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広 報 

やないづ 
お知らせ版 

柳津小学校収穫感謝祭 
  

１０月２３日（水）に、柳津小学校において収穫感謝祭が開催されました。 

はじめに「感謝の発表会」が行われ、学年ごとにクイズ形式での「米づくりのひみ

つ」の発表、これまで授業で育てた花や野菜に関する発表、音楽発表や英語劇な

どこれまで学習してきた成果を発表しました。 

つづいて、来賓や保護者の方々と協力しての芋煮・餅つきが行われ、児童たちは

力を合わせて火起こしや芋煮づくりをし、９月に４・５年生が収穫した餅米を餅にして

皆で味わいました。 

 当日は快晴にも恵まれ、自分たちで作った餅と芋煮を食べる児童たちの表情には

笑顔が溢れていました。 



 

 

 

 

住生活総合調査は、国及び福島県が住生活基本法に基づく住生活の安定・向上に係る総合的な施策を推

進する上で必要となる基礎資料を得るために、居住環境を含めた住生活全般に関する実態や居住者の意向・

満足度等を総合的に調査するもので、５年ごとに実施するものです。 

 １１月２１日（木）から１２月１０日（火）までの間、統計調査員証を持った調査員が、対象となった世帯を訪問し

ますので、御協力をお願いいたします。 

 

■調査の対象 

調査は、平成２５年住宅・土地統計調査の対象となった世帯から抽出した普通世帯について実施します。 

なお、当町においては、出倉地区及び牧沢・鳥屋地区が対象となっています。 

 

問 総務課企画財政班  電話４２－２１１２ 

 

 

 

 

 

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います。 

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、接種してください。 

 

＜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２５年１１月１日 から 平成２６年１月３１日 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」をお支払いください。 

■医療機関   福島県内の協力医療機関で接種できます。 

 

なお、接種期間内に満６５歳になる方は、６５歳の誕生日を迎えてから接種してください。 

 

＜高校生相当年齢以下の子ども＞ 
 

■接種期間   平成２５年１１月１日 から 平成２６年１月３１日 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。 

 

なお、インフルエンザ予防接種を実施していない医療機関もありますので、できるだけかかりつけ医と相談の

上、接種されることをお勧めいたします。御不明な点があれば役場町民課へお問い合わせください。 

 

問 町民課保健衛生班 電話４２－２１１８ 

インフルエンザワクチン予防接種について 

住生活総合調査に御協力ください 

２



 

 

 

― いつまでも自分らしく過ごすために知っておきたい「うつ」と「認知症」の話 ― 

「うつ」や「認知症」について、正しい知識と対応について学ぶ講演会を下記の日程で開催します。 

ストレス社会の現代では、誰でも「うつ」になる可能性があります。また、高齢化社会では「認知症」の方も増

加傾向にあります。ストレスの原因は人それぞれ違いますが、そのストレスを見極めて早めに対処することで

「うつ」又は「認知症」の予防につなげることができます。 

事前の申し込みは不要ですので、御参加ください。 

 

■平成２５年１１月２１日（木）  午後２時３０分～３時３０分 （やないづふれあい館） 

「こころの風邪（うつ）に負けないために－こころが軽くなる方法がわかります－」 

   福島県立医科大学会津医療センター 副主任心理判定員 加藤 善和先生 

 

■平成２５年１１月２２日（金）  午後２時３０分～３時３０分 （西山交流センター） 

  「うつ・認知症の見分け方－うつも認知症も予防できます－」 

   福島県立医科大学会津医療センター 副主任心理判定員 加藤 善和先生 

 

■平成２５年１１月２９日（金）  午後２時００分～３時３０分 （やないづふれあい館） 

「認知症の初期症状・対処法・予防法」 会津西病院 精神科 医師 小園絵 美奈子先生 

 

問 町民課保健衛生班 電話４２－２１１８ 

 

 

 

 

「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」といった「うつ」の症状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

