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広 報 

やないづ 
お知らせ版 

鬼は外！福は内！ ～ 保育所豆まき会 ～  

 

２月３日（月）に、柳津保育所及び西山保育所において、豆まき会が行わ

れました。 

児童たちは、自分の中から退治したい「泣き虫オニ」や「いじわるオニ」

などを退治するため、元気に「鬼は外！福は内！」の掛け声とともに豆をま

いていました。 

こわ～い「赤オニ」と「青オニ」の登場に泣き出してしまう児童もいまし

たが、勇気を出して無事に鬼を追い払うことができました。 

 



 

 

 

 

 町では平成２６年度に雇用する臨時職員を下記のとおり募集いたします。 

■申 込 資 格  ・原則として柳津町に居住している者 

■申込書類等  ①柳津町臨時職員申込書 ②履歴書(ただし、町が指定する様式のみ可) 

③資格・免許が必要な職種については、その写しを添付のこと。 

※申込書と履歴書(町指定)は、総務課総務班又は西山支所窓口にあります。 

■勤 務 条 件  ・勤務形態に基づき雇用保険・社会保険制度に加入いたします。 

        ・賃金、有給休暇、その他の勤務条件については、「柳津町賃金支弁職員雇用等管理規

定」によります。 

■採 用 決 定    ・面接及び書類選考により採用予定者を決定し通知します。 

■そ の 他    ・募集内容については、変更が生じる場合がありますので予め御了承ください。 

■申 込 期 限  ・平成２６年３月７日（金）必着 

■申込・問合せ先  柳津町役場 総務課総務班  ※申込書類等は直接持参又は郵送してください。 

        〒969-7201 柳津町大字柳津字下平乙２３４番地 電話 0241-42-2112       

【募集職種一覧表】 

申込 

番号 
職種 勤務場所 業 務 内 容 

募集 

人員 
雇用期間 勤 務 体 系 条件・資格等 

1 総務課 ホームページ更新業務 1 名 
H26.4.1 

～Ｈ27.3.31 

8:30～17:15 

(月 21 日程度) 

18 歳以上 普通自動車免許 
パソコン操作(Excel、Word)がで
きること 

2 
放射線モニタリング調査及び 

集計事務 
1 名 

H26.4.1 

～Ｈ27.3.31

8:30～17:15 

(月 21 日程度) 

18 歳以上 普通自動車免許 
パソコン操作（Excel、Word)がで
きること 

3 

町民課 
介護保険事業等事務補助、 

要介護認定調査 
1 名

H26.4.1 

～Ｈ27.3.31

8:30～17:15 

(月 17 日程度) 

18 歳以上 普通自動車免許 

パソコン操作（Excel、Word)がで

きること 

要介護認定調査員の資格を有

し、調査の経験がある者      

4 
観光ＰＲ業務及び 

観光事業補助 
1 名

H26.4.1 

～Ｈ27.3.31

8:30～17:15 

(月 21 日程度) 

18 歳以上 普通自動車免許 
パソコン操作（Excel、Word)がで
きること 

5 

地域振興課 
食品等放射性物質測定、 

事務補助業務 
2 名

H26.4.1 

～Ｈ27.3.31

8:30～17:15 

(月 21 日程度) 

18 歳以上 普通自動車免許 
パソコン操作（Excel、Word)がで
きること 

6 
柳小、西小 

柳中、西中 
図書室蔵書等整理業務 2 名

H26.4.1 

～Ｈ27.3.31

8:30～17:15 

(月 21 日程度) 

18 歳以上 普通自動車免許  
パソコン操作(Excel、Word)がで
きること 
司書資格保有者又は図書整理
等の経験、興味のある者      

7 公民館事業、事務補助業務 1 名
H26.4.1 

～Ｈ27.3.31

8:30～17:15 

(週 3 日程度) 

