
       ～ファミリーシアター演劇鑑賞会～ 

 10月21日（火）、柳津小学校体育館において、「劇団 風の子」による「くまの子 

ウーフ」の演劇鑑賞会が行われました。 

 会場に集まった柳津・西山の小中学生や多くの町民の方は、劇団員の豊かな表情と

演技で彩られる、楽しくふしぎなステージに引き込まれ、あっという間の１時間を過

ごしました。 



 全国瞬時警報システム（Jアラート）を利用した情報伝達訓練が全国一斉に実施されることに伴い、柳津町

でも、町内全ての防災行政無線（戸別局含む）により訓練放送を行います。 

 

 今回の訓練放送は、地震や武力攻撃（国民保護情報）などの緊急事態が発生した場合に、全国瞬時警報シス

テム（Jアラート）により、国から送られてくる緊急情報が、防災行政無線を通じて町民の皆様に、確実に伝

わるかのテストを行うものです。 

 

 柳津町では、今年７月に全国瞬時警報システム（Jアラート）の運用を開始してからの初めての訓練となり

ます。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 なお、災害の発生や気象状況などによっては、国の判断により訓練を中止する場合がありますのでご了承く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

        全国瞬時警報システム（全国瞬時警報システム（全国瞬時警報システム（全国瞬時警報システム（JJJJ アラート）アラート）アラート）アラート）ってなに？ってなに？ってなに？ってなに？    

 全国瞬時警報システム（Jアラート）は、大規模災害や武力攻撃事態が発生した場合、国民の保護のために

国が緊急情報を人工衛星を利用して地方公共団体に送信し、市町村の防災行政無線を自動的に起動し、緊急情

報を発信するシステムです。  

問 総務課総務班 電話 ４２－２１１２ 

�

事業所得等を有する全ての住民税及び所得税の白色申告者について、平成２６年１月から帳簿の記帳及び保

存が義務付けされました。 

柳津町では、税務署と共同で、記帳と帳簿書類の保存制度の概要や平成２６年分の確定申告にあたっての決

算の仕方等を説明する「決算説明会」を実施します。 

 

対象となる方 

 事業所得（農業所得を含む）、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方 

 

問 会津若松税務署 電話 ０２４２－２７－４３１１ 

 

�

○訓練日時 

11111111 月月月月 28282828 日（金）午前日（金）午前日（金）午前日（金）午前 11111111 時時時時    

※当日は、全国各地で実施されます。 

○防災行政無線での放送内容  

(上り 4音チャイム)＋「これは、テストです「これは、テストです「これは、テストです「これは、テストです。。。。」」」」(3 回繰返し) 

  ＋「こちらは、防災柳津「こちらは、防災柳津「こちらは、防災柳津「こちらは、防災柳津広報広報広報広報ですですですです。。。。」」」」＋(下り 4音チャイム) 

○日 時 １２月１日（月） 午前１０時～１１時３０分 

○会 場 会津坂下町中央公民館２階「大研修室」 



 平成２６年産米の米価下落に伴う収入減少により、深刻な影響を受けている稲作農家等の再生産に必要な資

金の確保及び円滑な資金繰りに資するために、農家経営安定資金

金」を創設し、融資機関である農協などと連携して無利子、又は低利の資金融通を行うことといたしましたの

でお知らせします。 

問 福島県農林水産部農業経済課 担当

 

全量全袋検査については、農家の皆さまのご理解とご協力をいただき、感謝申し上げます。

検査は終盤を迎え、１０月末時点で

ております。 

安全安心なお米を消費者に届けるため

 

１ 検査の対象 

・出荷・販売する米だけでなく、飯米、縁故米など、全ての米が検査対象となります。

・検査は出荷する状態（３０㎏米袋、玄米）で行います。

 

２ 検査の申込み 

・個人で直接販売する米及び飯米等は地域

・バーコードラベルの貼り付けまで終了しましたら、

 

３ その他 

・必ず新しい米袋を使用してください。

・バーコードラベルは正しい位置に貼り付けてください。

 

問  地域振興課農林振興班        

ＪＡ会津みどり柳津営農経済センター

 

