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早期復旧へ　県や国へ要望

台風 19 号災害の復旧に
かかる要望活動を実施

市が所有する宅地の売却受付期間が間も
なく終了します。購入を検討している

人はお早めにお申し込みください。
　受付は先着順で、売却要件が整っている人
から売却します。申し込みに関する詳しい内
容は、市ホームページをご確認ください。

市有地売却の受付期間は
1/31 ㊎まで
購入を検討している人は早めの申込を
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物件番号 3

物件番号 1

◇物件案内図

[ 受付期限 ]　�1 月 31 日㊎まで（土日祝日を
除く）

[受付場所]　財政課管財係（市役所東棟2階）
[ 申込書類 ]　財政課または市ホームページ
から入手してください。 問���財政課管財係　☎ 575-1189

物件番号 所在地（地番） 面積 予定価格
1 　103番 2 292.61㎡ 591万円

3 　126番 2 277.09㎡ 587万円

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

◇売払物件
[ 所在地 ]　伊達市梁川町希望ケ丘
[ 用途地域 ]
市街化区域　第一種低層住居専用地域

市有地売却

Check !
チェック

【台風 19 号で被災された皆様へ】
　り災証明書と一緒に、生活再建の支援制度
の申請書をお送りしています。まだ申請がお
済みでない場合は、忘れずに申請をお願いし
ます。

市HP
支援情報
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MR ワクチンは 2 回接種
　麻しん、風しんは感染力が強い病気です。
２回の予防接種で、より強い免疫を長期間保
つことができます。

麻しん（はしか）、風しんの感染予防の
ために「麻しん風しん（ＭＲ）ワクチ

ン」の予防接種を受けましょう。

問�健康推進課健康企画係　☎ 575-1116

小学校入学前に早めの予防接種を

麻しん、風しんの予防接種を
受けましょう

[ 対象 ]　
MR ワクチンⅠ期：１歳～２歳未満
MR ワクチンⅡ期：平成 25年 4月 2日～平
成 26年 4月 1日生まれの子ども（接種期限
は令和 2年 3月 31日まで）
[ 接種費用 ]　無料。ただし、期限を過ぎた
場合は全額自己負担になります。
[ 接種方法 ]　
実施医療機関に直接予約して接種してくださ
い。接種の際は、健康保険証、母子健康手帳、
予診票を持参してください。

問�国保年金課給付係　☎ 575-1198

国民健康保険（国保）に加入している人
が、社会保険などに加入した場合は、

国保の脱退手続きが必要です。
　厚生年金への加入が確認（令和元年 12月
時点）できた国保の被保険者を対象に、脱退
手続きの勧奨通知を 1月に送付します。

対象者には 1月に勧奨通知を送付します

国保の脱退手続きはお早めに
[ 手続きに必要なもの ]　
・�新しく交付を受けた健康保険証、これまで
使用していた国民健康保険証

・�来庁者の身分証（顔写真がある場合は１つ、
顔写真がない場合は２つ）

・印鑑
・委任状（来庁者が別世帯の代理人の場合のみ）
[ 届出先 ]　国保年金課（市役所中央棟１階）
または保原を除く各総合支所
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　11月 1日、内閣府、
財務省、国土交通省
を訪問し、被災者の
生活再建支援、公共
施設の早急復旧に向
けた予算確保と支援、

災害廃棄物の処理支援など、復旧・復興への
緊急要望を行いました。

阿武隈川上流改修促進期成同盟会緊急要望

　11月14日、復興庁、
財務省、国土交通省
を訪問し、災害復旧
予算の確保、被災自
治体への財政的支援、
相馬福島道路の早期

復旧、国道 115 号の早期復旧の支援整備促進
など、被災地の早期復旧・復興に向けた万全
の措置を講じるよう要望しました。

一般国道 115 号整備促進期成同盟会要望
　11 月 20 日、福島
県知事を訪問し、被
災者の生活再建や健
康管理、商工業や営
農再開への支援、土
木施設や公共交通の

