荒井橋、広瀬川合流前

伝樋川 1 上大鳥橋

古川 1 猫川橋

東根川 1 猫川橋

▼調査地点

問 健康推進課地域成人係　☎ 576-3736

会場 日程 受付時間 内容

伊達ふれあいセンター

11/7 ㊍、8㊎
11/11 ㊊～ 14㊍

8時～ 10時 30分
13時 30分～ 15時

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、肝炎ウ
イルス検診、骨粗しょう症検診
胃がん検診※

※胃がん検診は午前のみ
11/10 ㊐ 8時～ 10時 30分

13時 30分～ 14時 30分

11/10 は日曜検診を実施

伊達地域の住民健診

対象者には必要な書類を 5 月下旬に郵送
しています。書類が届いていない場合

は健康推進課にご連絡ください。

11 10/ ㊐ 8 時～10時 30分
13時 30分～14時 30分

※詳しくは下表をご覧ください

日曜検診

日曜検診

▼検診日程（11月実施分）　※伊達地域以外の人も受診できます
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[ 対象 ]　平成 31 年 7 月～ 8 月までに国民
健康保険（国保）で受診した被保険者のいる
世帯主
確定申告（医療費控除）に使用できます
　１年分の医療費通知を年 6 回に分けて送
付します。医療費控除に使用する場合は、大
切に保管してください。問  国保年金課給付係　☎ 575-1198

医療費の状況をお知らせします

国保の医療費通知を送付

11月下旬に、医療費のお知らせ（医
療費通知）を送付します。

　この通知は改めて医療費を請求するもので
はなく、受け取ったことによる手続きはあり
ません。医療機関から適正に医療費の請求が
されているかご確認ください。
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DATE農コンの参加者を
募集
申し込みは11/20 まで

市内在住の農業者を対象に実施する婚活
事業の参加者を募集します。

[ 対象 ]　
男性：�おおむね 25歳～ 45歳で、市内在住

の農業者および就農予定者
女性：�おおむね 25歳～ 45歳の人
[ 定員 ]　男女各 10名（先着順）
[ 参加費 ]　男性：3,000 円　女性：1,500 円
[ 開催日時 ]　
12 月 1日㊐　13時 30分～ 17時 30分
（受付 13時～）
[ 場所 ]　市内のいちご畑、道の駅伊達の郷
りょうぜん（集合場所：市役所）

[ 内容 ]　
いちご狩り・ティータイムトーク・ゲームなど
[ 申込・問い合わせ ]　
11 月 20 日㊌までに認定農業者会事務局（農
政課農業担い手係）に電話かメールでお申し
込みください。
電話：573-5635
メール：�date_noukon19@yahoo.co.jp
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家庭・学校・地域が一体となった青少年
健全育成市民運動の一層の充実と定着

を図るため、伊達市青少年育成推進大会を開
催します。ぜひご来場ください。

[ 日時 ]　11 月 30 日㊏　10時～ 12時
[ 場所 ]　伊達市ふるさと会館
[ 内容 ]　表彰式、市内の中学生による「少
年の主張発表」伊達市児童合唱団キッズ・シ
ンガーズ「雲のうたごえ」出演

青少年育成推進大会
青少年の健全育成のために

問���伊達市青少年育成市民会議事務局�
（こども支援課内）　☎ 573-5652
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交通安全に対する意識を高めるため、市
民大会を開催します。どなたでも参加

できますので、お気軽にご来場ください。

[ 日時 ]　11 月 15 日㊎　13時 30分～
[ 場所 ]　伊達市ふるさと会館
[ 内容 ]　表彰式、交通安全落語

交通安全市民大会
交通安全への意識を高めましょう

問���生活環境課生活安全係　☎ 575-1290

[ その他 ]　
事前申し込み不要です。直接会場にお越しく
ださい。参加者には記念品のプレゼントがあ
ります。
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