18 歳以上 普通自動車免許 
パソコン操作（Excel、Word)がで
きること 

8 

柳津公民館 
公民館事業、図書整理、 

事務補助業務 
2 名 

H26.4.1 

～Ｈ27.3.31 

8:30～17:15 

(月 21 日程度) 

18 歳以上 普通自動車免許 
パソコン操作（Excel、Word)がで
きること 

9 

事務 

海洋センター 事務補助、施-設管理業務 1 名 
H26.4.1 

～Ｈ27.3.31 

8:30～17:15 

(月 21 日程度) 

18 歳以上 普通自動車免許

（AT のみは不可） 
パソコン操作 土曜日勤務あり
(日,月休み) 

柳津町臨時職員募集のお知らせ 

２



申込 

番号 
職種 勤務場所 業 務 内 容 

募集

人員
雇用期間 勤 務 体 系 条件・資格等 

10 
区長文書 

配達業務 
総務課 各行政区長宅へ文書の配達 1 名

H26.4.1 

～Ｈ27.3.31

8:30～17:15 

(月 2～3 日程度) 
18 歳以上 普通自動車免許 

11 
レセプト 

点検 
町民課 

レセプト点検、再審査・過誤請

求、医療費分析 
1 名

H26.4.1 

～Ｈ27.3.31

8:30～17:15 

(月 21 日程度) 

医療事務管理士資格保有者 

レセプト点検事務の経験がある

者                   

パソコン操作（Excel、Word)がで

きること 

12 栄養士 
町民課、 

保育所 

献立作成・栄養管理・食育活

動・栄養指導・訪問指導 
1 名

H26.4.1 

～Ｈ27.3.31

8:30～17:15 

(月 21 日程度) 

管理栄養士又は栄養士の免許
保有者                 
パソコン操作（Excel、Word)がで
きること 

13 労務員 建設課 道路等の除草作業・補修作業 4 名 
H26.5.1 

～Ｈ26.10.31 

8:30～17:15 

(月 21 日程度) 

18 歳以上 普通自動車免許 

(AT のみは不可)、刈払機取扱

作業者の安全衛生教育を修了

した者又は今後受講する者 

14 教育支援員 柳津小学校 児童の指導補助 2 名 
H26.4.1 

～Ｈ27.3.31 

8:30～16:15 

(月 21 日程度) 

学校休業日を除く 

18 歳以上 普通自動車免許 
教員免許を有する者（H26.3 月
までに取得見込みの者）又は学
習指導等の経験、興味のある
者 

15 
教育支援 

教員 
西山小学校 複式学級等の支援教員 2 名 

H26.4.1 

～Ｈ27.3.31 

8:30～17:15 

(月 21 日程度) 

学校休業日を除く 

18 歳以上 普通自動車免許 
教員免許を有する者（H26.3 月
までに取得見込みの者） 

16 学校給食調理業務 1 名 
H26.4.1 

～Ｈ27.3.31 

8:30～17:15 

(月 21 日程度) 

18 歳以上 調理師免許保有者

（H26.3 月までに取得見込みの

者）又は調理業務経験のある者

17 

調理員 
学校給食 

センター 

学校給食調理業務 4 名
H26.4.1 

～Ｈ27.3.31

8:30～17:15 

(月 5～6 日程度) 

18 歳以上 調理師免許保有者

（H26.3 月までに取得見込みの

者）又は調理業務経験のある者

18 夜間管理 海洋センター 体育館夜間管理業務 2 名
H26.4.1 

～Ｈ27.3.31

17:15～21:00  

（月 12 日程度) 

18 歳以上 交代制 普通自動
車免許 
日曜日・祝日の夜間を除く 

19 清 掃 
ふれあい館、 

海洋センター 

ふれあい館（週 3 日）、海洋セン

ター（週 2 日）の清掃業務 
1 名

H26.4.1 

～Ｈ27.3.31

8:30～17:15 

(月 21 日程度) 

