
⼥性のための⾻密度測定検査を実施します 
 

町では、⾻粗しょう症の予防と早期発⾒のため、⼥性
のための⾻密度測定検査を実施します。検査は事前予
約制で、費⽤は無料です。ぜひ申し込みください。 

⼥性は 30 歳代後半から 40 歳代にかけて⾻量の減少
が始まり、閉経後は⾻の作り替えに必要なホルモンが
激減するため⾻量が⼤幅に減少します。この機会に⾃
分の今の⾻密度を確認しましょう。 
◆⽇時 11 ⽉12 ⽇（⽇）午前８時45 分〜午後２時30 分

※受診時間は指定させていただく場合があります
◆場所 ⻄会津診療所 
◆対象者 町に住所を有する16 歳〜59 歳の⼥性（昭和

33 年４⽉１⽇〜平成14 年３⽉31 ⽇⽣まれの⼈） 
◆検査⽅法 腰椎の⾻密度測定検査（DXA 法） 
◆申込受付期間 10 ⽉ 23 ⽇（⽉）〜27 ⽇（⾦） 

午前８時 30 分〜午後５時 15 分まで 
◆定員 先着 60 ⼈ 
＜申込・問い合わせ先＞ 

健康福祉課・健康⽀援係 ☎45-4532 
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除雪オペレーターを募集します 
 

平成 29 年度除雪臨時技能員の採⽤ 
候補者試験（⾯接）を次により⾏いま 
す。希望者は期⽇までに関係書類を提 
出してください。 
◆業務内容 除雪機械の運転による道路の除排雪業務

および町が指⽰する維持補修などの業務 
◆資格要件 普通運転免許および⼤型特殊免許の所

有、⾞両系建設機械運転技能講習修了（整地・運搬・
積み込み⽤および掘削⽤） 
※65 歳で定年となります 

◆募集⼈数 ４⼈ 
◆委託期間 平成 29 年 12 ⽉１⽇（⾦）〜 平成 30 年

３⽉ 31 ⽇（⼟） 
◆賃⾦ ⽉額 300,000 円（12 ⽉ 1 ⽇〜15 ⽇および３

⽉ 16 ⽇〜31 ⽇の間は出勤⽇数に応じた⽇給の⽀
給となります） 

◆勤務地 ⻄会津町除雪センター（野沢・尾野本地区）
◆提出書類 履歴書、各種免許（資格）証のコピー 
◆提出期限 11 ⽉ 13 ⽇（⽉）午後５時 
◆⾯接⽇時 11 ⽉ 20 ⽇（⽉）午前 10 時（別途通知

はしません。当⽇の午前９時 45 分までに集合して
ください。集合場所は町役場２階・第２会議室です）

◆⾯接場所 町役場２階・第１会議室 
◆選考⽅法 書類審査および⾯接 
◆採⽤決定 採⽤候補者本⼈に通知します 
＜書類提出・問い合わせ先＞ 

建設⽔道課・管理係 ☎45-4530 

｢ふくしま駅伝｣応援ツアー  参加者募集︕ 
 

今年も「ふくしま駅伝」に町チーム 
が出場します。皆さんの声援で町チー 
ムを盛り上げましょう。 
◆⽇時 11 ⽉ 19 ⽇（⽇） 

午前６時 20 分集合・出発 
※午後４時解散予定 

◆集合・解散場所 町役場本庁舎裏駐⾞場 
◆応援場所 第３中継所（⽮吹町役場）、第 10 区本宮

市内沿道（五百川地区ファミリーマート付近）、第
16 区県庁前（ゴール地点）を予定。 

◆参加費 無料（昼⾷代は⾃⼰負担） 
◆申込期限 11 ⽉ 14 ⽇（⽕） 
◆募集⼈数 20 ⼈（定員になり次第締め切り） 

※⼩学⽣以下の児童は保護者同伴でご参加ください。
※５⼈未満の場合は中⽌となります。 

＜申込・問い合わせ先＞ 
町公⺠館 ☎45-3244 

 

粗⼤ごみを収集します 
 

町では、今年度最後の粗⼤ごみ収集を⾏います。こ
の機会に家庭の粗⼤ごみを適切に処理しましょう。 
◆⽇程 11 ⽉ 13 ⽇（⽉）、14 ⽇（⽕）、20 ⽇（⽉）、

21 ⽇（⽕）、の４⽇間 
※詳細は広報にしあいづお知らせ版 No.158・10 ⽉

15 ⽇号をご覧ください。 
＜問い合わせ先＞ 

町⺠税務課・町⺠⽣活係 ☎45-2215 



｢こころの健康講演会｣を開催します 
 

町では、「元気なこころで元気な毎⽇を︕〜こころの
健康をまもるために⼤切なこと〜」と題し、講演会を開
催します。講演後は⼩林雑歌店（ギター、フルート、バ
イオリン）による⽣演奏で、⼼も体も癒されてください。
◆⽇時 11 ⽉ 11 ⽇（⼟）午後１時 30 分〜３時 30 分
◆会場 交流物産館よりっせ ２階 研修室 
◆講師 ⽵⽥綜合病院こころの医療センター 

