
広報
いずみざき５

　水道管の凍結しやすい時期を迎えました。万が一凍結してしまった場合は、下記の業者または建設水道係へご
相談ください。

　村では生活路の交通の確保のため、村道の除雪を行います。除雪作業をスムーズに行うためには、村民の皆さ
んのご理解とご協力が欠かせません。ルールとマナーを守り、冬期間を安全・快適に過ごしましょう。

除雪作業をスムーズに行うために次の事項にご協力ください。
◆路上駐車や公共施設への夜間駐車はやめてください。
　路上に車両があると、除雪を中断しなければなりま
せん。緊急車両の通行の妨げにもなりますのでやめま
しょう。
　また、公共施設への夜間駐車も除雪作業の妨げにな
りますので、駐車しないでください。
◆敷地内の垣根等の剪定をお願いします。
　垣根や立木の枝が除雪車の通行に支障をきたす場合
があります。伸びた枝は切り落とすなどしてください。
　緊急を要する場合は村で切り落とす場合があります
ので、ご了承ください。
◆出入口の除雪は各ご家庭でお願いします。
　除雪作業は限られた時間で広範囲に行うため、除雪
した雪が皆さんの家の出入口をふさいでしまうことが
あります。各ご家庭の出入口付近の除雪にご協力をお
願いします。
　また、道路わきの私物等で支障になるものは降雪前
に必ず撤去してください。

冬期の水道利用について

除雪作業にご協力ください。

問建設水道係　☎５３・２１１４

問建設水道係　☎５３・２１１４

～冬場の水道管のお手入れ～
・水抜きハンドルを回し水を止め、蛇口を一カ所（風呂場等

がベスト）開け、水道管内の水を完全に抜いておく。
・風呂のボイラー等に風よけがついていない場合には、周り

を板等で囲っておく。
・凍っている箇所付近にお湯をかければ直る場合があるの

で、非常用にバケツ等に水を汲んでおく。
～建設水道係からのお願い～
　水道の量水器（メーターボックス）の上には、物を置か
ず、きれいな状態に保つようにしてください。

《水道工事業者リスト》

（50音順）

事業者名 住　　所 電話番号
㈲ イ ズ ミ 設 備 北平山字新田51 53－3277
㈲ ウ ナ ガ ミ 泉崎字新宿26 53－2171
㈱ 兼 千 関和久字瀬知房5 53－3586
木 戸 設 備 関和久字漆久保6 53－3268
草 野 設 備 踏瀬字長峰50 53－2267
さかもとサービス 泉崎字長峯1 53－2075
㈲ 鈴 木 設 備 工 業 泉崎字前畑17 53－2301
㈲ ド ル フ ィ ン 踏瀬字長峰79－2 29－8925

◆道路への雪出しは禁止です。
　除雪した道路に雪を出してしまうと、道路が凸凹にな
り事故につながります。道路は雪の捨て場ではありませ
ん。道路に雪を出すのはやめましょう。
◆除雪作業が遅れる場合があります。
　除雪作業はできるだけ早い時間に行うよう努めていま
すが、積雪状況や道路状況等により遅れる場合がありま
す。
　また、除雪は主要村道や通学路等の生活路から始まり
ますので、地区により進度が異なります。ご了承ください。

《除雪に関する問い合わせ》
·村道：村役場事業課建設水道係
　　　☎0248-53-2114
・県道：福島県県南建設事務所
　　　☎0248-23-1631（平日）・0248-23-1525（夜間・休日）
・国道：郡山国道事務所郡山維持出張所
　　　☎024-932-4486
※私道の除雪は行いません。

Farmer’s Market

こころや
♥こころん工房手作り生チョコ
ラム酒がきいた「大人ショコラ」
ドライ苺入り「いちごショコラ」

どちらも毎年好評の
おすすめチョコです

♥からだにやさしい
オーガニックチョコレート
　　　 People Tree

泉崎村川畑 37-1 TEL 0248-53-5568

ス タ ッフ 募 集

 ①介護員　② 調理員　③ 生活相談員

特別養護老人ホーム ケアハウス泉崎
〒969-0104 西白河郡泉崎村太田川字金山34

☎０２４８－５３－３４５０

〒969-0101 西白河郡泉崎村泉崎字笹立山７-１
☎０２４８－２１－８０８３

地域密着型  特別養護老人ホーム さつきの郷
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樹木や生垣等の適切な管理について