18 歳以上 普通自動車免許 
土曜日勤務あり(日・月休み） 

20 
受付・グッズ類の販売、 

館内外清掃、書類作成 
2 名

H26.4.1 

～Ｈ27.3.31

8:30～17:15 

(月 21 日程度) 

18 歳以上 普通自動車免許 

パソコン（Excel、Word）ができる

こと 

シフト制により土日祝祭日の出

勤あり 

接客業務経験者が望ましい 

21 

受付 

販売 

斎藤清 

美術館 

受付・グッズ類の販売、 

館内外清掃、書類作成 
1 名 

H26.5.1 

～Ｈ27.3.31 

8:30～17:15 

(月 16 日程度) 

18 歳以上 普通自動車免許 

パソコン（Excel、Word）ができる

こと 

火曜日から金曜日の平日勤務

が中心 

繁忙期等は土日祝祭日の出勤

あり 

接客業務経験及び学芸員資格

を有する者が望ましい 

問 総務課総務班 電話４２－２１１２ 

３



 
 

 

 

 

平成２５年度全国統一防火標語 

「消すまでは 心の警報 ＯＮのまま」 

 

３月１日（土）から７日（金）までの１週間、全国一斉に「春の火災予防運動」が実施されます。 

まだまだ寒さが残り、家庭や職場でストーブ等の暖房器具など火を使用する機会が多く、また空気が乾燥し

ちょっとした不注意から火災が発生しやすくなります。 

火の取り扱いには十分注意し、火の用心を心掛けましょう。 

 

住宅防火 いのちを守る ７つのポイント 

 ― ３つの習慣・４つの対策 ―  

 

寝タバコは絶対にしない 　 ガスこんろなどのそばを
離れるときは、必ず火を消
す

　ストーブは、燃えやすいもの
から離れた位置で使用する

　お年寄りや体の不自由
な人を守るために、隣近所
の協力体制を作る

　火災を小さいうちに消す
ために、住宅用消火器等
を設置する

　寝具や衣類からの火災
を防ぐため、防炎製品を使
用する

　逃げ遅れを防ぐため
に、住宅用火災警報器を
設置する

 

 

問 会津坂下消防署柳津出張所 電話４２－２１５０ 

 

春季全国火災予防運動 

〈３月１日（土）～７日（金）〉 

４



       
 

町では平成２１年度からＮＴＴ東日本が提供するインターネット光通信サービス「フレッツ光ネクスト」に加入

した個人又は法人を対象に「光ファイバーブロードバンド加入促進補助金」を交付しています。 

本庁地区にお住まい（所在）の方は補助金の 終申請期限が平成２６年３月(平成２５年度)まで、支所地区

にお住まい（所在）の方は補助金の 終申請期限が平成２７年３月(平成２６年度)となっております。 

加入期限までに利用を開始された方で、これまで一度も申請をされていない方は、利用開始日等を御確認

ください。 

 

■補助金の内容  

月額２，０００円（加入期間 大２４か月分を限度として交付します。）  

ただし、本庁地区にお住まいの方でこれまで一度も申請されていない方は、補助金の 終申請期限が平成

２６年３月までとなっているため、 大で平成２５年度分の１２か月分の補助となります。 

 

■補助金の対象 

加入期限までにＮＴＴ東日本提供の「フレッツ光ネクスト」に加入した下記の方が補助の対象となります。 

①町内に住所を有する個人（世帯） ②町内で事業を行う法人町民税課税法人 

なお、町税等の滞納がないことが条件となりますので御注意ください。 

 

■加入期限及び 終申請期限 

・本庁地区  加入期限：平成２３年３月３１日まで   終申請期限：平成２６年３月（２５年度）まで 

・支所地区  加入期限：平成２４年３月３１日まで   終申請期限：平成２７年３月（２６年度）まで 

  ※本庁地区にお住まい（所在）の方と支所地区にお住まい（所在）の方では「加入期限」と「 終申請期限」

が異なりますので御注意ください。 

 

