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広 報 

やないづ 
お知らせ版 

柳津保育所もちつき会 

１１月９日（金）、柳津保育所で毎年恒例のもち

つき会が行われました。 

小さな手に杵を持ち、力いっぱいペッタンペッ

タンと餅をつくと、周りの園児たちは「よいし

ょ！よいしょ！」「がんばれ！がんばれ！」と大き

な声で元気よく応援をしていました。 

つきあがったお餅は、先生や保護者の方々にきな

粉餅などにしてもらい、お昼にみんなでおいしくい

ただきました。つきたてのお餅をお腹いっぱい食べ

て、園児のみんなは大満足のようでした。 



 

 

 

 

 定期の予防接種となる高齢者と、子育て支援等の観点から高校生以下の子どもについて、インフルエンザワ

クチン接種費用の助成を行うこととなりました。 

下記のとおり実施いたしますので、かかりつけ医での接種をお勧めします。 

 なお、助成の対象になる方へ「予診票」を送付しておりますので、接種する際には予診票に必要事項を記入

の上、接種して下さい。 

 

＜満６５歳以上の高齢者＞（※含む） 

（※）満６０歳以上満６５歳未満の者であって、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウィルス 

による免疫の機能に障害を有し、障害者手帳を持っている方。 

 

○接種期間 … 平成２４年１１月１日（木） ～ 平成２５年１月３１日（木）まで 

○助 成 額 … 接種費用の「半額」を助成します。 

○助成方法 … 医療機関の窓口で接種費用の「半額」をお支払下さい。 

○医療機関 … 福島県内の協力医療機関で接種できます。 

 ※接種期間内に満６５歳になる方は、年齢到達後に接種して下さい。 

 

＜高校生相当年齢以下の子ども＞ 

○接種期間 … 平成２４年１１月１日（木） ～ 平成２５年１月３１日（木）まで 

○助 成 額 … 接種費用の内「１，０００円」を助成します。 

○助成方法 … ①両沼郡、喜多方市の医療機関で接種した場合は、接種費用の内「1,000 円」を引いた額を

医療機関窓口で支払うようになります。 

          ②会津若松市の医療機関で接種した場合は、接種費用の「全額」を窓口で支払い、後日

「1,000 円」を役場へ請求（償還払い）することになります。 

○医療機関 … 会津若松市、喜多方市、両沼郡管内の協力医療機関で接種できます。 

 

問 町民課 保健衛生班 電話４２－２１１８ 

 

 

 

 

 本年１１月 1 日より、三種混合ワクチンとポリオワクチンが一種になった四種混合ワクチンの予防接種が始ま

りました。 

 四種混合とは、ジフテリア、百日せき、破傷風（この 3 つは従来の三種混合ワクチン）に急性灰白髄炎（不活

化ポリオ）が加わったワクチンです。 

 

○接種対象者 … 生後３ヶ月～９０ヶ月未満 かつ 

         三種混合ワクチン、生ポリオワクチン、不活化ポリオワクチンの未接種の方         

四種混合ワクチンの予防接種が始まります 

インフルエンザワクチン予防接種について 

２



○接種方法 … 接種回数 ４回 

         ・初回接種は、２０日から５６日までの間隔をおいて３回接種 

         ・追加接種は、初回３回目終了後１年～１年６ヶ月の間隔をおいて１回接種 

 

○持参品  … ・予診票 ・母子健康手帳 

 

       ２０日～５６日の間隔    ２０日～５６日の間隔        １年～１年６ヶ月の間隔  

 

 

      

 

 

 初回１回目         初回２回目        初回３回目                 初回追加（４回目） 

 

※接種を実施する場合、必ずかかりつけ医に連絡を入れてから、予防接種を受けて下さい。    

（直接病院に行かれても、接種できない場合があります） 

※本年９月１日より不活化ポリオワクチンが導入されていますが、今回導入された四種混合ではなく、三種混

合と不活化ポリオの接種を希望される方は、役場町民課保健衛生班までご連絡ください。 

 