⼼理室 臨床⼼理⼠ ⽯橋和幸 室⻑ 
◆参加費 無料 
＜問い合わせ先＞ 

健康福祉課・健康⽀援係 ☎45-4532 

Ｂ型・C 型肝炎に関する講演会・相談会 
 

Ｂ型・Ｃ型肝炎に関する治療の進歩についての講演
会です。講演後には講師を交えて相談会も⾏います。 
◆⽇時 11 ⽉ 19 ⽇（⽇）午後１時 30 分〜３時 30 分 
◆会場 会津保健福祉事務所（会津保健所） 
◆対象 Ｂ型・Ｃ型肝炎と診断されている⼈ 
◆講師 福島県⽴医科⼤学 

消化器内科講座主任教授 ⼤平弘正 先⽣ 
◆参加費 無料 
◆申込期限 11 ⽉ 13 ⽇（⽉） 
＜申込・問い合わせ先＞ 

会津保健福祉事務所・医療薬事課☎0242-29-5512 

パブリックコメント（意⾒公募） 
 

｢喜多⽅地⽅定住⾃⽴圏共⽣ビジョン案」について、
皆さんのご意⾒をお寄せください。⻄会津町と喜多⽅
市、北塩原村は、定住を促進するため「定住⾃⽴圏形成
協定」を締結しました。「喜多⽅地⽅定住⾃⽴圏共⽣ビ
ジョン」は、平成 29〜33 年度を期間とし、協定に基づ
く具体的な取り組みを定めるものです。 
◆応募期限 11 ⽉ 22 ⽇（⽔） 
◆閲覧⽅法 ①町ホームページ（喜多⽅市と北塩原村

のホームページでも閲覧できます）、②町役場企画
情報課（平⽇の午前８時 30 分〜午後５時 15 分）

◆応募資格 ①町または喜多⽅市、北塩原村に住所が
ある⼈、②町または喜多⽅市、北塩原村に事業所な
どを有する個⼈、法⼈、その他の団体、③町または
喜多⽅市、北塩原村の事業所や学校などに勤務、在
学している⼈、④この案に利害関係のある個⼈、法
⼈、その他の団体 

◆応募⽅法 町ホームページをご覧になるか、問い合
わせください 

＜応募・問い合わせ先＞ 
企画情報課・情報政策係 ☎45-4536 

インフルエンザの予防接種を受けましょう 
 

インフルエンザは⾵邪と違い、⾼齢者や幼児がかか
ると重症化し、死に⾄る場合があります。予防接種後、
インフルエンザに対する抵抗⼒がつく 
まで２週間程度かかります。流⾏する 
前に、早めに予防接種を受けましょう。 
詳しくは問い合わせください。 
◆実施期間 11 ⽉１⽇（⽔）〜平成30 年１⽉31 ⽇（⽊） 
◆実施場所 町内診療所および県内の指定医療機関 
【⾼齢者インフルエンザ予防接種】 

◎対象者 町に住⺠票があり、11 ⽉１⽇現在で 65
歳以上の⼈ 

◎接種料⾦ 無料 
◎医療機関に持参する物 保健指導員が配布したイ

ンフルエンザ予診票（⻘⾊、太枠内に必要事項を
記⼊）、予防接種済証（⽩⾊）の 2 枚を医療機関
に必ず持参してください 

＜問い合わせ先＞ 
健康福祉課・健康⽀援係 ☎45-4532 

【季節性インフルエンザ予防接種への助成】 
◎対象者 町に住⺠票がある 0 歳〜⾼校 3 年⽣、妊婦
◎助成額 医療機関が定める接種料⾦のうち、1,000

円（⾃⼰負担額）を超える⾦額を助成します。指
定の医療機関以外で接種を受ける場合でも、町に
申請することで助成を受けることができます。 

◎医療機関に持参する物 
妊婦︓医療保険証と⺟⼦健康⼿帳 
0 歳〜中学⽣、⾼校⽣（18 歳以下）︓医療保険証

＜問い合わせ先＞ 
⼦育て⽀援センター ☎45-4332 

年末調整・⻘⾊申告決算説明会のお知らせ 
 

喜多⽅税務署では、年末調整説明会と個⼈ 
事業者の⻘⾊申告決算説明会を次のとおり開 
催します。関係する⼈には税務署から案内通 
知がありますので、出席をお願いします。 
【年末調整説明会】 
◆⽇時  11 ⽉ 16 ⽇（⽊）午後１時 30 分〜３時 30 分
◆会場 交流物産館よりっせ ２階 研修室 
【⻘⾊申告決算説明会】 
◆⽇時 12 ⽉６⽇（⽔） 