■補助金の交付申請 

  年度毎に補助金の交付申請をしていただくことで、当該年度分の補助金の交付を受けられます。 

    ※本補助金は加入者が柳津町へ申請することで町から交付されます。ＮＴＴ東日本が請求する月額利用

料から差し引かれる等で交付されるものではありませんので、申請漏れのないよう御注意ください。 

 

■申請書類 

①補助金交付申請書兼実績報告書 ②請求書 ③委任状 ④「開通のご案内」の写し 

※①～③の申請書様式については、役場ホームページに掲載しております。 

   ④については、利用開始時に NTT 東日本から送付されています。紛失時の再交付については、NTT

東日本へお問い合わせください。 

 

 

問 総務課企画財政班 電話４２－２１１２ 

柳津町光ファイバーBB 加入促進補助金の申請期限についてのお知らせ 

５



 
 
 

 

奥会津五町村活性化協議会では、地域住民のみなさまにも御協力をいただきながら、只見線応援と早期復

旧の願いを届けるため、利用促進対策としての只見線乗車体験を企画しております。これまでに実施した１０

回の乗車体験企画には、多くの方々の御協力もあり、のべ２６１名の方々に御参加いただきました。 

今回は特別企画といたしまして、只見線と不通区間を運行する代行バスに乗って只見町の深沢温泉 

（「季の里 湯ら里」又は「むら湯」）で“あったまる温泉三昧”のコースを追加で実施いたします。 

参加御希望の方は、奥会津振興センターへお申し込みください。 

 

特別企画 「ＪＲ只見線と代行バスに乗って温泉三昧」 

■日   時   第１回 平成２６年３月３日（月）  第２回 平成２６年３月１８日（火） 

■参加資格   どなたでも参加できます。婦人会、老人会などの団体大歓迎です。 

■集    合   寄りの各駅に集合となります。下記時間に乗り遅れのないようにお願いいたします。 

■定    員   各回先着１５名となります。 

■行    程 

6:55 集合会津柳津駅 7:04 発＝＝＝会津宮下駅 7:37 発＝＝＝8:04 着会津川口 8:15 発＝ＪＲ代行バス＝ 

9:05 着 只見駅 9:15 発・・・バス（只見語り部付き）・・・9:45 深沢温泉 季の郷 湯ら里（自由行動：温泉三昧

＆昼食など）14:00 発・・・バス・・・14:25 着 只見駅 14:32 発＝ＪＲ代行バス＝15:22 着 会津川口駅 15:27 発

＝＝＝会津宮下駅 15:54 発＝＝＝会津柳津駅 16:17 着 

 

■参 加 料  参加料は無料です。※ＪＲ只見線乗車など移動にかかる運賃は協議会で負担します。 

ただし、昼食代及び入湯料等は個人負担分となります。 

           また、参加者全員に「ゆる鉄キャンペーン」缶バッチをプレゼントします。 

■申込期限  平成２６年２月２６日（水） ※期間厳守 

■申 込 先  奥会津振興センター 電話４８－５５２５ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

問 奥会津振興センター 電話４８－５５２５ 

みんなでＪＲ只見線の早期復旧を応援しよう！！ 

奥会津五町村活性化協議会 ＪＲ只見線復興応援プロジェクト事業 

季の郷 湯ら里 むら湯 

 

入浴料７００円 

湯あがり休憩室有り 

日替定食８００円ほか 

カラオケ 1,000 円／１ｈ 

囲碁、将棋セット（要予約）

入浴料６００円 

湯あがり休憩室有り 

ざるそば７００円ほか 

只見町 深沢温泉 泉質／ナトリウム塩化物・硫酸塩温泉 

６



 
 
 

平成２６年４月１日から消費税及び地方消費税の税率が８％に引き上げられます。 

このため、今回の引き上げに際して消費税の円滑・適正な転嫁を確保するため、消費税転嫁対策特別措置

法によって、下記のような措置が設けられました。 

 