＜＜＜＜貸付対象者貸付対象者貸付対象者貸付対象者＞＞＞＞    

平成２６年産米の米価下落に伴う収入減少に

より、深刻な影響を受けている方

＜＜＜＜貸付利子貸付利子貸付利子貸付利子＞＞＞＞    

０．９％以内(農協取扱いの場合は無利子

＜＜＜＜貸付限度額貸付限度額貸付限度額貸付限度額＞＞＞＞    

個人：３００万円、法人・団体：５００万円

(米の価格下落に伴う収入減少の範囲内

＜＜＜＜担保及び担保及び担保及び担保及び保証保証保証保証＞＞＞＞    

福島県農業信用基金協会の保証を利用するこ

とができます。 

平成２６年産米の米価下落に伴う収入減少により、深刻な影響を受けている稲作農家等の再生産に必要な資

金の確保及び円滑な資金繰りに資するために、農家経営安定資金(小災害資金)に「平成２６年

金」を創設し、融資機関である農協などと連携して無利子、又は低利の資金融通を行うことといたしましたの

担当 新妻、佐藤 電話 ０２４－５２１－７３４６、７３４９

全量全袋検査については、農家の皆さまのご理解とご協力をいただき、感謝申し上げます。

時点で約５４，０００袋を検査し、全て基準値以下（測定下限値未満）となっ

安全安心なお米を消費者に届けるため、必ず検査を受けていただくようお願いいたします。

出荷・販売する米だけでなく、飯米、縁故米など、全ての米が検査対象となります。

検査は出荷する状態（３０㎏米袋、玄米）で行います。 

個人で直接販売する米及び飯米等は地域農業再生協議会で集荷し、検査後に返却します。

の貼り付けまで終了しましたら、地域振興課農林振興班へ予約申込み

必ず新しい米袋を使用してください。 

バーコードラベルは正しい位置に貼り付けてください。 

         電話４２－２１１６ 

ＪＡ会津みどり柳津営農経済センター  電話４２－２６１６ 

平成２６年産米の米価下落に伴う収入減少に

より、深刻な影響を受けている方 

＜＜＜＜資金用途資金用途資金用途資金用途＞＞＞＞    

米からの収入減少により不足する営農のために必要な

資金 

農協取扱いの場合は無利子) 

＜＜＜＜償還償還償還償還期限期限期限期限＞＞＞＞    

３年以内(据置期間なし)�  

個人：３００万円、法人・団体：５００万円  

米の価格下落に伴う収入減少の範囲内) 

＜＜＜＜申込期限申込期限申込期限申込期限＞＞＞＞    

平成２７年３月１３日(金)まで 

 

福島県農業信用基金協会の保証を利用するこ

＜＜＜＜取扱融資機関取扱融資機関取扱融資機関取扱融資機関＞＞＞＞    

県内各農協、東邦銀行、福島銀行、

二本松・郡山・会津の各信用金庫

�

 

平成２６年産米の米価下落に伴う収入減少により、深刻な影響を受けている稲作農家等の再生産に必要な資

に「平成２６年稲作経営安定資

金」を創設し、融資機関である農協などと連携して無利子、又は低利の資金融通を行うことといたしましたの

０２４－５２１－７３４６、７３４９ 

全量全袋検査については、農家の皆さまのご理解とご協力をいただき、感謝申し上げます。 

、全て基準値以下（測定下限値未満）となっ

必ず検査を受けていただくようお願いいたします。 

出荷・販売する米だけでなく、飯米、縁故米など、全ての米が検査対象となります。 

再生協議会で集荷し、検査後に返却します。 

農林振興班へ予約申込みをしてください。 

米からの収入減少により不足する営農のために必要な

 

東邦銀行、福島銀行、大東銀行、 

二本松・郡山・会津の各信用金庫 

�



 

 

 

  

        農業振興地域整備計画を見直します農業振興地域整備計画を見直します農業振興地域整備計画を見直します農業振興地域整備計画を見直します    

 柳津町では平成２６年度において、農業振興地域整備計画の全体見直しを行っています。この計画は、「農

業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、総合的な農業振興を図るため、農業生産の基礎となる「優良農

地」を明確に区分し、優良農地の確保を目指した各種農業施策を推進するための計画です。 

 

