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非常用持ち出し袋を配布します

避難の際に使用する非常用持ち出し袋を、各世帯にお配りします。この袋には、新型コロナウイル

ス感染症対策を考慮し、不織布マスク、手指消毒用アルコール類、使い捨てビニール手袋を収めてい

ます。配布は、下記のとおり行いますのでよろしくお願いいたします。

○配布時期 令和３年１０月４日（月）～１５日（金）

○配布個数 １世帯につき１個

◎問い合わせ：総務係 ☎５４－５２２２

ＮＴＴドコモの携帯電話用基地局が完成しました

横田字古町地内に、ＮＴＴドコモの携帯電話用基地局が設置され、１０月１日（金）から供用開始

となります。これにより、今まで横田管内において携帯の電波が入りずらかった場所でも電波が繋が

りやすくなります。

◎問い合わせ： 総務係 ☎５４－５２２２

ＮＴＴドコモ ☎０２４－５４４－６１１６
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かぼまる

配布は、町職員が訪問して行います。お届けに伺った

際にご不在だった場合は、玄関やポスト付近等に置か

せていただきますので、あらかじめご了承願います。
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新型コロナウイルス感染対策を確認しましょう

ワクチンは、重症化や発症を抑制するもので、接種しても完全に感染しなくなるわけではありませ

ん。また、ウイルスに感染しても気付かずに、周りの人へ感染させてしまう可能性もあります。

もう一度、感染対策を確認しましょう。

・外出や会話をする時は、マスクを着用しましょう。

・手洗いと消毒、換気はこまめにしましょう。

・人との距離はできるだけ２メートル以上あけましょう。

発熱や体のだるさ、味や臭いがしないなどの症状がある時は、かかりつけ医にまずは電話で

ご相談ください。
かかりつけ医がいない場合は、受診・相談センター（２４時間対応）（０１２０－５６７－７４７）

へご相談ください。

◎問い合わせ：金山町新型コロナウイルス感染症対策本部 ☎５４－５１３５

かねやま乗合タクシーからのお願い

かねやま乗合タクシーは、戸口から戸口への移動ができる公共交通です。

しかし、同じ時間帯に予約した複数の方が乗り合うことから、特に次のことにご注意ください。

・予約した時間に合わせ、身じたくなどの用意を済ませ、乗車場所でお待ちください。

・都合により、乗車しなくなったときは必ず予約窓口に連絡してください。

また、連絡ができない場合は、到着したタクシーの運転手にお伝えください。

・マスクを着用してください。

※円滑な運行のために皆様のご協力をお願いします。

◎問い合わせ：総務係 ☎５４－５２２２

投票立会人等の募集期間を延長します

金山町選挙管理委員会では、１１月に投票が見込まれる第４９回衆議院議員総選挙の期日前投票所

の投票立会人等の募集期間を１０月８日（金）まで延期します。

詳しい内容は、下記にお問い合わせください。

◎問い合わせ：金山町選挙管理委員会 ☎５４－５２２２
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からだ楽々教室参加者を募集します

～しなやかな・からだづくり～

自宅でできる、からだのケアやトレーニングの方法を学ぶ教室です。誰でも簡単にできるストレッ

チを実施します。運動しやすい服装で、ぜひご参加ください。

参加される方は、【 自宅で体温を測定 】し、【 マスク着用 】でお越しください。会場でも新型

コロナウイルス感染予防対策を十分に講じますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

○日 時 １０月２５日（月）中川（ゆうゆう館）午前９時３０分～午前１１時

(場 所) １０月２７日（水）横田（横田公民館）午前９時３０分～午前１１時

○参加費 １５０円

○持ち物 健康手帳（お持ちでない方は、当日配布いたします）

〇講 師 健康運動指導士 島田 一郎 先生

・発熱や咳などの症状がある方、体調がすぐれない方は参加をご遠慮ください。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

行事・イベントの中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による金山町におけるイベントや行事等の中止についてお