■総額表示義務の特例 

税込み価格であると誤認されないための措置を講じていれば、税込価格による表示をしなくともよいとする特

例（表示例：１００円（税抜き）） 

 

■転嫁拒否等に関する措置 

事業者間の取引で、税率の引き上げ分の転嫁の拒否、チラシや店頭で転嫁を阻害する表示（「例えば、「消

費税は転嫁しません。」等の表示）を規制する措置 

 

■詳しい情報は、国税庁ホームページを御覧ください。 

国税庁ホームページ 

「消費税法改正のお知らせ（社会保障と税の一体改革関係）」（http://www.nta.go.jp/） 

 

問 総務課税務班 電話４２－２１１３ 

 

 

 
 
 

会津産直事業は、農家の皆さんが生産された新鮮な野菜等を首都圏において販売する事業です。 

品質基準は、「自分でもこれなら購入したい！」が原則で、６月から１０月にかけての出荷となります。 

ちょっとした曲がりもの、また一袋から、他の直売所に出荷されている方でも出荷できますので、農家所得の

向上のため、ぜひ取り組んでいただければと思います。 

つきましては、下記により説明会を開催しますので、ぜひ御出席ください。 

 

■日時・場所   

平成２６年２月２７日（木） 

・午前１０時００分から  ふれあい館 

・午後 １時３０分から  役場西山支所 

 

問 柳津町役場地域振興課農林振興班   電話４２－２１１６ 

ＪＡ会津みどり柳津営農経済センター  電話４２－２６１６ 

 

消費税及び地方消費税が変わります 

会津産直事業説明会の開催について 

７



 
 
 

柳津町スポーツ少年団では、プレースポーツ（プレスポ）種目の指導者を募集しています。 

スポーツが好きな方、子どもと遊ぶことが好きな方など、ぜひ指導者になってみませんか？ 

興味がある方は、３月６日（木）までに下記の問い合わせ先へお問い合わせください。 

 

■プレースポーツの主な内容 

①団 員 … 小学校１年生～３年生（現在１１名） 

②活動日 … 月１回～２回程度 

③目 的 … さまざまなスポーツに親しむ。 

       （例）飯谷山登山、水泳、マラソン、球技、スキー 等 

 

        ※活動日・内容については、指導者が決定し実施することになります。  

 

 

問 Ｂ＆Ｇ海洋センター 電話４２－２２４６ 

 

 

 
 

 

配偶者の厚生年金等の被扶養者となっていた方で、夫（妻）が退職した又は６５歳を超えた若しくは妻（夫）

自身の年収が増えて夫（妻）の健康保険証の被扶養者から外れた等の場合は、国民年金への切り替え手続き

が必要です。 

このたび法改正によって、手続きが遅れた方で、時効のために保険料が納められず保険料の未納期間が生

じていた方でも、「特定期間該当届」を提出することで保険料の未納期間を年金の受給資格期間に算入できる

ようになりました。 

 また、平成２７年４月１日から３年間に限り、未納保険料の特例追納ができるようになります。未納保険料の

特例追納をすることで、これから受け取る年金の額を増やすことも可能になります。  

 詳細については、「国民年金保険料ダイヤル」又は下記の問い合わせ先までお問い合わせください。 

 

■国民年金保険料ダイヤル 電話０５７０－０１１－０５０ 

 

 

問 会津若松年金事務所 電話０２４２－２７－５３２１ 

 

 

 

平成２６年度プレースポーツ少年団指導者の募集について 

国民年金 特定期間該当届について 

８



 
 
 
 毎年、２月２３日は税理士記念日です。 

 東北税理士会会津若松支部では、「税の無料相談」を下記のとおり実施します。 

 税に関しての御質問・御相談をお受けいたしますので、ぜひこの機会を御利用ください。 

 

■日  時  ２月２３日（日） 午前１０時００分～午後４時００分 

 