  見直しに伴う農用地利用計画変更申出について見直しに伴う農用地利用計画変更申出について見直しに伴う農用地利用計画変更申出について見直しに伴う農用地利用計画変更申出について�

 農業振興地域整備計画の見直しを実施するにあたり、農業振興地域の農用地において、住宅を建てる等農地

転用、除外申請がありましたら地域振興課農林振興班までご相談ください。 

 

  農業振興地域とは農業振興地域とは農業振興地域とは農業振興地域とは    
 農業振興地域とは町の農業振興地域整備計画で定められた地域をいい、優良農地を確保していくため、「農 

用地として利用すべき区域」として指定された土地を農業振興地域内の農用地と言います。農用地区域内の農

地（いわゆる農振青地）では、農地以外での土地利用が厳しく制限されており、農地転用農地転用農地転用農地転用が許可されが許可されが許可されが許可されませんませんませんません。 

 農地以外の用途で利用する場合は、まず市町村が農業振興地域整備計画を変更することにより当該農地が農

用地区域から除外され、その後に農地転用許可を取得しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 地域振興課農林振興班 電話 ４２－２１１６ 

�



平成27年 1月からの臨時職員を募集します。ご希望の方は詳細を確認の上お申込みください。 

�

募集職種募集職種募集職種募集職種    入札参加資格申請受付業務（事務作業） 

雇用期間雇用期間雇用期間雇用期間    
平成２７年 1月 13日（火）～ 3 月 31日（火） 

午前８：３０～午後５：１５ 

募集人数募集人数募集人数募集人数    1 名 

条件条件条件条件((((資格資格資格資格))))等等等等    パソコン操作のできる者(マイクロソフトエクセルへの文字入力) 

申込書類等申込書類等申込書類等申込書類等    

(1)柳津町臨時職員申込書 

(2)履歴書 

※臨時職員申込書及び履歴書の用紙は建設課建設班にあります 

申込期限申込期限申込期限申込期限    平成２６年１２月１９日（金）必着 

賃金等賃金等賃金等賃金等    

雇用条件雇用条件雇用条件雇用条件    

・賃金は「柳津町賃金支弁職員雇用等管理規程」によります 

・通勤手当支給 

・この外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程」により雇用します 

申込方法申込方法申込方法申込方法    建設課建設班まで持参いただくか、又は郵送してください 

採用決定採用決定採用決定採用決定    
・書類選考により採用者を決定し、通知いたします 

※必要と認められる場合は、面接を行います 

�

問 建設課建設班 電話 ４２－２１１７ 

  〒９６９－７２０１ 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙 234番地  

�

�

 １２月まで水道メーターの検針を実施しますが、１月以降の冬期間については降雪等が見込まれるため、水

道メーターの検針は行いません。冬期間に宅内で漏水事故等が発生する事例もありますので水道管の凍結・故

障には十分注意してください。 

 

 

    

 ○宅内配管に凍結防止ヒーター等を布設している場合宅内配管に凍結防止ヒーター等を布設している場合宅内配管に凍結防止ヒーター等を布設している場合宅内配管に凍結防止ヒーター等を布設している場合    

  ・電源プラグは差し込んでありますか？ 

  ・ヒーター等は機能していますか？ 

    ○長期間不在となる場合長期間不在となる場合長期間不在となる場合長期間不在となる場合    

  ・宅内の不凍栓などで水を止めましたか？ 

 

故障・漏水に備え自宅の水を止めるバルブの位置を確認して故障・漏水に備え自宅の水を止めるバルブの位置を確認して故障・漏水に備え自宅の水を止めるバルブの位置を確認して故障・漏水に備え自宅の水を止めるバルブの位置を確認して

おきましょう。おきましょう。おきましょう。おきましょう。    

 

問 建設課上下水道班 電話４２－２１１７ 

漏水の確認方法漏水の確認方法漏水の確認方法漏水の確認方法    

 

 

 

 

 

 

 

 

これは水道メーターの写真ですが、

矢印で示しているパイロットが水

を使用していなくても回転してい

る場合、漏水の恐れがあります。 

�

�

パイロット 

凍結を防ぐチェックポイント凍結を防ぐチェックポイント凍結を防ぐチェックポイント凍結を防ぐチェックポイント    
�



 気ばかり焦って、仕事や家事が空回りする、眠れない日が続いている、家族の元気がなくて様子が気になる、

物忘れがひどくなったけど、これって認知症？など『あなた』や『あなたの家族』の事での悩みや心配事につ

いて臨床心理士が相談をお受けします

 秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。

 相談は無料ですが、事前の申し込みが必要です。

 

