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風しんの感染を拡大させないために、子
どもの頃に風しん感染したかどうか記

憶が曖昧な場合も抗体検査を受けましょう。

自分自身と周りの人を守るために

風しん感染防止のために
ワクチン接種を

抗体検査・予防接種の流れ　
①�クーポン券が届いている人は、健康診断や
医療機関で抗体検査を受けましょう。

②�風しんへの抵抗力が無いこと（抗体なし）
がわかった場合、予防接種を受けましょう。

１回に限り、助成を受けて予防接種を受
けることができます。希望する場合は

医療機関に予約し、予防接種を受けましょう。

問�健康推進課健康企画係　☎ 575-1116

接種費用を一部助成します

高齢者肺炎球菌ワクチン
予防接種

[ 対象 ]　過去に 1度も高齢者肺炎球菌ワク
チンを接種したことがなく、次に該当する人
①�令和元年度に、65歳・70歳・75歳・80歳・
85 歳・90 歳・95 歳・100 歳になる人お
よび 100 歳以上の人

②�接種日に 60 歳以上 65 歳未満で、障害者
手帳 1級該当程度の心臓・腎臓・呼吸器
の機能、免疫機能に障がいがある人
※�①に該当する人には、4月に通知と予診票
を送付しました。ご不明な点は健康推進課
にお問い合わせください。

[ 自己負担額 ]　2,400 円

接種期限

3 31/ まで令和 2 年

家屋取り壊し償却資産

Check !
チェック

下表に該当する場合は届け出てください

家屋取り壊しの届出
償却資産の申告

問�税務課資産税係　☎575-1235

家屋取り壊しの届出 償却資産の申告　　　　　　　

対象

令和元年中（平成 31 年 1 月 1 日～令和元年
12月 31 日）に所有する家屋の全部または一
部を取り壊した場合
※�令和元年中に滅失（取り壊し）の登記をした
場合は、届出不要。

店舗や工場、事務所など市内で事業を行っている法人および個人
で、償却資産（事業に使用している機械など）をお持ちの場合
※�新しく事業を始めた場合や 10kW以上の太陽光発電設備を設
置している人で、申告書が届いていない場合は税務課資産税係
にご連絡ください。

申告期間 12 月 27日㊎まで 1月 6日㊊～ 1月 31日㊎

提出書類 家屋取り壊し届出書 償却資産申告書、種類別明細書
※�個人番号（法人番号）を必ず記入してください。

提出先 税務課または各総合支所（郵送可）　※提出する書類は、左記窓口のほか市ホームページから入手できます。

問�健康推進課健康企画係　☎ 575-1116

※�①の人には 5月にクーポン券を送付しまし
た。クーポン券が届いていない対象者で、今
年度中に検査・予防接種を希望する場合は健
康推進課にご連絡ください。

昭和 37 年 4 月 2 日生まれ
～ 昭和 54 年 4 月 1 日生まれの男性

①�昭和 47年 4月 2日～昭和 54年 4月 1日
生まれ➡すでにクーポン券を送付しています
②�昭和 37年 4月 2日～昭和 47年 4月 1日
生まれ➡来年度にクーポン券が届きます

対象

抗体検査および予防接種が無料となります

市民が市の魅力を再確認し、愛着をさら
に深めてもらうとともに、市内外へ元

気あふれる伊達市を PRするため、原動機付
自転車のオリジナルナンバープレートを作成
しました。
　市内の高校生にデザインを募集し、梁川高
校美術部 2年の曳地志津佳さんと保原高校
美術部 3年の宍戸亜由美さんの作品を採用
しました。2人の作品のほかに、市がデザイ
ンしたものを加え、３つのナンバープレート
が完成しました。　

問�税務課市民税係　☎ 575-1138

市内の高校生がデザインを担当

伊達市オリジナル
ナンバープレートが完成

※災害による減免あり

[ 交付開始 ]　令和 2年 1月 6日㊊から
[ 対象車種 ]　原付第１種 (白色・50cc 以下 )
[ 受付方法 ]　
・�購入や譲受けなどで、新しく対象車種の原
動機付自転車を登録する際に、オリジナル
ナンバープレートを選ぶことができます。