■場  所  アピオスペース ２階 会議室 

 

■相談員  東北税理士会 会津若松支部税理士 

  

問 東北税理士会会津若松支部 電話０２４２－２４－２４１１ 

 
 
 
 
  

引越シーズンのピークとなる３月、４月の２か月間、トラック事業者の団体である福島県トラック協会では、県

内７か所で「引越相談所」を開設し、電話等による引越等の相談に応じています。 

 緑ナンバーのトラックを利用しての引越や、引越に伴う種々のサービスについてお困りのことがありましたら、

寄りの「引越相談所」へ御相談ください。 

 

■引越相談所の連絡先 

福島県トラック協会会津支部 電話０２４２－２４－４８５５ ＦＡＸ０２４２－２５－２１９９ 

 

■引越し相談の受付時間 

電話での相談：月曜日から金曜日（祝日を除く） 午前９時００分から午後４：００まで 

ＦＡＸでの相談：終日 

 

■参考事項 

①３月、４月は引越シーズンのピークです。緑ナンバートラックの予約は早めにしましょう。 

②引越は下見（有料の場合あり）、見積もり（無料）を的確に行うことが重要です。 

 トラブル防止のためにも、必ず事前に見積もり等をしてもらい、運賃やサービスの内容などについて、よく

打ち合わせをしましょう。 

 

問 国土交通省東北運輸局福島運輸支局 電話０２４－５４６－０３４３ 

 

税の無料相談のお知らせ 

「引越相談所」開設のお知らせ 

９



 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

     
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

☆ 子どもたちと楽しい時間を過ごしたい方 
 

☆ 自分が持つ知識・経験・技能そして時間を柳津町の子どもたちのために 

役立ててみたい方 
 

☆ 特技や技能はないけれど、子どもたちと時間を共有したい方 などなど… 
 

 

◆応募資格◆ 高校生以上で性別は問いません。 

趣旨に賛同してくださり、子どもたちのために活動してくださる方。 
 

◆活 動 日◆ 基本的に週２回 月・水曜日（予定） 
 ※長期休暇(春･夏･冬休み)は活動しません。 

 

◆活動時間◆ 学校終了後(通常 3 時)から午後５時まで 
 

◆活動場所◆ やないづふれあい館（柳津町中央公民館） 
 

◆募集人数◆ ２～３人 
 

◆登録方法◆ 柳津町中央公民館までお電話くださるか、 

直接､中央公民館までお越しください。登録の手続きをいたします。 

スタッフは有償となります。詳細は、中央公民館へお問い合わせください。
 

◆募集期間◆ 年間を通して受付していますが、今回の締め切りは３月 28 日（金） 

までといたします。 
 

 

○放課後子ども教室とは…？ 

 小学生を対象として安心・安全な活動の場を提供し、様々な体験活動や交流活動・

学習活動を行い、子どもたちの健全な育成を図ります。また、町民の皆さんがボラン

ティア活動や体験活動に参加することを通して「学びあい、支えあう」地域のきずな

づくりを促進する事業です。 

 放課後子ども教室は、時間・仲間・空間を提供し、多くの子どもたちが友達やスタ

ッフと関わり、関係を広げる遊びと交流の場です。 
 

〇どんな事をしているの…？ 

 通常は、おやつを食べて宿題をしたり、折り紙や風船などで自由に遊んでいます。 

季節の行事に合わせて七夕会やクリスマス会などをしたり、講師の先生に来ていた

だいて俳句や将棋を教えてもらったり、毎月のイベントとして誕生会を行っています。  

他にも工作、紙芝居、縄跳びなど、楽しく活動しています。 

 スタッフの方には、子ども達が安全に活動できるよう見守っていただきたいと思い

ます。子ども達と一緒に活動の準備や後片付けのお手伝いなどをしていただけると助

かります。 

 

問 柳津町中央公民館 電話４２－３５１１ 


