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● 娘の家族が５人（夫婦＋子 3 人）。学費が大変で親が援助している。養育費（学費）の援助につい

てどのような考えがあるのか。 

 お寄せいただいた学費の援助についてお答えします。 

 教育委員会では、義務教育の円滑な実施のため、経済的な理由によって学校に通うことが困難な児

童生徒の保護者に対して、学用品や学校給食等の費用を援助する「就学援助費」を支給しています。 

支給の対象となるのは、学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費などで、支

給される額は対象費用の区分ごとに上限額がそれぞれ定められており、年３回各学期末に支給してお

ります。支給の対象となる方は、市内に住所があり、市立小中学校に在籍する児童生徒の保護者にな

ります。 

認定につきましては、世帯全員の所得額、保護者の経済状況、児童生徒の日常生活の状況や家庭の

諸事情などを総合的に判断し決定されます。申請書は各学校と教育委員会学校教育課に備えており、

申請書の提出先は通学している学校になります。 

学校とのご相談や手続きにつきましては保護者が行うことになりますので、娘さんご夫婦に「就学

援助費」についてお話ししていただき、現在の家庭状況、経済状況などについて学校と相談されます

ようお伝えくださるようお願いいたします。（22 年 3 月 10 日回答：教育委員会 学校教育課） 

 

● 合併前はお見舞金や介護慰労金が貰えていた。赤い羽根募金はどのように使用されているのか知

りたい。 

高齢のお二人暮らしでの生活は、介護も含めご苦労があると存じますが、伊達市、伊達市社会福祉

協議会、地域包括支援センターなどが連携し、介護保険の各サービスのほか高齢者の方々を支援する

サービスを行っておりますので、お気軽にご利用いただきたいと存じます。 

共同募金には、10 月から 12 月にかけて行われる赤い羽根共同募金と 12 月に行われる歳末たすけあ

い募金があります。 

赤い羽根共同募金については伊達市社会福祉協議会に配分され、伊達市社会福祉協議会が行う高齢

者のための事業、障がい者のための事業、児童福祉・子育て支援のための事業などに活用されます。

歳末たすけあい募金についても伊達市社会福祉協議会に配分され、社会福祉協議会が行う歳末たすけ

あい配分事業に活用されます。 

貴方様のご意見にもございましたお見舞金や介護慰労金は、この歳末たすけあい配分事業により、

旧保原町社会福祉協議会が、民生委員さんを通じてお渡ししていたものです。しかしながら、伊達市

社会福祉協議会として合併された際に、現金による配布を取りやめ、歳末の家事援助サービス利用券

の交付、ひとり親家庭中学校卒業祝、おせち料理宅配などの社会福祉事業に活用することとなりまし

た。 

平成 21 年度には、歳末の家事援助サービス利用券の交付を廃止し、高齢者世帯を対象とした年末配

食（おせち料理宅配）事業が伊達市全域に拡大して実施されました。 

今回いただきました貴重なご意見を参考に、更に共同募金事業の周知を推進していきますので、今

後とも福祉関係事業の推進のためご提言くださいますようお願い申し上げます。（22 年 2 月 16 日回

答：健康福祉部 社会福祉課） 

 

● 母子家庭、父子家庭を対象としたクリスマス会を再開願いたい。 

貴方様の楽しかった思い出として残っております「母子家庭・父子家庭を対象とした」クリスマス

会ですが、ご記憶のとおり合併前の保原町において、旧保原町社会福祉協議会の助成を受けて、旧保

原町福祉団体連絡協議会の主催により実施されておりました。 

この保原町福祉団体連絡協議会は、伊達市合併時において解散となり、その後クリスマス会は実施

されなくなりました。 

貴方様のご意見にもございますとおり、伊達市内の子供たちの中には、母子・父子家庭に限らず、

家庭でクリスマスができない子供たちが大勢いらっしゃると思います。 

将来を担う子供たちの健全な育成には、子供たちの豊かな心と生きる力を育むことが大切でありま

すので、クリスマス会のような子供にとって楽しい思い出となる事業が必要であると思います。 

伊達市におきましては、子供の健やかな成長のため、子育てガイドブック「にこにこ」の製作、子

育て支援センターの開設など様々な子育て支援のサービスの充実を図っております。 

また、伊達市社会福祉協議会におきましても、わくわくキッズ講座や子育てサロンなど子育て支援
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のサービスの拡充を推進しております。 