南会津町からお知らせ

問建設水道係　☎５３・２１１４

問産業係　☎５３・２４３０

　樹木や生垣等の伐採・剪定をして適切な管理をお願いします。
　車道に樹木や生垣等が張り出していると通行に支障となるだけでなく、《交通障害》を引き起こす場合があります。
　樹木や生垣等が道路にはみ出していることが原因で事故等が発生した場合、所有者の方が《損害賠償責任》を問われる
ことがあります。（民法第７１７条・道路法第４３条）
　道路での事故防止のためにも、樹木や生垣等の所有者の皆様には伐採・剪定等の適切な管理をしていただくようお願い
します。（民法第２３３条）

　左側の樹木は道路に干渉し、歩行者、車両等の交通を妨
げる可能性があります。このことが原因で事故が起きた場
合、樹木の所有者の方が責任を問われる場合があります。
　交通を妨げ、事故の原因をつくらないためにも、右側の
樹木のように伐採・剪定等を行うよう、お願いします。

※高畑スキー場はスノーボードのご利用は出来ません。
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担当地区名 氏　名 担当地区名 氏　名 担当地区名 氏　名

太田川

溝井　文男

愛宕山

坂本　重藏

下町・烏川

田﨑　憲二

踏瀬

箭内みつほ

南原

草野　拓

瀬知房・
瀬知房後・下原

佐川　弥七

高根

星　キヨ子

桎内・天王山

三村　安子

屠胴原・景ノ原・
庭渡神社

佐藤　義光

新宿・舘

大野　喜平

都橋山・
八丸・富久保

松川　公子

八雲神社

三浦耕志朗

小林・下宿

鈴木　實

堂ノ下・新田

星　貞雄

主任児童委員
川崎地区

中畑冨美子

谷地久保・入中

有賀　路夫

上町・山寺

河島喜代子

主任児童委員
関平地区

大塚　和子

道路の穴ぼこを見つけたら

　下記のような危険な状況の道路を発見
したらご一報ください。
　・穴ぼこや大きな亀裂がある
　・倒木がある　など

連絡先：事業課建設水道係
（℡：53-2114）

　令和元年１２月１日からの３年間、民生児童委員並びに主任児童委員が表のとおり厚生労働大臣及び福島県
知事より委嘱されました。福祉に関する困りごとや心配ごとなど、お近くの各地区担当民生児童委員にお気軽
にご相談ください。
　民生児童委員の連絡先については、福祉係までお問い合わせください。

民生児童委員・主任児童委員改選 問福祉係　☎５４・１３３３
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Izumizaki-Country　Village Winter Plan  2019  11/1～2020  3/31

各種ご宴会・お食事会予約承ります
様々なプランを揃え皆様のお越しをお待ちしております。

日帰りご宴会プラン（飲み物代別）
お一人様（諸税込）3,500円～

宿泊ご宴会プラン（飲み物代別）
お一人様（諸税込）8,500円～

泉崎カントリーヴィレッジ
SPA&SPORTS  PUBLIC  HOTEL

令和元年分確定申告相談会

泉崎村育英奨学資金の奨学生募集

問税務係　☎５３・２１１３

問教育委員会　☎５４・１５３３

≪期　　間≫　２月１７日（月）
　　　　　　　～３月１６日（月）
　　　　　　　※土日・祝日等を除く

　令和２年度の泉崎村育英奨学資金の奨学生を次のとおり募集いたします。
【募集期間】令和２年３月２日（月）
　　　　　　～３月１３日（金）　午後５時まで
【応募資格】
　⑴高等学校・高等専門学校、短期大学、大学及びこれらの

教育機関と同等とみなされるその他の教育機関に在学し、
品行が正しく学術にすぐれ、身体が強健であること。

　⑵奨学生及びその父母が泉崎村に引き続き1年以上居住し
ていること。

　⑶経済的理由により就学が困難と認められること。
　⑷国県又は、他の団体から同種類の奨学資金の貸与又は給

付を受けていないこと。
　⑸泉崎村育英基金募集要項及び選考要領等による。

【奨学資金の種類・貸与月額】

【貸与条件】
　⑴貸与利息：無利息
　⑵貸与期間：奨学生の在学する学校等の正規の就学期間
　⑶償還方法：貸与期間の終了から７日以内に「借用書」

を提出するとともに、その６ヶ月後から１０年以内　に
おいて年賦、半年賦、月賦により返還すること。

【経済力基準】
　　経済的理由により就学困難と認められるかどうかの判

断は、本人の属する世帯人員別収入基準額を設定し、本
人の属する世帯の1年間の総所得金額と、これに対する
世帯構成を考慮した認定総所得金額を算出し、この額が
収入基準を上回っていないことを原則とします。