◎営業･不動産 午前 10 時〜11 時 30 分 
◎農業 午後２時〜３時 30 分 

◆会場 交流物産館よりっせ ２階 研修室 
＜問い合わせ先＞ 

喜多⽅税務署・調査部⾨ ☎0241-24-5050 

⽕の⽤⼼ ことばを形に 習慣に 
 

秋の全国⽕災予防運動 
11 ⽉９⽇（⽊）〜15 ⽇（⽔）  

◆運動の重点 住宅防⽕対策 
全ての住宅には、住宅⽤⽕災警報器の設置が義

務付けられています。⽕災で⼤切な命を失わない
ために、住宅⽤⽕災警報器を設置しましょう。 

不⽤な古新聞、古雑誌はありませんか 
 

資源のリサイクル、ごみの減量化を推進するため、町
では次により古新聞、古雑誌の回収を⾏います。 
◆収集⽇時 古新聞︓11 ⽉ 27 ⽇（⽉） 

古雑誌︓11 ⽉ 28 ⽇（⽕） 
※当⽇は午前８時までに出してください 

◆収集場所 各ごみ収集所（ステーション） 
◆出し⽅ 荷崩れしないようビニールひも 

などで⼗字に縛って出してください。 
＜問い合わせ先＞ 

町⺠税務課・町⺠⽣活係 ☎45-2215 

消費税の軽減税率制度に関する説明会 
 

町と町商⼯会、喜多⽅税務署では、事業者を対象とし
た消費税の軽減税率制度に関する説明会を開催します。
◆⽇時 11 ⽉ 22 ⽇（⽔）午後１時 30 分〜３時 
◆会場 交流物産館よりっせ ２階 研修室 
◆内容 消費税軽減税率制度の概要について、軽減税

率対策補助⾦について 
＜問い合わせ先＞ 

喜多⽅税務署 ☎0241-24-5050（代表） 

11 ⽉ 11 ⽇から 17 ⽇は｢税を考える週間｣ 
 

喜多⽅税務署では、11 ⽉ 11 ⽇から 17 ⽇を｢税を考
える週間｣として、将来を担う⼦どもたちの税に関する
作品展⽰や、税理⼠による税の無料相談をヨークベニ
マル喜多⽅店２階多⽬的ホール特設会場で⾏います。
お気軽にご来場ください。 
【みんなの税の広場（作品展⽰）】 
◆⽇時  11 ⽉ 11 ⽇（⼟）〜19 ⽇（⽇） 

午前９時 30 分〜午後９時 
【税理⼠による税の無料相談（予約不要）】 
◆⽇時 11 ⽉ 11 ⽇（⼟）午前 10 時〜午後４時 
◆会場 ヨークベニマル喜多⽅店 ２階 

多⽬的ホール特別ブース 
＜問い合わせ先＞ 

喜多⽅税務署 ☎0241-24-5050 

｢第69回全国植樹祭｣の参加者を募集しています 
 

全国植樹祭は、豊かな国⼟の基盤である森林・緑に対
する国⺠的理解を深めるため、天皇皇后両陛下ご臨席の
もと、公益社団法⼈国⼟緑化推進機構と開催都道府県の
共催により⾏う国⼟緑化推進運動の中⼼⾏事です。 

本⼤会は「育てよう 希望の森を いのちの森を」をテ
ーマに、東⽇本⼤震災の被災地で初めて開催します。緑
豊かなふるさとの再⽣や、復興に向けて⼒強く歩み続
ける福島の姿、震災以降に国内外からいただ 
いた温かい⽀援に対する感謝の気持ち、命を 
守り未来へと希望をつなぐ森林（もり）づく 
りを広く国内外に発信していく⼤会です。 
◆⽇時  平成 30 年６⽉ 10 ⽇（⽇） 
◆会場 南相⾺市原町区雫地内の海岸防災林整備地 
◆申込期限 11 ⽉ 30 ⽇（⽊） 
◆申込⽅法 インターネットで申し込む（推奨）か、農

林振興課に備え付けの申し込み専⽤⽤紙に必要事
項を記⼊の上、郵送または持参してください 
【全国植樹祭ホームページ】 
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/syokujusai/ 

◆応募資格 県内在住で満 18 歳以上の⼈ 
◆募集⼈数・参加費 1,500 ⼈・無料 
◆申込先 第 69 回全国植樹祭福島県実⾏委員会事務局

〒960-8043 福島市中町８番２号 
＜問い合わせ先＞ 

福島県実⾏委員会事務局 ☎024-521-8655 
町役場農林振興課・林政係 ☎45-4531 
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　特別番組 西会津町歴史文化講演会・シンポジウム　（１０月１５日収録）

　縄文の西会津
基調講演「縄文人からのメッセージ」

—五千年前の西会津町とその風景—

シンポジウム「西会津町で発見された縄文土器の魅力を語る」

西会津町ケーブルテレビ 電話 ４５－４４６１ Mail info@nct.ne.jp
（西会津ケーブルネット） FAX ４５－４４４７ URL http://www.nct.ne.jp/
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