復旧など、あらゆる分野の支援拡充を要望し
ました。早期復旧のため、国・県による総合
的な支援が必要であることを強調しました。

福島県知事への要望

　11 月 6 日 に 福 島
県土木部長、福島県
県北建設事務所長を
訪問し、被災箇所や
公共施設の早期復旧、
再度災害が起こらな

いように改良復旧の積極的推進を要望しまし
た。

福島県への被災箇所早期復旧の要望
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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
・市内に 1年以上住所がある
・�右表の学校に進学予定で、健康で学習意欲がある
・在学校の評定平均が 3.5 以上である
・経済的理由で進学が困難である
・他に貸与型の奨学金を受けていない
[ 募集人数 ]　若干名
[ 申込方法 ]
① �1 月 10 日㊎～ 31日㊎の間に教育総務課で応募書類を配布します。
② �2 月 3日㊊�～ 14 日㊎の間に教育総務課に応募書類を持参してください。
[ 選考方法 ]　書類選考で決定します。結果は 3月中に応募者全員に通知します。
[ 貸与利子 ]　無利子
[ 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

市奨学生を募集
1月10日㊎～ 31日㊎に応募書類を配布

問����教育総務課総務企画係　☎ 573-5852

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

▼奨学金の貸与額

相馬福島道路　古川橋（仮称）橋梁工事
のため、市道大柳高子線の夜間通行止

めを行います。大変ご迷惑をおかけしますが、
ご協力をお願いします。

問��福島河川国道事務所東北中央道維持出張所
☎ 555-6554

案内看板にしたがって通行してください

市道大柳高子線の
夜間通行止めのお知らせ

のうち 10 日間1 6/ ㊊ ～2 29/ ㊏

夜間通行止め期間

21 時～翌 6 時
時間
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住宅への入居は 3 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　※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1月 14日㊋～ 17日㊎

問���管理課管理係　☎573-5064

※ 1住戸や収入などにより異なります。
※ 2特別市営住宅は、入居者を随時募集しています。

[ 申込方法 ]　1月 14日㊋～ 17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。

市営住宅

Check !
チェック

▼募集団地一覧

地域 団地名 条件 月額家賃�※１

普通市営住宅
（低所得者向）

伊達 滝前団地 2階 1戸（3DK）　駐車場なし 1万 4,100円～ 2万 7,700円

霊山 谷津団地 3階 1戸 (3LDK)　駐車場あり 1,000円 2 万 1,200円～ 4万 1,600円

月舘 岩内団地 2階建て 1戸（3DK）　駐車場あり 1万 3,000円～ 2万 5,600円

特別市営住宅
（中所得者向）※2

保原 泉町団地 C・D棟（2LDK、3LDK） 4万 7,000円～ 5万 7,000円

霊山 谷津団地 J・K棟 (3LDK)　 3万 8,000円～ 4万 2,000円

保原駅

上保原駅

通行止区間

高子駅

阿武隈急行線

市道
大柳
高子
線

相
馬
福
島
道
路

松陽中
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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。

水道の凍結にご注意！
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　☎ 573-5038

凍った場所にタオルなどを巻く水道管が凍ったときは
　凍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（22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。

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
が高額になる事例も発生しています。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。

必ずぬるま湯をかけてゆっくり溶かす

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、長期間水道を使
用しない場合は、水抜き栓による水道管の
水抜きをしましょう。
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。
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ミュージカル公演を開催
チケットのお求めはふるさと会館まで

宝くじ文化公演事業
「ジパング青春記～慶長遣欧使節団出帆～」
　舞台は 1611 年の慶長の大地震で津波被
害を受けた三陸。目的を知らされぬまま、伊
達政宗から「千本の木の切り出し」という仕
事を授けられた若者たちの物語です。