お手紙にありました「母子家庭・父子家庭を対象とした」クリスマス会につきましては、伊達市お

よび伊達市社会福祉協議会において開催する計画はありませんが、伊達市内においては、町内会、育

成会、地域の福祉団体などが、地域の福祉活動としてクリスマス会などを開催しており、市といたし

ましては市民と協働による地域福祉の充実から、その活動の支援を図っていきたいと考えております。 

今回いただきました貴重なご意見については、機会を設けて町内会などにお知らせし、地域福祉の推

進に役立たせていただきますので、今後とも福祉事業推進のためご提言くださいますようお願い申し

上げます。（22 年 2 月 16 日回答：健康福祉部 社会福祉課） 

 

● 梁川病院の外来だけでも残してほしい。 

市立梁川病院は、地域住民の日常生活に密着した初期的な医療(一次医療)を提供する公的医療機関

としての役割を果たして参りました。しかし近年は、医師不足の煽りを受けまして福島県立医科大学

や公立藤田総合病院等から医師派遣の支援をいただいておりますが、外来患者数の減少が毎年続いて

おり、大変厳しい経営を強いられております。さらには、当病院の介護療養病床は国の制度改革によ

り平成 23 年度末をもって廃止を余儀なくされています。 

そのために昨年、外部有識者による「梁川病院検討委員会」を設置し、梁川病院の今後のあり方に

ついて検討がなされ、委員会から市に対して提言をいただきました。市ではこの提言を踏まえ、今年

度中に伊達市を取り巻く全体的な地域医療のあり方を検討し、梁川病院の方向性を確定する考えです

のでご理解を賜りたいと存じます。(22 年 2 月 4 日回答：伊達市立梁川病院) 

 

● ①元気じゃ脳教室に送迎をつけるか、交通費の助成してはどうか。そうすれば参加者が増えると

思う。②または教室を地区ごとに２～３個所増やすのはどうか。 

市の介護予防事業として実施している脳の健康教室「元気じゃのう教室」の学習サポーターとして

ご協力いただき、まことにありがとうございます。 

さて、お手紙いただきました元気じゃのう教室参加者のための送迎や交通費の助成、または地域ご

とに教室の開催箇所を増やしてはという件でございますが、この教室は、平成 19 年度から５地域５会

場で 65 歳以上の方々に広く参加していただき、くもん学習療法センターの教材を活用して簡単な読

み・書き・計算で脳を鍛えるという認知症予防と、地域に高齢化を支える地域コミュニティの広がり

を目的に実施しているものです。 

また、この事業は介護保険制度に基づく「介護予防一般高齢者施策」として、すべての高齢者を対

象に取り組んでいる事業であり、現在、この事業における参加者の送迎や交通費の助成は行っており

ません。 

しかし、「介護予防特定高齢者施策」である虚弱高齢者等を対象とした高齢者筋力トレーニング（元

気クラブ）のＡタイプや栄養改善･口腔機能向上のための「歯゜（ぱ）っくん！げんき食教室」事業に

つきましては、事業対象者の多くが運動機能の低下がみられることから、送迎を行っております。 

元気じゃのう教室は、すべての高齢者を対象とした事業であること、他事業との関係や財政面など

から、送迎や交通費の助成は出来ないことをご理解いただきたいと思います。なお、教室の開催箇所

を増やすことについては、何よりも地域における学習サポーターの方々のご理解・ご協力がなければ

出来ません。今後運営体制の整備と開催方法等を検討してまいりたいと考えておりますのでよろしく

お願いいたします。（22 年 3 月 25 日回答：健康福祉部 健康推進課） 

  