症状で困っている方やその家族の方に対して相談会を下記の日程で開催します。 

専門の医師に「うつ」、「認知症」や「ひきこもり」等を相談するよい機会ですので、御利用ください。 

なお、予約制になりますので、事前に電話で申し込み願います。また、秘密は厳守いたします。 

■日 時  平成２５年１２月２日（月）、９日（月） 

■場 所  健康福祉プラザ 銀山荘 

■時 間  午後１時３０分～３時３０分 ※１人、３０分～４０分程度の相談になります。 

■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   

■申込み  平成２５年１１月２２日（金）までに下記の問い合わせ先へ電話で予約をお願いします。 

なお、申込みをされた方に、後日、詳しい時間をお知らせします。   

■その他  相談の費用は無料です。 

問 町民課保健衛生班 電話４２－２１１８ 

こころの健康相談会のお知らせ 

うつ・認知症予防講演会のお知らせ 

３



 

 

 

 

平成２５年産米の全量全袋検査につきましては、皆様の御理解と御協力をいただき感謝申し上げます。 

さて、もみ米で保管されている農家の方については、今後、玄米にされた際に次の日程で検査いたします。 

 全量全袋検査は、出荷米をはじめ、直販、縁故・飯米、くず米まで全ての米を検査することになっております

ので、必ず検査を受けるようにお願いいたします。 

 

■検査日 

・平成２５年１２月５日（木） ・ １９日（木）  

・平成２６年 １月９日（木） ・ ２３日（木）  

・平成２６年 ２月６日（木） ・ ２０日（木） 

・平成２６年 ３月６日（木） ・ ２０日（木） 

 

■検査場所  柳津営農経済センター第１１号倉庫（下原地内） 

■予約申込  希望する検査日の２日前までに役場農林振興班（電話４２－２１１６）へお申込みください。 

■集荷方法  柳津地域農業再生協議会で検査日当日にお預かりします。 

 

※なお、少量ずつ消費する自家保有米に限っては、１ｋｇ玄米での検査も可能ですので、事前に予約申込みの

上、役場まで検体を御持参ください。 

（１）もみ袋保管の場合・・・・・・・・・・もみ袋ごとにもみ米をもみすりした玄米１ｋｇを検査します。 

（２）サイロ・乾燥機保管の場合・・・サイロ及び乾燥機ごとにもみ米をもみすりした玄米 5ｋｇ(1ｋｇ×5 検体)を検 

査します。 

 

問 柳津地域農業再生協議会（地域振興課農林振興班 電話４２－２１１６） 

（柳津営農経済センター  電話４２－２６１６） 

 

 

 

 

 

 １１月１５日から狩猟が解禁となります。 山菜採取等で山に入る方は、ハンターの目に付きやすい目立つ服

装（オレンジの蛍光色等）を心がけてください。 

 また、ハンターの皆さまについては、狩猟法を遵守し、事故のない狩猟をおこなっていただきたいと思います。 

 なお、狩猟期間は、来年の２月１５日（イノシシについては３月１５日）までとなっております。 

 

問 地域振興課農林振興班 電話４２－２１１６ 

 

 

 

 

 

 

農業委員会では、農業の基本となる農地の状況を調査するため、農地法に基づく農地利用状況調査（農地

パトロール）を実施しています。 

 今年度についても、遊休農地や農地法許可案件、不法投棄などの状況について調査を実施します。 

 農業委員が町内の農地を巡回して、調査を行います。調査期間は平成２５年１１月です。 

 調査のため、農地等に立ち入ることもありますので、農家の皆様の御理解と御協力をお願いします。 

 

問 柳津町農業委員会（地域振興課農林振興班） 電話４２－２１１６ 

農地パトロールを実施します 

１１月１５日「狩猟」が解禁となります 

米の全量全袋検査を受けましょう 

４



 

 

 