知らせします。

※なお、検閲式は中止ですが、各班で機器点検などの実施は行います。朝、屯所のサイレンが鳴る場

合がありますので、ご承知おきください。

イベント・行事等 対応の内容 問い合わせ

金山町消防団秋季検閲式
１０月１０日（日）

中止（※）

総務係

☎５４－５２２２

奥会津ごっつおまつり
１０月２３日（土）～２４日（日）

中止

観光係

☎５４－５３２７

地区文化祭
１１月３日（水）

中止

中央公民館

☎５４－５３３３
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町民登山参加者募集

これから紅葉がきれいな季節となります。金山町のシンボル沼沢湖を眼下に眺めながら惣山・前山

に登って、沼沢湖を一周してみませんか。

○日 時 令和３年１０月１７日（日） 午前８時～午後２時頃

○内 容 惣山 前山 沼沢湖一周 （雨天中止）

○集合場所 沼沢湖畔大駐車場（妖精美術館入口） 午前８時集合

※福沢登山口から登り、惣山前山～沼沢湖を一周します。

小学校中学年程度から登れるコースです。休憩しながらゆっくり登るため、６時間

ほどかかります。

〇参加対象 小学３年生以上

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、金山町民限定とさせていただきます。

〇持 ち 物 昼食 飲み物等 （参加者には後日詳細をお送りします。）

○参 加 費 無料

○申込方法 中央公民館に電話で申し込んでください。

○申込期限 令和３年１０月８日（金）

〇そ の 他 新型コロナウイルス感染症の状況によって、予定を変更する場合があります。

◎問い合わせ：中央公民館 ☎５４－５３３３

新型コロナ経済対策妖精の里商品券を販売します

１冊４，０００円で５，０００円分使用できる商品券を１０月１５日より販売いたします。

○発 行 総 額 ２，０００万円

※売り切れ次第終了となります

○販売開始日 令和３年１０月１５日（金）

○購入限度額 お一人様８万円まで（令和３年９月１日販売開始分との合算）

※前回（９月発行分）限度額まで購入された方は購入できません。限度額を超え

て購入された方については判明次第、超過分の商品券返却または現金で精算とな

りますのでご注意ください。

○利 用 期 間 令和４年２月２８日まで

○そ の 他 商品券販売場所及び使用可能店舗については１０月上旬に配布するチラシをご覧

ください。

◎問い合わせ：金山町商工会 ☎５４－２３１１
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野生きのこ・木の実の販売・提供に注意

野生きのこや木の実の販売（卸売り、ネット販売、フリマアプリによる販売含む）、加工品の製造、

宿泊や飲食施設で食事を提供する際には、生産者登録をした方から放射性物質の検査を行ったものを

仕入れて使用してください。

なお、自ら採取したきのこや木の実を使用する場合も、生産者登録が必要ですのでご注意ください。

主要なきのこ・木の実のモニタリング検査実施状況（令和３年度）

※検査は週２回（火曜日、金曜日）に会津農林事務所で行っています。原則火曜日の検査を受ける場

合は前週の木曜日までに、金曜日の検査を受ける場合は火曜日までに産業係へお持ちください。

※生産者登録者であっても、検査実績（各品目ごと）が一度もない生産者は出荷できないのでご注意

ください。

※自家消費用のきのこの検査については、保健福祉係にお持ちください。

◎問い合わせ：産業係 ☎５４－５３２２

令和３年度桐苗無償配布のお知らせ

（無償配布は今年度で終了となります）

○桐苗種別 ・大 ２ｍ程度

・中 １．５ｍ程度

・小 １ｍ程度

○配布時期 １１月下旬予定

○申込期限 令和３年１０月１５日（金）

○苗の受領 会津桐振興連絡協議会（事務局：三島町）から配布の連絡があり次第ご連絡いたしま

す。

※苗は希望者本人または代理人が、三島町で直接お受け取り願います。

○申込方法 「お名前」「ご住所」「希望苗本数・サイズ」を電話にて産業係までご連絡ください。

○そ の 他 金山町への配分予定は３０本となります。

本数や苗のサイズについて、条件により希望に添えない場合がありますので、あらか

じめご了承願います。

詳しくは下記にお問い合わせください。

◎問い合わせ：産業係 ☎５４－５３２２

検査状況（令和３年９月１７日（金）時点） 品目名

実施済み

（出荷販売できます）
マイタケ、とち

未実施

（出荷販売できません）

ナメコ、マツタケ、ムキタケ、シシタケ、ホンシ

メジ、ヒラタケ、クリタケ、くるみ
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防災情報戸別受信機が故障について