● ①保育園入園の職員対応が悪い。②慣らし保育は１週間ではなく最低１ヵ月必要。 

③第２子ができると保育園を途中退園しなければならないが、これではせっかく子どもが慣れたのに、

再入園したときの子どもへの影響が心配。退園ではなく、休園にし、復帰を保障すべき。そうでない

と、第２子を産むのに抵抗がある。 

 一点目の保育園入園の決定についてですが、出産後、育児休業の期間が決まってから、職場復帰

の期日を確認後、職場復帰の７日前から入園ができるように入園決定を行うことにしております。９

月に入園申込書の提出がありましたが、入園決定が職場復帰直前の１月３０日になったしまったこと

に対しまして、ご心配、ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。今後は事務処理における遅

延が発生しないよう事務改善を徹底いたします。 

二点目のならし保育についてですが、ならし保育は、再入園後に保育時間を徐々に長くして、子ど
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もさんが環境に慣れていくようにするための期間で、通常１～２週間程度とされております。伊達市

におきましては、育児休業明けの 1 週間前から入所できるようにしておりましたが、今後は２週間ま

で延長するよう改善いたします。 

三点目の育児休業中の入所継続についてですが、育児休業中における保育園入所につきましては、

保護者の方が家庭にいらっしゃるとのことでしたので保育に欠ける状況にはないと判断し、一旦退園

をお願いたしました。しかし、市といたしましては、子育て支援の観点から「保育を希望する方には

すべて受け入れる」方針といたしましたので、育児休業中の保育につきましても、入所継続できるよ

う改善いたします。 

なお、保護者への説明につきましては、こども保育課や保育園の職員が誠意を持って対応するよう

努力いたしますので、よろしくお願いします。（22 年 4 月 8 日回答：子ども部 こども保育課） 

 

● 健診受診録が送付されてくる封筒に問題あり。セロファン(住所等表示窓）の部分から生年月日・

年齢などが見えてしまう。配達する人など、第三者に見られる可能性があるのに、わざわざ外から見

えるようにする必要がどうしてあるのか？改善してほしい。 

各種検診受診録配布時の個人情報保護に関するご指摘についてお答えいたします。 

これまでもこの件につきまして、個人情報が明らかになってしまうというご指摘があり、受診録様

式の変更を検診委託先へ要望してきたところですが、この様式は県内統一のものであり、様式の変更

は困難な状況です。このため、市としましても封筒の窓あきの部分を長方形からかぎ形に変えるなど、

できる限りの改善を図ってまいりました。 

しかしながら、現状でも年齢などの個人情報が見えてしまうとのご指摘をいただきましたので、今

後封筒の窓あきのかぎ形の部分を改良し、氏名の印字位置を工夫することで改善を図りたいと考えて

おりますので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。（21 年 11 月 13 日回答：健康福祉

部 健康推進課） 

 

● 元気クラブの嘱託職員（運動指導員）の任期を延長してほしい。元気クラブのＰＲがたりない。 

お手紙いただきました元気クラブの嘱託職員（健康運動指導士）の雇用延長と、市民の皆さんへの

広報、周知方法の件でございますが、一点目の嘱託職員につきましては、地方公務員法をはじめ関係

法令に基づき、伊達市賃金支弁職員雇用等管理規則が定められており、その中で雇用期間の通算期間

は、６０月を超えることができないこととなっております。このことから、健康運動指導士も他の嘱

託職員と同様の雇用となりますことをご理解いただきたいと思います。 

なお、高齢者筋力トレーニング（元気クラブ）事業の運営につきましては、今後ともトレーニング

内容の充実と健康運動指導士をはじめとする指導体制等の向上に努めてまいります。 

また、高齢者筋力トレーニング（元気クラブ）事業は、現在市内５地域で２タイプ（Ａタイプ：新

規者、Ｂタイプ：継続会員）開催しており、Ａタイプは年間１４クール（定員１０名）で毎年１００

名以上の参加をいただき実施しており、新規会員を増やしております。今後とも市広報誌等でのお知

らせ及び内容の充実を図り、市民の皆さんへ周知し参加者を増加させることができるよう事業の推進

をしてまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いします。（21 年 11 月 13 日回答：健康福祉部 

健康推進課） 

 