平成２５年度自衛官採用試験について、下記の日程のとおり実施します。 

なお、詳細については下記までお問い合わせください。 

■受付期間  平成２５年１１月８日（金）から平成２６年１月１７日（金）まで 

 

■試験種目  筆記試験（国語、数学、社会及び作文）、適性検査、口述試験、身体検査 

 

■試験期日及び試験予定会場（いずれか１日） 

①平成２６年１月２５日（土） 陸上自衛隊郡山駐屯地（郡山市大槻町長右ヱ門林１番地） 

②平成２６年１月２６日（日） 陸上自衛隊福島駐屯地（福島市荒井字原宿１番地） 

 

■採用時期  平成２６年３月下旬又は同年４月上旬 

 

■応募資格 

平成２６年３月１日現在又は同年４月１日現在で１８歳以上２７歳未満の日本国籍を有する男子で、自衛隊

法（昭和２９年法律第１６５号）第３８条第１項に規定する欠格条項に該当しないものとする。 

問 防衛省自衛隊福島地方協力本部 会津若松出張所 電話０２４２－２７－６７２４ 

 

 

 

平成２５年度陸上自衛隊高等工科学校試験について、下記の日程のとおり実施します。 

なお、詳細については下記までお問い合わせください。 

 

問 防衛省自衛隊福島地方協力本部 会津若松出張所 電話０２４２－２７－６７２４ 

自衛官候補生（男子）の追加採用試験について 

平成２５年度陸上自衛隊高等工科学校試験予定について 

５



 

 

 

 

 一般財団法人やないづ振興公社では、柳津温泉スキー場の索道（リフト）作業員を募集しています。  

 

■募集人員  スキー場索道（リフト）係員  ①臨時職員５名程度 ②パート、アルバイト３名程度 

 

■雇用期間  平成２５年１２月２３日より平成２６年３月中旬の予定 

 

■勤務時間  昼間（通常）   午前８時３０分から午後５時００分まで 

          夜間（ナイター） 午後５時００分から午後９時００分まで 

 

■賃   金  一般財団法人やないづ振興公社規定により支給します。 

 

■業務内容  スキー場の管理業務（リフト券の販売、利用者の安全管理、索道（リフト）の改札等、索道施設

の点検業務（高所作業若干有）、除雪作業等） 

 

■雇用条件  ①６５歳位までで身体強健の者。 

          ②土・日・祝日及び年末年始勤務可能な者。 

③夜間（ナイター）勤務可能な者。 

④スキー場雇用期間内は、他の業務に就業していない者（パート・アルバイト希望者以外） 

 

■公募締切  平成２５年１１月２２日（金）まで 

 

■採用方法  書類選考または面接により採用予定者を決定し、平成２５年１２月上旬に通知致します。 

          なお、面接日に関しましては、後日指定日に実施致します。 

 

■応募先及び提出書類 

一般財団法人やないづ振興公社（つきみが丘町民センター）へ履歴書を添えて応募してください。             

 

 

問 一般財団法人やないづ振興公社（つきみが丘町民センター） 電話４２－２３０２ 

 

 

 
 

 

平成２５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できます。 

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１７日 
大成沢・冑中簡易水道 

統合（設備）工事 

大字大成沢 
地内 外 

47,250,000 45,150,000 
理水化学株式会社 
仙台支店 

 