　　詳しくは、泉崎村教育委員会（学校教育係）までお問
い合わせください。

≪受付時間≫　　８：３０～１１：３０
　　　　　　　１３：００～１５：３０
≪会　　場≫　泉崎村役場（村民ホール）

≪必要な書類等≫
・番号確認書類（マイナンバーカード、通知カード等）
・身元確認書類（免許証等）
・税務署から送付された確定申告書やハガキ（送付されている場合）
・印鑑（スタンプ式でないもの）
・通帳（所得税の還付がある方）
・源泉徴収票の原本（給与や報酬、年金収入がある方）
・その他の収入に関する帳簿やその収入を証明する関係書類等
　の全て（給与や年金以外に収入がある方）
・該当控除の領収書原本や証明書類の全て（各種控除がある方）
・罹災証明書または被災証明書（雑損控除を受ける方）

※医療費控除を受ける方は、人ごと・医療機関ごとに金額を整理し
た上でお越しください。

※詳細は税務係までお問い合わせください。

※２

種　　類 貸与月額 備　　考（貸　付　例）　※貸付総額
高 等 学 校 ２０,０００円 ３年 　20,000円×３６ヶ月＝  720,000円
高等専門学校 ２０,０００円 ４年 　20,000円×４８ヶ月＝  960,000円
短 期 大 学 ４０,０００円 ２年 　40,000円×２４ヶ月＝  960,000円

大　　　　学 ４０,０００円 ４年
６年

　40,000円×４８ヶ月＝1,920,000円
　40,000円×７２ヶ月＝2,880,000円

※１※２

※２

※１専門学校は短期大学（月額40,000円）と同種の区分とします。 ※２制度改正により変更となる場合があります。
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令和2年度泉崎村社会福祉協議会職員募集

泉崎村社会福祉協議会嘱託職員募集

問社会福祉協議会　☎５４・１５５５

問社会福祉協議会　☎５４・１５５５

　令和２年４月１日採用予定の村社会福祉協議会職員採用候補試験を行います。

雇用期間：令和２年４月１日（水）～令和３年３月３１日（水）
　　　　　勤務実績により嘱託職員による継続有り
募集人員：若干名
勤 務 先：社会福祉協議会
業務内容：地域包括支援センターの業務（第１号介護予防支援事業、相談業務、訪問調査、介護予防サービス計画作成等）
賃　　金：給料月額　１５６,４００円～２３５,９００円（社協嘱託職員規程による。）
　　　　　賞与年２回（６月、１２月）
福利厚生：通勤手当支給あり（２ｋｍ以上）
　　　　　社会保険加入あり
資格要件：普通自動車免許。
　　　　　保健師・看護師・介護支援専門員・社会福祉士のいずれかの資格を有する方
締め切り：令和２年２月２８日（金）
応募方法：履歴書を社会福祉協議会事務局窓口にご提出ください。
　　　　　※後日面接日程等についてお知らせします。

※社会福祉士または社会福祉主事任用資格を取得している方を歓迎します。（ただし、受験資格とするものではありません）
◆試験日程
【１次試験】試験日程：令和２年２月２３日（日）９：２０～９：４０受付
　　　　　　試験会場：泉崎村大字泉崎字山ヶ入１０１
　　　　　　　　　　　泉崎村保健福祉総合センター
【２次試験】該当者に別途通知します。
◆受付期間
　令和２年２月３日（月）～２月１０日（月）　（平日８：３０～１７：１５）
　※郵送による申込の場合は、２月７日（金）まで消印有効
◆申込方法
　・申込用紙は、村社会福祉協議会事務局で交付します。
　・申込用紙を郵送により請求する場合は、「職員採用試験申込用紙請求」と朱記した封筒に、１４０円切手を貼った宛

先明記の返信用封筒（角型２号）を必ず同封してください。
　・申込用紙に必要事項を記入し村社会福祉協議会事務局に提出してください。
　詳しくは、村社会福祉協議会事務局までお問い合わせください。