・�登録手続きは税務課（市役所東棟 1階）ま
たは各総合支所で受け付けます。

・�現在使用しているナンバープレートからの
変更も可能です。

[ その他 ]　料金は無料です。

ナンバープレートを手にする
曳地さん（左）と宍戸さん（右）

伊達市らしいナンバープレートが完成しました！

曳地志津佳さんがデザイン
　市の名産品の桃、市の鳥である
セキレイが描かれています。ナン
バーは志津佳さんの頭文字「S」
から始まり、「8」はセキレイの止
まり木になっています。

宍戸亜由美さんがデザイン
　名峰・霊山をバックに桃の花が
四隅に配置されたデザインです。
ナンバーは亜由美さんの頭文字
「A」から始まります。

伊達市がデザイン
　市の観光 PR アニメ「政宗ダテ
ニクル」のキャラクター初代・朝
宗を採用し、背景に霊山を描きま
した。ナンバーは伊達市の「D」
から始まります。

宍戸亜由美さん曳地志津佳さん

このナンバープレートを付けて
走ってもらうことで、もっとたく
さんの人に伊達市のことを知って
もらい、足を運ぶ人が増えるとい
いなと思います

伊達市の美しい自然や風景をイ
メージしました。運転者も、これ
を見た人も楽しくなれたらいいな
と思います
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令和2年度に市が発注する業務の入札参
加資格申請の追加受付を行います。詳

細は市ホームページをご覧ください。

市
H
P

問�契約検査室　☎ 573-9150

受付は 12月 16日㊊まで

入札参加資格審査申請の
追加受付

受付は 9時～ 17時（土日を除く）
12 2/ ㊊ ～12 16/ ㊊

申込期間

[ 申請項目 ]　
①建設工事　②測量設計等業務　③物品製造
等業務　④管理委託業務

[ 対象者 ]　
①�市建設工事等入札参加資格者名簿に登録さ
れていない事業者

②�すでに市建設工事入札参加資格者名簿に登
録されており、登録されている部門以外へ
の名簿登録を希望する事業者

[ 資格の有効期間 ]　
令和2年4月1日～令和3年3月31日（1年間）
[ 申込方法 ]　
必要書類を契約検査室（市役所東棟２階）に
持参または送付してください。

消費税増税に伴い、プレミアム付商品券
を販売しています。下記に該当する人

で、購入を希望する場合はお早めにお申し込
みください。

問�商工観光課商工労政係　☎ 573-5632

購入を希望する人はお早めに申し込みを

プレミアム付商品券の
申込は 12/27 ㊎まで

[ 対象者 ]　平成31年度の市県民税が非課税
の人（ただし、配偶者が課税者の人および課
税者に扶養されている人を除く）
➡ 12 月 27 日㊎までにお申し込みください

[ 使用可能店舗 ]　市内 248 店舗
[ その他 ]　
・�申請書を紛失した場合は、商工観光課にご
連絡ください。

プレミアム付商品券

Check !
チェック

問�生涯学習課生涯学習スポーツ係　☎573-5709

来年度から始まる通学合宿体験事業のボ
ランティアスタッフを募集します。詳

しくは市ホームページをご覧ください。

通学合宿体験事業とは
　市内の小学５年生が通学しながら合宿し、
炊事や洗濯、掃除などを経験します。この事
業を通して、日常生活の技能や自立心、協調
性を高め「生きる力」を養います。

通学合宿体験をサポートしませんか

通学合宿体験事業の
ボランティアスタッフ募集

活動内容
・子どもの生活の見守り、支援
・調理の補助
・館内清掃の補助など　※事前研修あり

活動期間 令和２年の事業開催日（5月～ 11月）
※夏休み期間中を除く

[ 申込方法 ]　
1月31日㊎までに応募用紙を生涯学習課（市
役所東棟２階）または各総合支所に提出して
ください。後日、面談および説明会の日程を
お知らせします。
※�応募用紙は上記提出先のほか、市ホーム
ページから入手できます。

65歳から74�歳までの人で、一定の障
がいがある人（下記参照）は、申

請により後期高齢者医療制度に加入すること
ができます。

問�国保年金課賦課係　☎ 575-1198

▼他の医療保険との違い

医療費が 1割になる場合があります

後期高齢者医療制度の
障がい認定

[ 一定の障がいがある人 ]　
・�身体障害者手帳 1～ 3�級および 4�級の一
部の人

・�国民年金証書（障害年金）の等級が 1�級、
2�級の人

・精神障害者保健福祉手帳 1�級、2�級の人
・療育手帳の障がいの程度が「A」の人

②保険料の負担　
　後期高齢者医療制度に加入すると、保険料は被保険者本人が納めるようになります。社会保
険の被扶養者だった人など、今まで保険料の負担がなかった人には軽減措置があります。