１０月１７日 地すべり対策工事 
大字大柳 

字中坂ノ下地内 
41,370,000 38,850,000 

奥山ボーリング 

株式会社福島支店 

平成２５年１０月分工事等入札結果 

６

平成２５年度柳津温泉スキー場索道係員の募集について 



１０月１７日 
山村公園せいざん荘 

露天風呂改修工事 

大字砂子原 

字長窪地内 
38,325,000 38,220,000 

滝谷建設工業 

株式会社 

１０月１７日 法面保護工事 
大字砂子原 

字上ノ平地内 
32,550,000 31,500,000 

佐久間建設工業 

株式会社 

１０月１７日 道路改良工事 
大字柳津 

字下大平地内 
28,875,000 28,350,000 

大成建設工業 
株式会社 

１０月１７日 道路改良工事 
大字大柳 

字中坂ノ下地内 
16,191,000 16,170,000 

滝谷建設工業 

株式会社 

１０月１７日 道路災害復旧工事 
大字郷戸 

字寺ノ下地内 
13,671,000 13,650,000 

有限会社広大 

柳津支店 

１０月１７日 
耐震性防火水槽 

設置工事 

大字柳津 
字上村道上地内 

6,657,000 6,510,000 
大成建設工業 

株式会社 

１０月１７日 
西山中学校渡り廊下 

設置工事 

大字砂子原 
字居平地内 

5,344,500 5,250,000 鈴木工匠 

１０月１７日 排水路整備工事 
大字細八 

字根柄巻地内 
3,055,500 2,940,000 有限会社西村土建 

１０月１７日 道路改良工事 
大字柳津 

字西原地内 
2,331,000 2,205,000 有限会社西村土建 

１０月３０日 公園整備工事 
大字柳津 

字諏訪町地内 
32,361,000 31,500,000 

入谷建設工業 

株式会社 

１０月３０日 
Ｂ＆Ｇプール鉄骨修繕 

塗装工事 

大字柳津 
字金谷沢地内 

11,865,000 11,550,000 
渡部塗装工業 

有限会社 

１０月３０日 河川改修工事 
大字小椿 

字宮ノ腰地内 
5,859,000 5,565,000 

羽賀建設工業 

株式会社 

１０月３０日 側溝整備工事 
大字郷戸 

字水上地内 
4,872,000 4,725,000 

大成建設工業 

株式会社 

１０月３０日 林道施設災害復旧工事 
大字郷戸 

字山田地内 
1,902,600 1,858,500 有限会社西村土建 

１０月３０日 法面保護工事 
大字牧沢 

字鳥屋居平地内 
1,690,500 1,659,000 有限会社西村土建 

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１７日 

道路測量設計業務委託 
大字四ツ谷 
字沢中地内  

12,915,000 12,495,000 
柳津測量設計 
株式会社 

問 総務課企画財政班  電話４２－２１１２ 

７



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

平成２５年度秋季全国火災予防運動週間が、１１月９日（土）から１５日（金）の期間、 

「消すまでは 心の警報 ON のまま」を全国統一防火標語に実施されます。 

これからの時期は、寒さが増すため暖房器具や電化製品など御家庭で火気を使用する機会が

多くなることに加え、空気が乾燥するなど火災が発生しやすい環境にあります。 

火災は、人命や財産に甚大な被害を及ぼします。皆様も、下記の「住宅火災 いのちを守る ７つ

のポイント」を参考に火の取り扱いには十分に御注意ください。 

 

住宅火災 いのちを守る ７つのポイント 

   ○３つの習慣 

・ 寝たばこはしない 

・ ストーブは燃えやすいものから離す 

・ コンロ等から離れるときは火を消す 

   ○４つの対策 

・ 住宅用火災警報器の設置 

・ 寝具、カーテン等は防炎品を使う 

・ 住宅用消火器の設置（早めの消火） 

・ 近隣の協力体制作り（お年寄りや体の不自由な人のために） 

 

問 総務課総務班  電話４２－２１１２ 

消防法の改正により、既存の住宅等につきましては、

平成２３年６月１日から住宅用火災警報器の設置が義

務化されています。 

 全国では、警報器が設置されていたことにより命が守

られた事例が数多く報告されています。しかし、警報器

が設置されていなかったために逃げ遅れてしまい尊い

命が失われた報告も数多くされています。 

  

寝室 就寝に使用する部屋の天井又は壁面に設置 

階段 就寝に使用する部屋のある階の踊り場に設置 

台所 設置するよう努めてください。  