問 町民課 保健衛生班 電話４２－２１１８ 

 

 

 

 

 

福島県災害対策本部により福島県放射能測定マップが公開されているところですが、今回、市町村が

独自に調査した放射能モニタリング結果についてもインターネット上で閲覧することができるようになりまし

た。柳津町では各行政区集会所等73地点において調査を継続して実施し、結果を町広報紙で掲載してい

るところですが、パソコンで次の手順により閲覧できます。 

 

○閲覧手順 

「福島県ホームページ」 → 「福島県放射能測定マップ」 → 

画面左下の「福島県内市町村独自調査マップ」 → 「会津地方」 → 「柳津町」 

→ 測定地点（青○で表示）を選択 →  

「詳細（環境放射能測定結果・検査結果関連情報）」を選択 

（画面下に全測定地点名が表示され、それぞれの箇所を選択することにより測定結果が表示されま

す。） 

 

※データの容量が大きいため、パソコンの性能によっては動作が遅くなることがあります。 

 

問 町民課 保健衛生班 電話４２－２１１８ 

福島県放射能測定マップ市町村独自調査の公開開始について

３



 

 

 

○脂質異常症講演会 （申込不要、参加費無料） 

 健康診断で、コレステロールや中性脂肪が高いと指摘されたことはありませんか？ コレステロールや中性

脂肪が高くても自覚症状はありませんが、放置したままにしておくと、心臓や脳などの血管の病気（脳梗塞や心

筋梗塞）にかかるリスクが高くなります。 

脂質異常症とは何か、体にどのような影響があるのか、予防のためにはどうすればよいのか考えてみましょ

う。下記の日程で、医師と栄養士による講演会を行いますので、ぜひ、参加してください。 

 

 

平成２４年 1２月５日（水） 平成 24 年１２月１３日（木） １.日 時 

午後２時～３時３０分 午後２時～３時３０分 

２.場 所 柳津ふれあい館 西山交流センター 

「よくわかる脂質異常症のお話」 

＜講 師＞  福島県立医科大学会津医療センター準備室教授 

       福島県立会津総合病院院長補佐  塚本 和久 先生 

 

３.内 容 

「脂質異常症予防・改善のための食事について」 

＜講 師＞   福島県立会津総合病院  栄養師  

 

 

○生活習慣病予防のための運動教室 （申込不要、参加費無料） 

 

 生活習慣病予防のためには、食事と運動が基本と言われています。特に内臓脂肪を減らすことで血圧の低

下・血糖値や中性脂肪などの血液検査の改善が期待できます。 

これからの冬期間に、体重を増加しないように家の中で出来る運動を一緒に実践してみませんか？ 

２回コースで行いますので、ぜひ参加してください。 

 

平成２４年１１月２０日（火） 平成２４年１２月１０日（月） １.日 時 

午前１０時～１１時３０分 

２.場 所 銀山荘 

３.内 容 
運動習慣で身体が変わる 

－外見も中身もスッキリ！体験してみようー 

 

 

 

問 町民課 保健衛生班 電話４２－２１１８ 

 

 

生活習慣病予防・改善のための健康講演会開催のお知らせ 

４



 

 

 

 

 現代は、ストレス社会と言われています。人によってストレスの感じ方・対処の仕方が違います。また、年齢・

性別に関係なく「うつ」は誰にでもおこります。 

 うつの症状である「なんとなく、元気が出ない」・「眠れない」・「食欲がない」・「何かやろうという気力がでな

い」・「考えがまとまらない」で困っている方やその家族の方、「物忘れがひどい」・「物がなくなった」などの認知

症状で困っている家族の相談会を下記の日程で開催します。 

 専門の医師にうつや認知症、ひきこもり等を相談するよい機会ですので、ご利用ください。 

 予約制になりますので、電話で申し込み願います。秘密は厳守いたします。 

 

 

 

問 町民課 保健衛生班 電話４２－２１１８ 

 

 

