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【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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問  水道総務課総務係　☎ 573-5036

[ センターの設置場所 ]　
市役所中央棟１階　会計課となり
☎ 573-5036　FAX 573-5874
 [ センターの業務内容 ]　
・ 各種届出（水道使用開始・中止、名義・住

所変更など）の受付
・ 納付書発行や口座振替の受付など、水道料

金に関すること
・滞納整理（給水停止など）に関すること
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より一層のサービス向上や経営の効率化
を図るため、水道料金窓口などの業務

や施設管理の一部の業務を民間事業者に委託
し、4 月 1 日㊌から「伊達市水道お客様セン
ター」を開設します。

サービス向上と経営の効率化を図ります

水道お客様センターを開設

・ 使用水量や漏水、その他水道に関する全般
のお問い合わせ受付　など
[ 委託事業者 ]　
第一環境・伊達管工事協同組合共同企業体
※ センターの従業員は制服を着用し、市が発

行する身分証明書を常に携帯しています。
[ その他 ]　
お客様が行う手続きや料金の納付方法、各総
合支所窓口での受付やお問い合わせ先の電
話・ＦＡＸ番号に変更はありません。
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問  学校教育課庶務管理係　☎ 573-5824

経済的な理由で就学が困難な児童生徒
（市立小中学校）の保護者に対して、

学用品費や給食費などの一部または全部を援
助する「就学支援制度」があります。
　制度の利用には、申請と所得審査が必要で
す。詳しくは、在学している学校（新入学生

学用品費や給食費を援助します

就学援助制度のご案内

は入学予定校）または学校教育課にお問い合
わせください。
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保原高校商業科が
日本政策投資銀行賞受賞

地方創生★政策アイデアコンテスト 2019

問  地域振興対策室　☎ 575-2115

保原高校商業科は、市と連携し、地域の
活性化や課題解決を考える「地域連携

授業」を行っています。
　今年度は、3 年生 6 人がこの活動に取り組
み、内閣府主催の「地方創生★政策アイデア
コンテスト 2019」に、政策アイデア「だて
な！さすけねプロジェクト～あんぽで繋ぐ伊
達市の未来～」を応募しました。応募作品は
地方審査を通過（東北経済産業局長賞受賞）
し、昨年 12 月に東京都で行われた最終審査
会で、日本政策投資銀行賞を受賞しました。
　1 月 22 日に市役所で活動報告会を開催し、
須田市長に活動の成果を発表しました。

高校生の視点で伊達市を元気に

地域連携授業に取り組んだ保原高校商業科 3年生
（左から川村蓮太朗さん、菅野萌さん、髙林桃子さ
ん、佐藤世璃華さん、鈴木愛羅さん、千葉世羅さん）

参加した高校生の声

課題を身近に感じるようになった
　活動を通して、伊達市には良いところがたく
さんあると同時に、知らなかった課題があるこ
とに気付きました。今までは大人が何とかして
くれると思っていたことも、自分たちの課題と
して身近に感じるようになりました。