各家庭に設置されている防災情報戸別受信機（以下、「受信機」という）についての問い合わせが多

くなっています。そこで、問い合わせの多い故障の対策をまとめました。

電 池 切 れ に 注 意

何らかの理由で家が停電になった場合、受信機は中に入っている単３電池４本を使用して稼働しま

す。

災害等の緊急時、町は受信機を通して情報を発信します。もしもの時に備え、家に備え付けられた

受信機の電池が切れていないか確認してください。

詳しくは下記にお問い合わせください。

◎問い合わせ：総務係 ☎５４－５２２２

問い：機器右端（電源）が緑色に点滅している

のはなぜですか？

答え：機器に内蔵されている電池がありませ

ん。電池がなくなると点滅しますので、

電池を交換してください。通常は点灯し

ています。

問い：一般放送灯がオレンジ色に点滅し、放送

またはかねやまネットテレビが利用で

きなくなりました。なぜですか？

答え：落雷や降雪など何らかの原因で利用でき

なくなっています。

電池を１本はずして、コンセントを抜い

てください。受信機が一度リセットされ

ますので、再度、コンセントと電池を入

れてください。

それでも、点滅したり、放送・テレビが

利用できない場合は役場まで連絡くだ

さい。

問い：雑音がしたり、放送が聞こえづらいのはな

ぜですか？

答え：「ラジオスイッチ」と「告知再生スイッチ」

の間に数字が表示されていませんか？

その場合、ラジオ機能が作動しています。

数字が表示されている時は、ラジオスイッ

チを長く押す（約５秒）と表示が消えます。

どうしても機器が直らない場合、役場に電話す

る前に下記の操作を行って確認してください。

壊れた原因が把握しやすくなります。

操作：告知再生スイッチを長く押してください

（約５秒）。

オレンジ色に点灯しないと故障です。

単３電池４本を

入れる場所
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米の放射性物質検査について

福島県では、令和３年産米のモニタリング検査を行っています。

モニタリング検査とは、旧村ごとに玄米３検体を抽出し検査する方法です。

令和３年９月１５日に、早期米検体が全て未検出となり金山町全地域の早期米出荷販売の制限が解

除されました。

早期米は制限解除されましたが、一般米は３検体全ての検査結果が出る

までは、無償譲渡を含む出荷や販売を控えてくださるようお願いします。

検査結果は、福島県と金山町のホームページでお知らせしています。

生産者の皆様のご理解とご協力をお願いします。

◎問い合わせ：福島県農林水産部水田畑作課 ☎０２４－５２１－７３６０

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う

上下水道料金のお支払い猶予について

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に町の上・下水道使用料のお支払いが困難になっ

た方を対象に、水道使用料・下水使用料のお支払いを猶予させていただきます。

○対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少している場合など、一時的に上下水道使用料

のお支払いが困難になった方

○支払い猶予期間 令和３年１０月請求分～令和４年３月請求分の上下水道使用料最長５ヶ月分

○支払い猶予手続き

上下水道係にて、申請書の記入をお願いします。その際に制度の詳細等詳しい内容についてご説明

します。猶予を希望する月の１３日までに申請を行う必要があります。

例：１０月分から猶予を希望→１０月１３日まで

◎問い合わせ：上下水道係 ☎５４－５３１５

宮崎地区の聖観音菩薩坐像が

県立博物館で展示されています

県重要文化財に指定されている宮崎地区の聖観音菩薩坐像をはじめとした県内の仏像・仏画が福島

県立博物館に展示されています。

○展示期間 令和３年１０月１７日（日）まで

○観 覧 料 常設展料金でご覧になれます

大人・大学生２８０円（２２０円）、高校生・小中学生無料

※（ ）内の料金は２０名以上の団体で来場した場合の金額

詳しくは下記にお問い合わせください。

◎問い合わせ：福島県立博物館 ☎０２４２－２８－６０００

福島県立博物館

２０２１年度テーマ展
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１０ 月 の 診 療 体 制

本所医科外来担当（受付終了時間は午後４時です）

※ 発熱、咳、息苦しさ、だるさなどの症状がある方は、必ず診療所に
電話をしてから受診してください。また、そのような症状がある場
合は、本所で受診してください。
◆ 健診や予防注射が予定されている場合は、終了までお待ちいただきます。