 

 

 平成２４年産米の全量全袋検査につきましては、農家の皆様のご理解とご協力をいただき、順調に実施し

ております。 

さて、本検査については、基準値を超える米を出荷・流通させず、消費者に安全な米を届けることが産地の

責任であり、本県産米に対する信頼を回復するうえで不可欠なものです。 

このことから、出荷米をはじめ、縁故・飯米、くず米まで全ての米を対象に検査しておりますので、検査を受

けていない米は、絶対に出荷、譲渡、自家消費しないようにお願いいたします。 

 なお、未検査米がございましたら、地域振興課農林振興班まで必ずご連絡ください。 

 
問 地域振興課農林振興班 電話４２－２１１６ 

 

 

日 時 平２４年１１月３０日（金） 

場 所 西山交流センター 

時 間 午後１時３０分～３時３０分 

内 容 専門医師による個別相談 

医 師 会津中央病院 救命救急センター  

 救命心療内科部長 村山 浩之先生 

費 用 無料 

申し込み 町民課 保健衛生班（４２－２１１８）に１１月２６日（月）まで電

話予約をお願いします。 

申し込みされた方に後日詳しい時間をお知らせいたします。

こころの健康相談会のお知らせ 

米の全量全袋検査を受けましょう 

５



 

 

 

 
全国の青少年を対象に、小笠原（東京）への体験航海を通して団体生活から連帯感、団結心を持って友情を

育み、ルールやマナー、礼節などの社会性を伸ばすことを目的として開催しているＢ＆Ｇ体験クルーズの参加

者を募集します。全国から集まった５００名の仲間と、様々な経験をしてみませんか？ 

 

○主 催 

 公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団（略称：Ｂ＆Ｇ財団） 

○日 程 

 平成２５年３月２５日（月）～３月３０日（土）【５泊６日１４食付】 

○対 象 

 小学校４年生から中学校３年生の男女 

○寄港地 

 小笠原諸島父島（二見港） 

○参加費 

 ①柳津町⇔集合場所（仙台駅）までの交通費は実費となります。 

 ②「体験クルーズ」の参加費は小学生９７，０００円・中学生１０７，０００円（税込）です。 

  尚、町より 1 人４０，０００円の補助があります。（ただし、先着２名のみ） 

○申込先・お問い合わせ先 

申込期限は１月３１日（木）です。（ただし、全国で定員５００名に達した時点で終了） 

柳津町Ｂ＆Ｇ海洋センターまでお問合せ下さい。 

 

問 柳津町Ｂ＆Ｇ海洋センター 電話４２－２２４６ 

 

 

問 東北財務事務局福島財務事務所理財課 電話０２４－５３５－０３０３ 

 

 

浴室の一部改修工事の為、下記の期間中は男女１時間交代のご入浴となります。利用者の皆さんにはご

迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

 

○期間 ： １１月１９日（月）～１２月２５日（火）まで 

      午前９時～午後９時の間 

      男風呂（偶数時間帯）  女風呂（奇数時間帯） 

  

問 つきみが丘町民センター 電話４２－２３０２ 

 

 

 

Ｂ＆Ｇ「体験クルーズ」の募集について 

つきみが丘町民センターの入浴時間変更のお知らせ 

６



問 財団法人やないづ振興公社 （柳津町大字柳津字諏訪町甲６１－２） 電話４２－２３０２ 

 

 

 

平成２４年１２月２３日（日）柳津温泉スキー場がオープンします。オープン当日は安全祈願祭が行われ、リフ

トが無料で利用できます。なお、スキー場の営業時間等は以下のとおりです。 

 

○１２月２３日（日）～１月６日（日）まで（午前８時３０分～午後４時） 

※上記以降の営業時間は次のとおり 

○月曜日～土曜日はナイターのみ（午後５時～午後９時）  

○日曜日は日中営業（午前８時３０分～午後４時） 

 

問 財団法人やないづ振興公社 電話４２－２３０２ 

 

 

 