職種
（募集人員） 受験資格 試験方法

事務職
（若干名） ・学歴・年齢不問

１次試験：教養試験、専門試験
２次試験：面接、小論文

福 島 工 場／福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字坊頭窪１番地
　　　　　　　☎0248-53-3491・FAX0248-53-3493
第二福島工場／福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字山崎山１番地３
　　　　　　　☎0248-54-1618・FAX0248-54-1619
白 河 工 場／福島県白河市萱根月ノ入１番地21
　　　　　　　☎0248-21-1401・FAX0248-21-1404
白河第二工場／福島県白河市萱根月ノ入１番地21
　　　　　　　☎0248-28-5061・FAX0248-28-5064
本　　　　社／埼玉県さいたま市大宮区土手町２丁目７番２
　　　　　　　☎048-650-6051・FAX048-650-5201
https://www.asahi-rubber.co.jp/
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◆注意点
・商品券は現金と引き換えすることはできません。
・ご利用金額が商品券の額面（1,000円）に満たない場合で

あってもおつりは出ません。
・商品券の盗難・紛失等については、発行者は一切の責任

を負いません。
・商品券で購入したものは返品できません。
◆利用ができないもの
・国や地方公共団体への支払い。
・金融機関への預け入れ。
・たばこの購入。
・有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プ

リペイドカードなどの換金性の高いものの購入。

プレミアム付商品券について 問企画財政係　☎５３・２４０９

　泉崎村では最大20,000円で25,000円分の商品券を非課税世帯・子育て世帯を対象に販売しています。
　取扱加盟店舗は以下の通りです。

飲食小売業 小林清次郎商店 酒、食料品、飲料 53-3632
㈲サンマート泉崎店 スーパーマーケット 53-2228
セブンイレブン　矢吹インター店 コンビニエンスストア 53-5711
直売カフェこころや 農産品加工品 53-5568
ツルハドラッグ福島泉崎店 薬品、食料品、日用品他 54-1268
農産物直売所　はにわの里 農作物、加工品、食料品他 21-7004
ファミリーマート　泉崎関和久店 コンビニエンスストア 54-1301
豚肉専門店ノーベル 豚肉、ハム、お惣菜他 53-4129
ミニストップ　泉崎北平山店 コンビニエンスストア 24-3153
㈱リオンドールコーポレーション泉崎店 スーパーマーケット 29-8282
ローソン　泉崎夏針店 コンビニエンスストア 53-1050

飲食業 くるま食堂 麺類、丼物、定食類 53-2383
食彩工房えん そば等 21-7588
やきとりかず 焼き鳥、モツ煮 53-5012

レジャー 泉崎カントリーヴィレッジ 温泉入浴、宿泊、ＢＢＱ他 53-4211
生活関連 天倉農機商会 農機具販売・修理 53-2727

荒井輪業商会 自転車、バイク、整備販売 53-2418
菊地呉服店 呉服、寝具、洋品、カーテン、クリーニング 53-2851
コメリ泉崎店 ホームセンター 54-1811
鈴木畳店 畳工事一式（新畳、表替、裏替え） 53-2050
㈲タサキ印刷 印刷 54-1500
美容室シャルマン 美容業 53-3821
本柳歯科医院 歯科医療業 53-5030

燃料関連 大野商店 自動車燃料、ガス器具 53-2604
大野米肥店 米、灯油、LP ガス、肥料、農薬、雑貨 53-2231
白河商事㈱泉崎給油所 石油製品（ガソリン、灯油）タイヤ 53-2138

自動車関連 ㈱東北自動車販売 自動車用品、修理 53-2511
日東自動車㈲ 自動車販売、整備、修理、部品 53-5050

住宅関連 ㈱かとでん 各種電気工事、エアコン取付工事等 53-3753
㈲齋藤電工 弱電設備工事、空調設備工事、防災設備工事他 53-2914
㈲深澤建設 住宅建築、リフォーム工事一式 53-3375
星建設 住宅建築、リフォーム工事一式 53-3229

～ご利用の皆さまへ～
　利用ができる期限が２月２９日(土）となっております。期限が過ぎた商品券はいかなる場合においても換
金することはできません。必ず期間内にご利用ください。

（１月24日現在)

◆販売・利用期間
　　　　　　～２月２９日(土)
　※必ず期間内にご利用ください。
◆販売方法
　　5,000円分（1,000円５枚）を１冊とし、4,000円で

販売し、最大５冊まで購入できます。
◆販売場所　
　平日：泉崎郵便局及び関平郵便局
　土日・祝日：役場休日窓口
◆対象
　・申請書を提出した住民税非課税の方
　・２０１６年４月２日～２０１９年９月３０日まで

に生まれたお子様がいる世帯の方
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