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小学校大運動会
５月２３日（土）小学校２校において、運動会が行われました。 

柳津小学校では「全力で みんなで 勝利をつかみとれ！」、西山小学校では「あきらめずに全力で、仲間と共に勝

利をつかめ！」をスローガンに児童たちは日ごろの練習の成果を存分に発揮していました。暑い中ではありましたが、

保護者の方々、地域の方々の応援のもと、児童たちが精一杯頑張っている姿がとても印象的でした。 

やないづ 

広 報 

お知らせ版 



 
 
 

消費税率の引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付を行います。この給付金を受

け取るには平成２７年５月３１日時点で住民票のあった市区町村への申請が必要になります。 

１．支給対象者 

次のどちらの要件も満たす方が対象です。  

（1）平成２７年６月分の児童手当を受給している。 

 ※ただし、特例給付（所得が高額な方について、児童一人当たり月額５,０００円を支給しているもの）を受給

している方は、対象になりません。 

（2）平成２７年度（平成２６年中）の所得が児童手当の所得制限限度額（※表１）未満である。 

 
表１【児童手当の所得制限限度額（給与収入ベース）】 

区分 

（扶養親族等の数） 

限度額目安 

（給与収入ベース） 

子１人（１人） ８７５．６万円 

夫婦子１人（２人） ９１７．８万円 

夫婦子２人（３人） ９６０万円 

 

２．対象児童 

支給対象者の平成２７年６月分の児童手当の対象となる児童  

３．支給額 

対象児童一人につき  ３,０００円 

４．申請方法 

・申 請 先   役場町民課、西山支所へ提出してください。 

・申請期限   平成２７年６月１日（月）～８月３１日（月）  

・提出書類   申請書  

※現在、児童手当を受給し、対象となる方については、現況届と併せて申請書が送付されてお

りますので、お早めに申請してください。 
○原則、児童手当入金口座へ支給となります。 

それ以外の口座を希望される場合は、次の書類が必要です。 

・本人確認書類(運転免許証、保険証の写し)、通帳の写し 

○公務員の方が、子育て世帯臨時特例給付金を申請する場合、勤務先から申請のための以下の書類が配布

されますので、申請時にご提出ください。 
・子育て世帯臨時特例給付金申請書（請求書） 
※「公務員児童手当受給状況証明欄」に証明が必要となります。 

 

問 町民課住民福祉班 電話４２－２１１８ 

子育て世帯臨時特例給付金のお知らせ 

２

申請に関しての注意点 

・平成２７年５月３１日時点で柳津町に住民票があった方が、給付金を受け取ることができます。 

・記載間違い等により振込が完了せず、かつ指定された日（対象者に後日通知）までに連絡・確認が 

とれない場合には、当該申請が取り下げられたものとみなします。 



 

 
 

児童手当を受給されている方は、毎年６月に現況届を提出する必要があります。 

現況届は、６月分以降の児童手当を引き続き受ける要件（児童の監督や保護、生計同一関係など）を満たし

ているか確認するためのものです。 

対象の方には町から現況届を送付しておりますので、必要書類を添付の上ご提出願います。提出がない場

合、６月分以降の手当を受け取ることができなくなりますので、期限までに提出してください。 

 

１．提出先  

町民課住民福祉班 

２．提出期限 

 平成２７年６月３０日（火） 

３．現況届に必要な添付書類 

・受給者が被用者（会社員など）の場合→健康保険被保険者証の写し 

・平成２７年１月１日時点で柳津町に住民登録がなかった方→前住所地の市区町村長が発行する児童手当

用所得証明書（平成２６年分） 

※そのほか、必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。 

 

問 町民課住民福祉班 電話４２－２１１８ 

 

 

 

 

平成２７年４月分から平成２８年３月分までの国民年金保険料は、月額１５,５９０円です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未納のまま放置されると、納付を督促する文書（督促状）を送付し、指定された期限までに納付が無い場合は、

延滞金を課すだけではなく、※納付義務のある方の財産を差し押さえることがありますので、早めの納付をお願

いします。 

※ 納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者及び世帯主になります。  

 

問 町民課住民福祉班 電話４２－２１１８ 

会津若松年金事務所 電話 ０２４２－２７－５３２１ 

 
３

国民年金保険料は納期限までに納めましょう 

児童手当の受給に関するお知らせ 

 

経済的な理由等で国民年金保険料の納付が困難な場合は、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料

免除制度」や「若年者（３０歳未満）納付猶予制度」がありますので、役場の国民年金窓口で手続きをしてく

ださい。申請書は窓口に備え付けてあります。 

保険料の免除・猶予

 