 
財団法人やないづ振興公社では、冬季間のスキー場作業員を募集しています。 

 

１,募集人員       

○スキー場（リフト）作業員 

・臨時職員：５名程度    ・パート、アルバイト：３名程度 

２,雇用期間 

平成２４年１２月２３日（日）より平成２５年３月中旬の予定 

３,勤務時間 

昼間（通常）   午前８時３０分より午後５時００分迄 

   夜間（ナイター） 午後５時００分より午後９時００分迄 

４,主な業務内容       

・リフト券の販売 

・索道施設の点検業務（高所作業若干有） 

・除雪作業等 

５,雇用条件       

・６５歳位までで身体強健の者。 

   ・土、日、祝日及び年末年始勤務可能な者。 

   ・夜間（ナイター）勤務可能な者。 

・雇用期間内は、他の業務に就業していない者。（パート・アルバイト希望者は除く） 

６,採用方法 

   面接または書類選考 

７,応募先及び提出書類 

平成２４年１１月２５日（日）まで財団法人やないづ振興公社へ履歴書を添えて応募して下さい。詳細は直 

接公社へお問合せください。 

柳津温泉スキー場オープンのお知らせ 

平成２４年度柳津温泉スキー場索道作業員の募集ついて 

７



 

 

 

～「みんなこらんしょ」会津のまちづくり～ 

観光地として日本国内外から多くのお客さまに愛される会津ですが、外国人のお客さまにも、日本人のお客さま

にも、もっと愛される会津になるよう考えてみませんか。会津地方から“ゆるキャラ”達も応援にやってきます！ 

 

○日 時  平成２４年１１月２１日（水） 午後２時～午後４時（入場無料）  

○会 場  会津若松市文化センター 文化ホール 

        会津若松市城東町１４－５２ 電話 ０２４２（２６）６・６１ 

 

○イベント  （1）講演 「みんなに優しい会津のおもてなしについて」 

講師 株式会社びゅうトラベルサービス  

代表取締役社長 高橋敦司 氏 

（2）会津地方のゆるキャラが外国語でご挨拶 

 

・主催 極上の会津プロジェクト協議会 

・共催 会津若松・磐梯地区国際観光振興推進協議会 

※参加を希望する方は１１月２０日（火）まで下記へ電話にてお申込ください。 

 

問 極上の会津プロジェクト協議会 事務局 会津若松市観光課 電話 ０２４２（３９）１２５１   

 

 

 

 

 

 

 福島財務事務所では、返済しきれないほどの借金を抱え、お悩みの方々からの相談に応じています。抱えて

いる借金の状況をお聞きし、必要に応じ弁護士・司法書士などの専門家に引継ぎを行います。相談は無料で

すのでお気軽にご相談下さい。 

 また、国や県の登録を受けずに賃金業を営む、いわゆる「ヤミ金融」には十分ご注意下さい。ご利用されてい

る賃金業者の登録状況に関する問合せや不正に利用されている預貯金口座に関する相談も受け付けていま

す。 

 

○相談窓口 福島市松木町１３－２ 福島財務事務所 財政課 

○受付時間 月曜日～金曜日 （祝祭日、年末年始除く） 

        午前８時３０分～午後５時１５分 

○電話相談 ０２４－５３３－００６４（多重債務相談窓口直通） 

 

 

問 東北財務局福島財務事務所理財課 電話０２４－５３５－０３０３ 

 

 

 

会津のまちづくりについて考える講演会のお知らせ 

多重債務・賃金業に関する相談窓口について 

８



 

 

 

 

年金に関する日頃の疑問点など、何でもお気軽にご相談ください。この機会に、ご自身の年金について確認

してみましょう。 

 

○年金保険料を納めていない（納めることが困難な方） 

 免除申請など、必要な手続きはされていますか？ 

○年金保険料を納めている方 

 便利な口座振替は利用されていますか？ 

○年金を受給されている方 

 配偶者加給年金と振替加算などはご存知ですか？ 

   