※２月６日にも心の健康相談を予定しています。

問 町民課保健衛生班 電話 ４２－

 

＜特定健診＞＜特定健診＞＜特定健診＞＜特定健診＞    

 国民健康保険加入の４０～７４歳の方で、まだ、特定健診を受診していない方は病院での施

設健診の受診をお願いします。なお、受診する際には『施設健診受診券』が必要ですので、お

持ちでない方は、ご連絡ください。 

 

＜子宮がん検診＞＜子宮がん検診＞＜子宮がん検診＞＜子宮がん検診＞    

 子宮がんの施設検診は、12121212 月月月月 22222222

は、『『『『柳津町柳津町柳津町柳津町    子宮がん検診受診票子宮がん検診受診票子宮がん検診受診票子宮がん検診受診票・検診料金・検診料金・検診料金・検診料金

 受診希望の方で『『『『柳津町柳津町柳津町柳津町    子宮がん検診受診票』子宮がん検診受診票』子宮がん検診受診票』子宮がん検診受診票』

 

＜麻疹・風疹＜麻疹・風疹＜麻疹・風疹＜麻疹・風疹    第２期予防接種＞第２期予防接種＞第２期予防接種＞第２期予防接種＞    

対 象 者 ： 平成 27年度に小学校に入学されるお子さん

   （平成 20年 4月 2日～平成

 

＜ジフテリア・破傷風混合トキソイド（二種混合）＞＜ジフテリア・破傷風混合トキソイド（二種混合）＞＜ジフテリア・破傷風混合トキソイド（二種混合）＞＜ジフテリア・破傷風混合トキソイド（二種混合）＞

対 象 者 ： 小学校6年生

�

�

 

 

 

 

問 町民課保健衛生班 電話 ４２－

日にち日にち日にち日にち    場所場所場所場所

12月 1日（月） 
健康福祉プラザ

銀山荘

○実施医療機関：かかりつけ医（福島県内の医療機関どこでも受けられます。）

○料     金 : 無 料 

○期     間：平成２７年３月３１日

○持  参  品：母子健康手帳・予診票

気ばかり焦って、仕事や家事が空回りする、眠れない日が続いている、家族の元気がなくて様子が気になる、

物忘れがひどくなったけど、これって認知症？など『あなた』や『あなたの家族』の事での悩みや心配事につ

をお受けします。 

秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。 

相談は無料ですが、事前の申し込みが必要です。 

※２月６日にも心の健康相談を予定しています。 

４２－２１１８ 

国民健康保険加入の４０～７４歳の方で、まだ、特定健診を受診していない方は病院での施

設健診の受診をお願いします。なお、受診する際には『施設健診受診券』が必要ですので、お
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年度に小学校に入学されるお子さん 
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健康福祉プラザ 

銀山荘 
午後 1時～3時 １１月２５日（火）
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実施医療機関：かかりつけ医（福島県内の医療機関どこでも受けられます。）

間：平成２７年３月３１日（火）まで 

品：母子健康手帳・予診票 

気ばかり焦って、仕事や家事が空回りする、眠れない日が続いている、家族の元気がなくて様子が気になる、

物忘れがひどくなったけど、これって認知症？など『あなた』や『あなたの家族』の事での悩みや心配事につ
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１１月２５日（火） 
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実施医療機関：かかりつけ医（福島県内の医療機関どこでも受けられます。） 



 ○講 演  「心の健康と自殺予防」 ～こころの声に耳を傾けて～ 

 ○講 師  一般財団法人 温和会 会津中央病院 

      救急救命センター救急診断内科部長 村山 浩之医師 

 ○日 時  平成 26年 12月 1日(月) 午後 1時 30分～午後 3時 30分 

 ○場 所  会津若松市コミュニティ施設 ピカリンホール(会津若松市北会津町中荒井字諏訪前１１) 

 ○参加費  無料 

 