日本年金機構から送られる納付書により、金融機関・郵便局・コンビニで納めることができます。また、ク

レジットカードによる納付やインターネット等を利用しての納付、そして便利でお得な口座振替もあります。 

支払方法 



 
 
 

そば及びなたねについては、経営所得安定対策による振興作物として作付けを推進しているところです。 

つきましては、下記のとおり種子を斡旋しますので、要望ある方はお申込みください。 
 

 品種 単価 備考 

そば 会津かおり ４００円／㎏

※１０ａ（１反）当り、７㎏必要です。 

※合同会社夢ハーベスト藤へ刈取から販売まで委託される方

は、播種前に種子を受け取り、収穫後に現物（２割増）での精

算となります。 

なたね キラリボシ ４００円／㎏
※１０ａ（１反）当り、１㎏必要です。 

※刈取後は、ナタネ生産組合で精油までを補助いたします。 
 
・申込み  平成２７年６月２２日（月）まで農林振興班へ電話にてお申し込みください。 
 

問 地域振興課農林振興班 電話４２－２１１６ 

 
 
 

「水稲病害虫カメムシ類の防除対策」及び「良質なそば栽培」に向けての講習会を下記により開催します。事前の

参加申し込みは必要ありませんので、お気軽にご参加ください。 

 

１．日  時  平成２７年６月２６日（金） 午後７時 

２．場  所  やないづふれあい館 

３．その他  経営所得安定対策（畑作物の直接支払交付金）の“そば”については、今年産から農産物検査規格で

等級入りすることが必要です。 
 
問 地域振興課農林振興班 電話４２－２１１６ 

 

 

 

夏野菜が間もなく収穫の時期を迎えます。それに伴い、野生鳥獣の農作物被害が増加してきます。早めの対策を
心がけましょう。 

夏野菜の対策 ツキノワグマによる人身被害の回避 

山林の食べ物が少なくなる６月以降は、野生鳥獣にと

って各地で栽培される夏野菜は魅力ある食べ物になりま

す。ジャガイモや果菜類は特に注意が必要です。これま

で被害にあっている場合やほ場周辺に野生鳥獣の痕跡

が認められるときは、早めに周辺のヤブ刈り払いや防護

柵の設置を進めましょう。 

被害にあってからの対策実施は、鳥獣の食べようとす

る意欲が旺盛になるため、効果が薄らいでしまいます。 

ツキノワグマが生息する地域では、早朝や夕暮れ時

に林縁部の農地で作業することは避けましょう。特に、こ

れまで、痕跡や農作物被害があった農地周辺は危険で

す。やむを得ず作業しなければならない場合は、クマの

潜んでいそうな場所に向けて追い払い用の花火の打ち

上げや、鈴を鳴らすなどして作業を始めましょう。 

なお、降雨や霧が発生している時は、明るい時間帯で

も出没する可能性が高まります。クマは、決して夜行性

ではありません。 

 
問 地 域 振 興 課 農 林 振 興 班 電話４２－２１１６ 

福島県農林水産部農業振興課 電話０２４－５２１－７３３９ 

 
４

そば・なたね種子の要望について 

水稲病害虫対策・そば栽培講習会の開催について 

６月の鳥獣害対策について  



 
 
 

  ふくしま・地域産業６次化推進協議会は、農林漁業者等の６次化創業支援や、新商品の開発・販売などの支援を行

い、本県地域産業の活性化を目的に補助金交付事業を実施しています。 

 

◆ 事業概要 

 ６次産業化創業サポート事業 

（ソフト補助） 

地域産業６次化新商品加工支援事業 

（ハード補助） 

対象者 福島県内に活動の本拠がある農林漁業者等（※）
福島県内に活動の本拠がある農林漁業者等(※)