日時

8 時 30分～ 17時
場所 市役所中央棟１階

※各総合支所には開設しません。

①転入・転出・転居などの届出
②住民票・戸籍関係証明・印鑑証明書の交付
③印鑑登録申請の受付
④�所得証明書・納税証明書・課税証明書の交付

取扱業務

問  市民課市民窓口係　☎ 575-0205

平日お忙しい方はぜひご利用ください

臨時窓口を開設
◇注意事項　
・ 住基カードまたはマイナンバーカードによる

転入、マイナンバーカードの交付、広域交付
住民票の発行は、お取り扱いできません。

・ 他市町村や関係機関に確認が必要な時など
は、お取り扱いができない場合や再度来庁し
ていただく場合があります。事前にお問い合
わせください。

◇混雑の緩和にご協力ください
・ 3 月、4 月の月曜日や祝日の翌日、昼休みの

時間帯は、窓口が大変混み合います。時間に
余裕を持ってご来庁ください。

・ 毎週木曜日は、本庁（保原）および保原を除
く各総合支所で 19 時まで窓口業務を延長し
ています。

3 /29㊐ 4 /4㊏、

問  地域振興対策室　☎ 575-2115

地域おこし支援員が、これまでの活動実
績や今後の活動について報告する「活

動報告会」を開催します。地域おこし支援員
の目から見た伊達市の現状や提案から、これ
からの地域づくりを考えるきっかけとする報
告会です。ぜひご参加ください。

これからの地域づくりのきっかけに

地域おこし支援員の
活動報告会を開催

日時 3 /
（13時 30分開場）
14時～ 15時 30分24㊋

場所 市役所東棟 4階　多目的会議室

地域おこし支援員
野村��明祥
（月舘町糠田地区担当）

地域おこし支援員
浜田��和彦
（霊山町大石地区担当）

センターの従業員の制服
（左）と携帯する身分証（右）
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※このスペースは有料広告です。詳しくは、秘書広報課（☎ 575-1113）にお問い合わせください。
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問 下水道課管理係　☎ 573-5059

油の排水防止、生活排水の
節水にご協力ください
皆さんのご協力をお願いします

生活排水の節水にご協力ください
　台風 19 号の影響により県北浄化センターが浸水し、処理機能が停止しました。現在は応
急復旧により汚水を処理しています。完全復旧には 2 年から 3 年程度かかる見通しです。
引き続き生活排水の節水にご協力お願いします。

油の排水防止にご協力ください�
　下水道管の詰まりは、油分を下水道管に排
水することが主な原因で発生します。油を流
さないようご協力をお願いします。

下水道を守るために
・ 揚げ物用の油は凝固剤で固めたり、キッチ

ンペーパーなどに含ませて燃えるゴミとし
て処分しましょう

・ キッチンペーパーなどで拭いてから調理器
具や食器を洗いましょう

飲食店オーナーの皆さんへ、グリストラップ
の適切な維持管理をお願いします
　除害施設（グリストラップ）の維持管理が
適切に行われない場合、排水管や下水管の詰
まりの原因になるだけでなく、悪臭や害虫の
発生にもつながります。適切な維持管理にご
協力ください。

グリストラップの清掃の目安
毎日：バスケットのゴミを取り除く
毎週：浮いた油を取り除く（多い場合は毎日）
毎月：�沈殿物を取り除くなどグリストラップ

全体の清掃

台風 19 号の復旧活動の応援職員として、
本市の友好交流都市である滋賀県草津

市から渡邉 駿
しゅん

主任技師が派遣されました。
渡邉技師は令和 3 年 3 月 31 日まで伊達市に
派遣され、土木課で道路や河川の復旧工事を
担当します。

滋賀県草津市から
応援職員が派遣されました
台風災害からの復旧支援のため長期派遣

問 人事課人事給与係　☎ 575-1104

1 日も早い復旧に向けて、皆さんのお役に立
てるようにがんばりたいと思っています。伊
達市の皆さん、よろしくお願いします。

土木課
渡邉��駿�主任技師

渡邉技師コメント

問  秘書広報課広報広聴係　☎ 575-1113

第65 回福島県市町村広報コンクールで、
だて市政だより 10 月号が、広報紙（市

の部）で第 3 位となる佳作を受賞しました。
　今回の受賞は、多くの市民の皆さんにご協
力いただき、素敵な笑顔や一生懸命な姿を取
材させていただいたおかげです。今後も皆さ
んから愛される魅力的な広報紙づくり、積極
的な情報発信に取り組んでまいります。

取材のご協力ありがとうございます

だて市政だよりが
広報紙（市の部）佳作を受賞

県市町村広報コンクール

10 月号特集
「子どもの居場所づくり」

中央交流館などの施設に
休館日を設けます
4月1日から試行運用を開始

施設の効果的、効率的な運営を検討する
ため、4 月 1 日（一部は 5 月 1 日）か

ら当分の間、各中央交流館などの施設で、休
館日の設定や閉館時間の変更を試行します。

　休館日に施設のメンテナンスなどを行うこ
とで、施設管理の効率化と利用者の安全を図
り、より快適に施設をご利用できるように努
めてまいりますので、ご理解をお願いいたし
ます。