[ 申請方法 ]　
　障害者手帳、印鑑、通帳、現在加入してい
る国民健康保険（国保）または社会保険（社保）
の保険証、身分証明書を持参し、国保年金課
（市役所中央棟 1階）または各総合支所に申
請してください。
[ その他 ]　
・�後期高齢者医療制度に加入した場合は、現
在加入している医療保険を脱退することに
なります。

・�加入後でも 75�歳に達するまでは、申し出
により脱退することができます。

①医療費の負担割合（毎年 8月に定期判定）

※�市県民税の課税所得が
145万円以上の人など

年齢 国保または社保 後期高齢者医療制度

65～69歳 3割
現役並み所得者（※）：3割
一般：1割70～74歳 現役並み所得者（※）：3割

一般：2割
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12月10日から「年末年始の交通事故
防止県民総ぐるみ運動」が実施さ

れます。
　冬は夕暮れ時から夜間にかけて交通事故
が多発し、特に高齢歩行者が被害者となる重
大事故の増加が懸念されます。交通安全の意
識を高め、交通ルールを遵守、正しい交通マ
ナーを実践し、交通事故を防止しましょう。

県民みんなで交通事故を防止しましょう

年末年始の交通事故防止
県民総ぐるみ運動

①道路横断中の交通事故防止
②高齢者の交通事故防止
③夕暮れ時や夜間の交通事故防止
④�すべての座席のシートベルトとチャイルド
シートの正しい着用の徹底
⑤飲酒運転の根絶

運動の重点

～ 1 7/ ㊋12 10/ ㊋

実施期間

 夕暮れの　早めのライトで　防ぐ事故
スローガン

問�生活環境課生活安全係　☎ 575-1290

詳しくは
こちらから
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著名人や漫画家の作品を展示中

「起き上がりこぼし」の
企画展を開催中

おきあがりこぼしプロジェクト 福島・伊達展
　「起き上がりこぼしプロジェクト」は、東
日本大震災の復興支援活動として、2013 年
に始まった展示会です。世界各国を巡回し、
今回は東北で初めての開催となります。
　会場には、伊達なふるさと大使のサンド
ウィッチマンや、著名な漫画家が手掛けた作
品など約 300 体を展示しています。 問 梁川美術館　☎ 527-2656

展示作家
さいとう・たかを、里中満智子、ちばてつや、
松本零士、モンキーパンチ、高田賢三、ジャ
ン・レノ ほか多数

© 里中満智子

入場
無料

梁川美術館場所
※月曜休館

期間 12 15/ ㊐ まで

令和 2 年の成人式を 1 月 12 日㊐に開催
します。対象者には、11 月中旬に案

内状を送付しました。
　右記に該当する場合は、事前に申し込み
が必要です。お早めに生涯学習課（市役所
東棟 2 階）または各総合支所にお申し込み
ください。

伊達市の式に参加する場合は申し込みを

成人式は 1/12 ㊐に開催
市外在住者の申込はお早めに

事前に申し込みが必要な場合
① 市外在住で、伊達市の成人式に出席を希望

する場合
② 現住所のある地域以外の成人式に出席を希

望する場合
③ 当日成人式を欠席する人で、成人証書の交

付を希望する場合
問  生涯学習課生涯学習スポーツ係 

☎ 573-5709

民活動支援センター市
ご存知ですか？

▶ どんなことをしているの？

　地域自治組織などの市民活動団体や NPO
法人の設立、活動の支援をしています。平
成 23 年 11 月 15 日に「市民活動と協働の
まちづくり拠点」として開設され、今年で
8 周年を迎えました。

開設から 8 年を迎えた「伊達市市民活動支
援センター」を紹介します。

■伊達市市民活動支援センター 
[ 開館時間 ]　 月曜日～土曜日　9 時～ 18 時
☎ 583-2800　FAX：583-2820

▶ どこにあるの？

　伊達ふれあいセンター
（伊達市箱崎字川端 7）の
3 階に事務所があります。

伊達中

八雲神社
伊達総合支所

JA長岡支店
伊達市
ふるさと会館

★

399

4

353

伊達ふれあい
センター

ホームページは
こちらから
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