で、法人格を有する者 

対象事業 

○新技術習得や新資格取得 

○新商品・新サービスの開発 

○販路開拓 

○新しい機能性表示制度（※１）への対応 

○販路が確定している１次産品（※２） 

の生産促進 

○福島県産農林水産物を活用した新商品・新サ

ービス、新技術の開発のために必要な機械・

施設を整備する事業 

○販路が確定している１次産品の生産促進のた

めに必要な機械・施設を整備する事業 

補助額 

補助率 

１０万円以上２００万円以内 

補助対象経費の２/３以内 

１００万円以上３００万円以内 

補助対象経費の２/３以内 

応募方法 

 所定の申請書及び実施計画書に必要事項を記入の上、添付資料を添えてふくしま地域産業６次

化推進協議会（事務局：福島県農産物流通課）まで提出。 

※提出書類の様式等は協議会ホームページ 「ふくしま６次化 情報STATION」 からダウンロードで

きます。（「ふくしま６次化」で検索） 

   ※  「農林漁業者等」には、農林漁業者の他、県産農林水産資源を活用した商品・サービスの提供を行う者を含む 

   ※１ 新しい機能性表示制度：食品表示法（平成２５年法律第７０号）第４条第１項に基づく食品表示基準（平成２７

年内閣府第１０号）に規定される機能性表示食品制度のこと。 

   ※２ 販路が確定している１次産品：売上実績等がある６次化産品の原材料となる１次産品もしくはこれから開発を

予定している６次化商品で、収益が見込まれるものの原材料となる１次産品のこと。 

 

◆ 手続き等のスケジュール 

 第１次受付 第２次受付 第３次受付 

申請受付開始 平成２７年５月７日（木） 

申請締切 ６月１２日（金） ７月３１日（金） ９月３０日（水） 

採択・不採択通知 ６月下旬（予定） ８月中旬（予定） １０月中旬（予定） 

実施 交付決定から平成２８年２月２８日の間に実施 

   ※補助金総額 ５，５００万円 

 

問 ふくしま・地域産業６次化推進協議会（担当：須田） 

   〒９６０－８６７０ 福島市杉妻町２－１６（福島県農産物流通課内） 

    電話 ０２４ー５２１－８０４１  ＦＡＸ ０２４－５２１－７９４２ 

 
５

ふくしま・地域産業６次化復興支援事業の募集について 



 

 

 

日ごろより、節電にご協力いただき、誠にありがとうございます。 

さて、先般、国の電力需給に関する検討会合において、全国の今夏の電力需給対策が決定され、当社管内

におきましては、「数値目標を伴わない節電」に取り組んでいくこととなりました。 

当社の電力需給につきましては、平成２２年並みの猛暑となった場合でも、７月は４．５％、８月は５．５％の予

備率を確保できる見通しとなっております。 

このような見通しは、東日本大震災以降、緊急設置電源の設置や長期計画停止をしていた火力発電所の運

転再開など、あらゆる供給対策を積み重ねたことに加え、これまでお客さまにご協力をいただいております節電

の定着分をその前提として見込んでいるものであります。   

しかし、仮に、火力発電所が予期せぬトラブルで停止した場合には、一気に需給が逼迫する恐れもあることか

ら、当社といたしましても、特に暑さが本格化する７月から９月は、緊張感を持って設備の運転・保守にあたり安

定供給の万全を期してまいります。 

こうしたことから、皆さまには大変ご不便をおかけしますが、今年の夏も、上手な電気のご使用や無理のない

範囲での節電へご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ホームページ】「節電方法のご紹介」 http://setsuden.tohoku-epco.co.jp/setsuden/ 

 

問 東北電力コールセンター：電話０１２０－１７５－４６６ 

 

 

 

 

 

６

東北電力㈱から「節電へのご協力」のお願い 

夏の昼間（14時頃）の電気機器の使用例
（在宅世帯）

室温を28℃に設定する。

すだれやよしず等で窓からの日差しを和らげる。

無理のない範囲で扇風機を代用する。

フィルターを定期的に清掃する。

冷蔵庫 設定温度を「中」にし，扉の開閉を必要 小限にする。

テレビ 省エネモードに設定し，必要時間以外は主電源を切る。

照明 不要な照明を消灯する。

ジャー

炊飯器
朝に1日分まとめて炊き，冷蔵庫や冷凍庫に保管する。

洗濯機 容量の80％を目安にまとめ洗いする。

リモコンの電源ではなく，主電源を切る。

長時間使用しない機器はプラグから抜く。

ご家庭におけるお客さまの主な節電事例

待機電力

エアコン

※本例は，一般的な取組み事例であり，お客さまの状況に応じた

　無理のない範囲でのご協力をお願いいたします。

※

参考資料:平成 27 年 5 月経済産業省
「夏季の節電メニュー(ご家庭の皆



◇受験資格：昭和５１年４月２日以降生まれで、看護師免許を有するか取得見込みの方 

◇試験月日：平成２７年７月 ４日（土） 

◇応募締切：平成２７年６月２９日（月）※応募書類必着 

◇募集人員：若干名 

◇試験会場：アピオスペース（会津若松市） 

◇合格発表：平成２７年７月２１日（火） 

 