 県内では、毎年 400 人を超える方が自殺で尊い命を無くされています。他県と比較しても高い数値を推移

している状況であり、福島県では自殺対策に取り組んでいます。 

 

 会津保健福祉事務所では、住民の皆さんに自殺予防とうつ病に関する知識を深めていただくために、精神科

医師によるセミナーを開催いたします。 

11月 25日(火)までに電話によりお申込みください。 

 

問 会津保健福祉事務所 障がい者支援チーム 電話 ０２４２－２９－５２７５ 

 

 

  

 放送大学はテレビ等の放送や、インターネットで授業を行う通信制の大学です。働きながら学んで大学を卒

業したい、学びを楽しみたいなど、さまざまな目的で、幅広い年代や職業の人達が学んでいます。 

大学や大学院の授業科目を１科目から気軽に学べるチャンスです！ 

 

募集学生の種類募集学生の種類募集学生の種類募集学生の種類    

―教養学部― 

・科目履修生(６カ月在学し、希望する科目を履修) 

・選択履修生(１年間在学し、希望する科目を履修) 

・全科履修生(４年以上在学し、卒業を目指す) 

―大学院― 

・修士科目生（６カ月在学し、希望する科目を履修） 

・修士選科生（１年間在学し、希望する科目を履修） 

 

○出願期間 

平成２６年１２月１日（月）～平成２７年２月２８日（土）、３月１日（日）～３月２０日（金） 

(インターネットでの出願も受け付けています) 

 

○資料請求（無料）・お問い合わせ先 

放送大学福島学習センター 

〒963-8025 郡山市桑野１－２２－２１（郡山女子大学もみじ館内） 

電話 ０２４－９２１－７４７１ ホームページ http://www.ouj.ac.jp 



 次のとおり柳津町国保診療が休診となりますのでお知らせします。 

 

 ○休診日  11月 20日（木）午後 

   (※午前の診察は午前 9時～正午まで。受付は午前 11時 30分まで。) 

 

問 柳津町国保診療所 電話 ４２－２３３４ 

 

 平成２６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） 

入札日入札日入札日入札日    工事名工事名工事名工事名    工事箇所工事箇所工事箇所工事箇所    予定価格予定価格予定価格予定価格    落札価格落札価格落札価格落札価格    落札業者落札業者落札業者落札業者    

１０月６日 夏伏地区取水工整備工事 大字黒沢字簾沢地内 3,024,000 3,002,400 
大成建設工業 
株式会社 

１０月６日 道路改良工事 
大字柳津 
字諏訪町地内  

6,177,600 5,940,000 
大成建設工業 
株式会社 

１０月６日 林道開設工事 大字藤字三五沢地内 9,612,000 9,450,000 
大成建設工業 
株式会社 

１０月６日 消雪施設改修工事 
大字湯八木沢 
字居平地内外 

14,083,200 13,770,000 
日本地下水開発 
株式会社 

１０月６日 
観光物産館清柳苑空調機
工事 

大字柳津字下平地内 18,684,000 18,360,000 
有限会社 
佐々木電機商会 

１０月３０日 
役場庁舎蓄電池設備設置
工事 

大字柳津字下平地内 29,484,000 29,160,000 
太平電気株式会社 
福島支社 

 

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

入札日入札日入札日入札日    委託名委託名委託名委託名    工事箇所工事箇所工事箇所工事箇所    予定価格予定価格予定価格予定価格    落札価格落札価格落札価格落札価格    落札業者落札業者落札業者落札業者    

１０月６日 
震災対策農業水利施設整
備調査委託 

大字藤字菅沢地内 7,236,000 7,128,000 
庄建技術株式会社 
会津営業所 

１０月６日 
柳津町道路付属物点検業
務委託 

大字柳津 
字寺家町地内外  

5,745,600 5,184,000 
株式会社パスコ 
福島支店 

１０月６日 道路用地測量業務委託 
大字四ツ谷 
字中居平地内  

4,298,400 4,158,000 
柳津測量設計 
株式会社 

１０月６日 
公共土木施設災害復旧測
量設計業務委託 

大字五畳敷 
字老沢地内外  

1,911,600 1,836,000 
柳津測量設計 
株式会社 

問 総務課企画財政班 電話 ４２－２１１２ 
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