問  地域振興対策室　☎ 575-2115

梁川寿健康センター
現行 4月 1日以降

休館日 利用時間 浴場休業日 浴場利用時間 休館日 利用時間 浴場休業日 浴場利用時間

年末年始
日曜日、祝日 9時～ 16時 年末年始

日曜日、祝日
10時～
15時 30分 変更なし 変更なし

年末年始
日曜日、祝日、
水曜日

変更なし

①休館日の設定、利用時間を変更する施設

② 4月 1日から利用を休止する施設：月舘老人福祉センター

交流館など

施設名
現行 4月 1日以降

休館日 利用時間 休館日 利用時間

保原中央交流館

年末年始
（12/29 ～ 1/3）
※以下同じ

9時～ 21時 30分

変更なし
変更なし

梁川中央交流館

年末年始、月曜日
伊達中央交流館

9時～ 21時 30分
日曜日は9時～17時（※）霊山中央交流館

月舘中央交流館

伊達東地区交流館

年末年始

9時～ 21時 30分 年末年始、日曜日

変更なし箱崎農村環境改善
センター

11時～ 19時
土曜・祝日 9時～ 19時
日曜 9時～ 17時

年末年始、火曜日、
第 1、3木曜日

※伊達中央交流館の利用時間は 5/1 から変更
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※このスペースは有料広告です。広告の掲載については秘書広報課（☎ 575-1113）にお問い合わせください。

場所

日時 3 / 10 時～20 ㊎

保原中央交流館 2階　第 1研修室

3 月 9 日㊊までに申込書とお子さん
のプロフィールカードを市民協働課
（市役所中央棟 3階）に提出（郵送可）。

※�必要書類は市ホームページからダウンロード
できます。また、市民協働課、各総合支所、
各中央交流館で配布します。

申込

問  市民協働課協働推進係　☎ 575-1177

独身の子をもつ親同士による、息子さん・
娘さんの情報交換をする「代理婚活」

イベントを開催します。

独身の子をもつ親同士による婚活

「代理婚活」の参加者募集
参加
無料

・独身の子をもつ親であること
・子は 25歳以上で独身であること
・参加について、子から了承を得ていること
・�息子をもつ親は伊達市在住であること（息
子および娘をもつ親の居住地は問いません）

以下のすべてを満たすこと対象

[ 定員 ]　
20組（息子をもつ両親10組、娘をもつ両親10組）
※父親または母親１名のみでの参加も可能
※子自身の参加も可能
[ その他 ]　申込数が各 1 組以上に満たない場
合は、開催を延期します。

詳しくはこちら

Check !
チェック

詳しくは担当課にお問い合わせください

会計年度任用職員を募集

職種 業務内容 採用人数 勤務先 申込方法

一般事務職員 会議録・文書作成
の補助など 1人 議会事務局

（市役所議会棟 3階）
3 月 6 日㊎までに履歴書（顔写
真貼付）を議会事務局に提出

税務事務補助員
（固定資産税）

固定資産の異動処
理補助 1人

税務課
（市役所東棟 1階）

3 月 5 日㊍までに履歴書（顔写
真貼付）を税務課に提出税務事務補助員

（市県民税）
税務証明発行、
課税補助 1人

[ 勤務条件 ]　
・ 月給 14 万 9,300 円～ 15 万 3,900 円 
（経験年数により異なる）

・フルタイム（週 5 日 7 時間 45 分）勤務
・ 期末手当、通勤手当、有給休暇、社保あり

4 月 1日～令和 3年 3月 31日雇用期間

問   議会事務局庶務係　☎ 575-1217 
税務課資産税係（固定資産）　☎ 575-1235 
税務課市民税係（市県民税）　☎ 575-1138
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