 

 

へき地医療の拠点として地域の皆様に必要な医療を提供している「県立宮下病院」では、平成２８年４月１日

付け採用の看護師を募集しています。 

自分のスキルが活かせる場所で働きたい、ひとりひとりと向き合った看護がしたい方にピッタリの職場です。 

試験日程等は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 試験の受験案内は、お電話いただければ郵送いたします。 

 

問 福島県病院局 病院経営課  電話 ０２４－５２１－７２２６（直通） 

   福 島 県 立 宮 下 病 院  電話 ０２４１－５２－２３２１（代表） 

 

 

 
 

  出入国管理行政の第一線で活躍する入国警備官を募集いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 詳細につきましては人事院ホームページをご覧いただくか、法務省仙台入国管理局総務課までお問い合わ

せください。 

 

問 法務省仙台入国管理局総務課  電話 ０２２－２５６－６０７６ 

   人事担当 上石・赤井・三塚 

 
７

入国警備官募集のお知らせ 

◇受験資格 

１．警備官 

（１）平成２７年４月１日において高等学校または中等教育学校を卒業した日の翌日から起算し

て５年を経過していない方及び平成２８年３月までに高等学校または中等教育学校を卒

業見込みの方 

（２）人事院が上記に準ずると認める方 

２．警備官（社会人） 

昭和５０年４月２日以降に生まれた方（上記１（１）に規定する期間を経過した方及び人事

院がそれに準ずると認めた方に限ります） 

◇試験月日：平成２７年９月２７日（日） 

◇受付期間：イ ン タ ー ネ ッ ト 平成２７年７月 ２１日（火）９：００～７月３０日（木） 

         郵 送 または持 参 平成２７年７月 ２１日（火）９：００～７月２３日（木） 

県立宮下病院看護師募集のお知らせ 



 

 

 

平成２７年５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  【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 

５月２８日 道路用地測量業務委託 
大字四ツ谷 
字蕨坂地内  

4,570,560 4,428,000 
柳津測量設計 
株式会社 

５月２８日 
消雪施設路線測量業務 
委託 

大字柳津 
字家ノ北山地内外 

2,830,680 2,700,000 
柳津測量設計 
株式会社 

５月２８日 
河川・道路測量設計業務
委託 

大字大柳 
字中坂ノ下地内外 

1,881,360 1,836,000 
柳津測量設計 
株式会社 

５月２８日 道路用地測量業務委託 
大字五畳敷 
字居平地内  

1,202,040 1,134,000 
柳津測量設計 
株式会社 

問 総務課企画財政班  電話４２－２１１２ 

 

 

 

 

柳津町文化協会では、会員の親睦と文化教養を深めるために年１回「現地研修会」を実施しております。 
今年度も、町民の皆さまに協会の活動を知っていただくとともに、この機会にぜひ様々な文化に触れあっていただき
たく、会員以外の町民の方の参加を募集いたします。 
 
日程 
 平成２７年７月２３日（木） 午前９時 やないづふれあい館 集合 
 
〈晴天時行程〉 

９：００やないづふれあい館 ⇒ 新宮熊野神社（長床） ⇒ 喜多方市美術館 ⇒ 昼食 ⇒ 慧日寺 
⇒ １６：００やないづふれあい館 解散 

 
〈雨天時行程〉 

９：００やないづふれあい館 ⇒ 喜多方市美術館 ⇒ 蔵の里 ⇒ 昼食 ⇒ 福島県立博物館 
⇒ １６：００やないづふれあい館 解散 

 
参加料 
 １,０００円（入館料等） ※当日徴収いたします。なお、昼食代は別途各自負担となります。 
 
申込期限 
 平成２７年７月１０日（金）【期限厳守】 
  ※期限後のお申し込みはお受けできませんのでご了承ください。 
 
申込方法 
 参加申込書をお持ちいただくか、電話またはＦＡＸ（住所、氏名、電話番号を記入）でお申し込みください。 
 
問 柳津町中央公民館（柳津町文化協会事務局） 電話４２－３５１１ ＦＡＸ４２－３５９１ 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・キリトリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

柳津町文化協会現地研修会 参加申込書 
 

申込日 平成   年   月   日 
 

氏名 電話番号 

住所 

 

平成２７年５月分工事等入札結果 

柳津町文化協会現地研修会のお知らせ 