・２１日(木) 午後３時００分～ 川口・横田保育所内科健診

◎問い合わせ：金山町国民健康保険診療所 ☎５４－２０３１

曜 日 午 前 午 後

月 押部信之 先生
午後３時３０分まで休診
（かねやまホーム出張診療後診察）

火 押部信之 先生 横山秀二先生 (宮下病院)

水
６日、２０日 押部信之 先生 押部信之 先生

１３日、２７日 押部信之 先生 竹石遼平先生 (宮下病院)

木 押部信之 先生 会津医療センター医師

金 中島勇貴先生 (宮下病院) 横山秀二先生 (宮下病院)

横田出張診療所
○ 毎週 火曜日・木曜日

○ 午後１時３０分～３時００分
（受付午後２時３０分まで）

○ 担当医：押部信之先生

電話 ５６－４２４２

沼沢出張診療所
○ １０月診療日：１３日、２７日

○ 午後１時３０分～２時３０分
（受付午後２時まで）

○ 担当医：押部信之先生

電話 ５５－３２５１

歯 科 診 療 案 内 【担当医：市川公久先生】

○ 月～金 午前９時～正午 午後１時～午後５時 （電話予約可能）

※上記以外の時間でも、可能な限り対応しますので、電話でご相談ください。

【 歯科休診のお知らせ 】

○ 下記のとおり歯科医師が不在となりますので、ご了承ください。

・５日(火) 午後 かねやまホーム訪問診療 ・８日(金) 午後 三島町歯科健診（保育所・小中学校）

・１９日(火) 午後 かねやまホーム訪問診療 ・２１日(木) 午前 川口横田保育所歯科健診
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令和３年度 農業者年金巡回相談会のお知らせ

農業者年金を受給するための手続きや年金受給額、その他農業者年金のことで分からないこと・困

っていること等、農業者年金相談員による相談会を下記のとおり開催しますので、出席のうえお気軽

にご相談ください。

○日 時 令和３年１０月２６日（火） 午後１時３０分

○所在地 会津よつば農業協同組合（坂下本店）２階「第２会議室」

（河沼郡会津坂下町字東南町裏甲３９８５－１）

☎０２４２－８３－００９３

◎問い合わせ：金山町農業委員会 ☎５４－５３２１

農業保険で農業経営の様々なリスクに備えましょう

○収入保険制度

・対 象 者 青色申告を行っている農業者

・補償内容 自然災害や市場価格の下落等の様々な農業収入減少

・掛 金 積立金、保険料は保険金の受取額に応じて保険料率が変動

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う収入減少も補償対象になります。

また、新たに自動継続、インターネット申請が出来るようになりました。付加保険料割引制度もあ

ります。

○農業共済

・対 象 者 全ての農業者

・補償内容 自然災害による損失（農産物や農業用ハウス等）

・掛 金 共済金の受取額に応じて掛金率が変動

※共に国庫補助があります。

類似制度の同時利用には条件があります。詳しくは下記にお問い合わせください。

◎問い合わせ：NOSAI福島会津支所 ☎０２４１－２８－１１１１
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１０月の資源回収

町内全域

川口・沼沢地区のみ

西谷・本名・横田地区のみ

※粗大ごみについて、ベッド・ソファを出す際は布や骨組み、
スプリング等を部材ごとに分けて集積場に出していただくよ
うお願いします。

※ペットボトルやビンなどはきれいに洗いラベル等をはがして
から、集積場に出していただくようお願いします。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

月 日 種 類

１０月 ２日(土) 段ボール

６日(水) プラスチック容器包装

７日(木) ペットボトル

９日(土) 紙類

１４日(木) 粗大ごみ

２０日(水) プラスチック容器包装

月 日 種 類

１０月２０日(水) 缶類

２７日(水) びん類・不燃ごみ

月 日 種 類

１０月 ６日(水) 缶類

１３日(水) びん類・不燃ごみ