伊達市ふるさと会館
MDDホール

場所

㊐
開場 13時 30分
開演 14時2 16/日時

問�伊達市ふるさと会館　☎ 583-3244

全席
指定

一般：2,000円（当日2,500円）
高校生以下：1,000円（当日1,500円）

伊達市ふるさと会館でチケット販売中

暮らしの講演会を開催
悪質商法の撃退法を落語で学びましょう

悪質商法をテーマに暮らしの講演会を開
催します。ぜひご参加ください。

問�市消費生活センター　☎ 574-2233

市役所１階シルクホール場所

1/22㊌までに市消費生活センターに
申し込み（先着順）

申込

㊍ 13 時 30分～ 15時1 23/日時

テーマ ～笑いで撃退‼悪質商法‼～
なるほど、これぞ「だまし」のテクニック

◆内容
第 1部　悪質商法に関するトラブルを笑いを交

えて落語でお伝えします
第 2部　古典落語

演者
落語家��立川がじらさん
平成 23 年 2 月、立川志ら
く氏に入門。平成 28年 12
月、二ツ目に昇進。都内を
中心に活躍中の若手落語家。

男女共同参画講演会を開催
誰もが生きやすいまちづくりのために

近年、耳にすることが多くなった「LGBT
（性的少数者）」。しかし、実際に自分

がそうであると表明できる人は多くありませ
ん。声が拾いにくい LGBTの人々への理解
を深め、誰もが生きやすいまちづくりを行っ
ていくための講演会を開催します。

問�市民協働課協働推進係　☎ 575-1177保原中央交流館 3階　大会議室場所

㊌ 15 時～ 16時 30分1 22/日時

講師：小林りょう子さん
（ＮＰＯ法人日本フェミニストカウンセリング学会
事務局長、ＮＰＯ法人ハートをつなごう学校副代表
理事）

テーマ 多様な性と共に生きる
LGBT（性的少数者）は「いない」の
ではなく「みえない」だけ

参加無料
予約不要

問�総務課統計係　　☎ 575-1239

統計調査のご協力をお願いします

農林業センサス調査を実施

[対象]　農林業に従事し、作業に関する面積・
頭羽数が一定規模以上の人（組織の場合は代
表者が対象になります）
[ 期間 ]　1月中旬～ 2月下旬
[ 調査内容 ]　農林業経営の状態や労働力、
耕地、農業生産の概況、作業の受託状況など

2020 年農林業センサス
　我が国の農林業の生産構造や就業構造など
の実態を明らかにすることを目的に、農林水
産省が行う調査です。

[ 調査方法 ]　
　1月中旬から、調査員証を携帯した調査員
が対象候補宅を訪問し、聞き取り調査を行い
ます。その際、要件を満たした人には調査票
を配布し、後日調査票を回収します。

農林業センサスマスコット
キャラクター「つっちー」

適度な運動や地域活動への参加で予防を

「フレイル」にご注意を

フレイルとは
　筋力や気力が低下し、健康障害を招きやす
い状態のことをいいます。
　フレイルになると転倒や骨折しやすくな
り、術後合併症などが起こる確率も上がりま
す。また、生活習慣病（糖尿病）、心血管疾患、
薬の多剤併用などは、フレイルになりやすく
なるといわれています。

フレイルの予防法
　普段の心がけでフレイルになりにくくする
ことができます。積極的に活動し、健康に過
ごしましょう。
・適度な運動を心がけ、日常生活にも運動を取
り入れましょう。

・積極的に地域活動などに参加して地域とのつ
ながりを増やし、外出の機会を増やしましょう。
・お薬手帳を活用し、適切に薬を管理しましょう。
・健康診査を毎年受診し、適切な治療をしま
しょう。問�国保年金課賦課係　☎ 575-1198

14
ＮＥＷＳ

1月の伊達市チャレンジデー
お気軽にご参加ください

10時～ 12時：ラージボールピンポン
13時～ 15時：ニュースポーツ体験

内容

問�伊達市スポーツ振興公社　☎ 597-8015伊達体育館場所

㊌ 10 時～ 15時1 29/日時 動きやすい服装で、飲み物と上履きを持参して
ください。

参加無料
予約不要

１月は「エンジョイ！スポーツ！」
　毎月最終水曜日は「伊達市チャレンジデー」
です。体を動かして運動の習慣のきっかけを
作りましょう。
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