問 会津若松年金事務所 電話０２４２－２７－５３２１ 

 

 

 

 

 

 

１１０番通報のワンポイント 

事件・事故などが発生し 110 番通報を行った際、その事件・事故などをいち早く解決するために次のことをお尋

ねしますので、慌てずゆっくり落ち着いてお答えください。 

 

◆何がありましたか？◆ 

交通事故・泥棒・喧嘩などをお知らせ下さい。 

◆どこの場所ですか？◆ 

住所・目標となる建物をお知らせ下さい。 

◆状況はどうですか？◆ 

事件・事故の簡単な説明をお願いします。 

 

携帯電話を利用する場合には、次のことにご注意ください。 

○現場を離れずに通報をしてください（離れてしまうと現場が分からなくなります。） 

○運転中は停止して通報をしてください（道路交通法違反になります。） 

○しばらくの間は電源を切らないでください（聞き返す場合があります。） 

 

問 会津坂下警察署 電話０２４２－８３－３４５１ 

 

 

 

会津坂下警察署からのお知らせ 

◆いつのことですか？◆ 

今から何分前・何時頃など起こった時間。 

◆犯人は誰ですか？◆ 

年齢・服装・体格など犯人の特徴。 

◆あなたは誰ですか？◆ 

通報された方の住所・氏名・電話番号。 

１１月は「ねんきん月間」です 

９



平成２４年１０月分工事等入札結果 
 

 

 

平成２４年１０月の柳津町建設工事等入札のうち、指名競争入札により落札価格が１００万円以上の工事・

委託についての結果です。なお、１００万円以下の入札結果については役場２階総務課企画財政班において

閲覧が出来ます。 

 
指名競争入札 【工事】                                    （価格：税込価格 単位：円） 

入札日 工事名 工事箇所 予定価格 落札価格 落札業者 

１０月１２日 側溝整備工事 
大字細八字池ノ尻地

内 
1,963,500 1,890,000 大成建設工業㈱ 

１０月１２日 
運動公園駐車場舗

装工事 

大字柳津字金谷沢地

内 
3,255,000 3,150,000 (有)広大柳津支店

１０月１２日 
SL 車庫屋根塗装工

事 

大字柳津字下中平地

内 
1,079,400 1,050,000 渡部塗装工業(有)

１０月１２日 
柳津町国保診療所

外装塗装等工事 

大字柳津字龍藏庵地

内 
3,696,000 3,675,000 渡部塗装工業(有)

１０月１２日 
柳津小学校太陽光

発電設備工事 
大字柳津字上村地内 20,895,000 19,845,000 ㈱会津電気工事 

１０月２９日 
荒湯温泉管修繕工

事 

大字五畳敷字下ノ湯

地内 
5,947,200 5,827,500 (有)西村土建 

１０月２９日 
西山中学校排水路

改良工事 

大字砂子原字居平地

内 
1,302,000 1,302,000 (有)西村土建 

１０月２９日 土砂撤去工事 
大字五畳敷字下ノ湯

地内 
11,634,000 11,550,000 

美里建設工業㈱ 

柳津支店 

１０月２９日 道路改良工事 
大字四ッ谷字永窪地

内 
10,311,000 10,185,000 (有)西村土建 

 

指名競争入札 【委託】                                    （価格：税込価格 単位：円） 

入札日 工事名 工事箇所 予定価格 落札価格 落札業者 

１０月２９日 道路測量業務委託 
大字牧沢字上堂ノ下

地内 
5,775,000 5,565,000 柳津測量設計㈱ 

１０月２９日 
公園整備設計業務

委託 

大字柳津字諏訪町地

内 
5,250,000 5,250,000 

大日本コンサルタ

ント㈱福島事務所

１０月２９日 

柳津町小水力発電

可能性適地調査業

務委託 

柳津町全域 4,000,000 2,940,000 
八千代エンジニヤ

リング㈱東北支店

 

問 総務課 企画財政班 電話４２－２１１２ 
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