● 子育て応援特別手当の該当基準は、なぜ生年月日なのか。 

子育て応援特別手当につきましては、厳しい経済情勢のなかで幼児教育期における子育てを支援す

ることを目的として、国の臨時的施策として行われたものです。平成 20 年度は第二子以降で、今年度

は第一子から支給対象となっておりましたが、この特別手当を凍結し、来年度から「こども手当」と

して、中学校修了までの子どもに一人当たり月額２万６０００円を支給していくこととしています。

(ただし、平成 22 年度は半額の１万３０００円) 

少子高齢化社会の進行に対し、未来の宝である子どもたちの成長を支援するため、国においては、

高等学校の授業料の無料化等についても来年度の予算に計上する予定です。 

伊達市におきましても、厳しい財政状況ではありますが、子育て支援部を設置し、市の重点施策と

して対応を図っております。保育園や放課後児童クラブでの待機児童の解消、小学生の医療費助成等

も少しづつ充実させておりますのでご理解をお願いいたします。 

また、職員の対応につきましては、誠に申し訳ありませんでした。今後、市民の皆様の立場に立っ
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た市民サービスの向上を図りますよう努力してまいります。（21 年 11 月 10 日回答：子育て支援部 児

童福祉課） 

 

● 月舘地区の高齢化は深刻な問題である。 

 「月舘町の高齢化は深刻な問題だ」とのご意見についてですが、伊達市の合併は地域分散型を提

唱し、旧町の特性を活かしながら「伊達市第一次総合計画」を策定し新しいまちづくりを推進してお

ります。 

しかしながら、月舘地域の現状は人口の減少が進み、少子高齢化が課題となっています。このため、

月舘地域における現状と課題を明らかにし、高齢化が進んでも「地域に暮らす一人ひとり」が元気で

ある社会を、月舘地域の目指す将来像として「月舘地域づくり計画」を策定し推進しております。 

この計画につきましては、今年 7 月に大字ごとの地区懇談会を開催し、地域の方のご意見をいただ

きながら進めてきました。今後、計画に基づき地域振興は図っていきたいと考えておりますので、こ

れからもご意見をいただきたいと存じます。（21 年 9 月 2 日回答：月舘総合支所 地域づくり課） 

 

● 小学生に対する医療費助成を実施してほしい。 

 ご指摘のとおり福島市は小学生医療費の全額助成を行っています。 

当市におきましては、市民 

の皆様そして議会においても福島市と同様に小学生までの医療費無料化を求める要望が寄せられて

いることは承知しております。しかし、当市は合併してまだ３年余でもあり、また、旧町の厳しい財

政を引継ぎましたので懸案事項も多く、学校の耐震対策等大きな課題を抱えています。そのため、今

後の財政見通しが十分でないことから、平成 19 年 10 月から小学生の入院医療費の無料化について実

施してきましたが、通院医療費については、本年 10 月から月 3,000 円までは自己負担していただき、

それを超える金額について助成することといたしました。 

さらに、早急に今後の財政見通しを見極め、平成 22 年度からの小学生医療費無料化の実施を検討す

ることとしておりますので、ご理解を賜りたいと思います。（21 年 9 月 2 日回答：子育て支援部 児童

福祉課） 

 

● 小学生に対する医療費助成を実施してほしい。 

 ご指摘のとおり近隣市町は小学生医療費の全額助成を行っており、県内においてもそのような施

策を講ずる市町村が増加しております。 

当市におきましては、市民の皆様そして議会より近隣市町と同様に小学生までの医療費無料化を求

める要望が寄せられております。しかし、当市は合併して３年余とまもなく、旧町の厳しい財政状況

を引継いでおります。また、旧町の懸案事項も多く、保原小学校の改築や学校の耐震対策等大きな課

題も抱えております。そのため、今後の財政見通しが十分でないことから、平成 19 年 10 月から小学

生の入院医療費について、また、本年 10 月からは月 3,000 円の自己負担となりますが、通院医療費に

ついても助成を行うこととし、子育て支援の推進を図っております。 

なお、６月定例議会において「小学生医療費の全額助成については、財政見通しを見極め、平成 22

年度からの実施を検討する」こととしておりますので、ご理解を賜りたいと思います。（21 年 8 月 10

日回答：子育て支援部 児童福祉課） 

 


