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新潟・福島豪雨災害から２年、防災講演会を開催します 
 

 町に甚大な被害をもたらした平成２３年７月新潟・福島豪雨災害から２年を迎えるにあた

り、町では防災気象情報や災害情報を正しく理解し、災害に対する意識を高めるため講演会

を開催します。皆様、お誘い合わせのうえご来場ください。 

 

  ◆日 時 ７月３０日（火）午後１時３０分から午後３時まで 

  ◆会 場 金山町開発センター３階大会議室 

  ◆演 題 「大雨の予測と防災気象情報」 

  ◆内 容 ・福島県の気候特性（新潟・福島豪雨災害における気象の状況） 

       ・異常気象と災害 

       ・大雨に備え、災害にあわないために 

       ・防災気象情報の利活用 

       ・自主防災の重要性 など 

  ◆講 師 福島地方気象台 

  気象台長 高橋清利さん 

 

◎問い合わせ・教育委員会／電話５４－５３６０ 

 

原子力損害にかかる「個別相談会」 
 

福島第一原子力発電所事故による法人及び個人事業主が被った風評被害等による損害に

対する賠償の仕組みや具体的な手続きについての「個別相談会」を開催します。 

  

◆対象 本件事故による風評被害で損害を受けられた町内で事業を営む方 

 ◆日程 受付時間は午前１０時から午後４時です。 

日  程 場  所 

８月２１日（水） 横田出張所 ２階 和室 

８月２７日（火）   開発センター２階 研修室 

 ※上記日程以降については、改めてご案内します。 

 ◎問い合わせ／東京電力(株) 福島補償相談室  電話０１２０－９２６－４０４ 

                         （９～２１時。通話料無料） 

平成２５年７月２５日発行／第４号 

発行／金山町  電話５４－５２２２  編集／総務課総務係 

 お知らせ版
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平成２５年度の金山町国保予算は、保険税率引き上げを極力おさえるために国保基金から

繰入れる予算となっています。歳出では「後期高齢者支援金」が 41,184 千円（前年 41,126

千円）、「介護納付金」が 20,712 千円（前年度 18,936 千円）と年々増加しており、保険

給付とあわせて負担が増大しています。 

   ＜平成２５年度 国保予算３億９，６４１万円のあらまし＞（単位：千円） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保険給付費と保険税収入、加入者数の推移 

７５歳に到達すると後期高齢者医療に移行するため国保の加入者は減少していますが、保

険給付費は年々増加しています。 

年  度 保険給付費（千円） 保険税（千円） 国保加入者数 

20 年度決算 ２２７，３９７ ６４，２４６ 1,036 人

21 年度決算 ２２４，４７４ ５９，５１１ 971 人

22 年度決算 ２３３，９９４ ５９，４０６ 932 人

23 年度決算 ２１２，６４７ ５７，０２６ 869 人

24 年度決算見込 ２４７，５３８ ６０，３３５ 886 人

25 年度予算 ２５５，７９１ ５６，０６１ 818 人

医療費の適正化にご協力ください。 

このまま医療費が増え続けると、国保の財政に大きな影響を及ぼし、保険税率を限りなく

引き上げざるをえません。少しでも不要な医療費をなくしていけるように、皆さんのご協力

をお願いします。 

① 「かかりつけ医」を持ちましょう。 

② 休日や夜間の受診を控え、重複受診は控えましょう。 

③ ジェネリック医薬品の利用が可能な場合は、積極的に利用しましょう。 

④ 健康診断を受けて、病気の早期発見に努めましょう。 
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 ３９歳までの方    医療保険分 ＋ 後期高齢者支援金分 

 

４０歳～６４歳の方  医療保険分 ＋ 後期高齢者支援金分 ＋ 介護保険分 

 

    ６５歳～７４歳の方  医療保険分 ＋ 後期高齢者支援金分  

 介護保険分は介護保険料として独立し、原則年金天引きになります。 

 

【保険税額】（所得割＋資産割＋均等割＋平等割＝保険税） 

区 分 説  明 

医療保険分＋ 

後期高齢者支援分 
介護保険分 

２４年度 ２５年度 ２４年度 ２５年度 

所得割 
世帯の被保険者の所得に

応じて計算 
６．３１％ ６．５５％ １．５８％ ２．００％

資産割 
世帯の被保険者の固定資

産税額に応じて計算 
３８．８４％ ３０．８４％ １５．３７％ １０．００％

均等割 
世帯の被保険者数に応じ

て計算 
２４，８００円 ２６，４００円 ８，９００円 １０，０００円

平等割 一世帯にいくらと計算 ２１，９００円 ２２，９００円 ４，８００円 ７，０００円

 ※均等割と平等割は世帯内の被保険者の所得に応じて、7割、5割、2割の軽減あり 

＜保険税算出の例＞ 

★４０～６５歳の夫婦と子２人の（４人世帯）の場合の年額 

被保険者４人（内、介護保険該当者２人） 

世帯課税対象所得 200 万円、固定資産税額 2万円の場合   

 医療＋後期分 介護分 計 増加額 増加率 

平成 24 年度 225,500 円 57,500 円 283,000 円  

平成 25 年度 233,400 円 73,400 円 306,800 円 23,800 円 8.41%

 

★４０～６５歳の夫婦（２人世帯）の場合の年額 

被保険者２人（内、介護保険該当者２人）世帯課税対象所得 80 万円、固定資産税額２万円の場合 

 <５割軽減該当>  

 医療＋後期分 介護分 計 増加額 増加率 

平成 24 年度 71,600 円 19,700 円 91,300 円  

平成 25 年度 72,900 円 23,400 円 96,300 円 5,000 円 5.48%

 

◎問い合わせ・住民税務係／電話５４－５１２１ 

保

険

税 

国民健康保険税の決め方 
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町営住宅入居者を募集 

 

 ◆上横田町営住宅／一戸建 

  ・住宅の場所／大字横田字浜子１４５５番地 

  ・募集戸数／町営住宅一戸建（５号棟） 

  ・住宅の種類／木造平屋建 

  ・家賃月額／１３，６００円から４０，０００円 

        収入や家族数（扶養）に応じて家賃が異なります。この他にも共同施設の 

        経費負担が月２，２００円程かかります。 

  ・入所資格／町内に住居または、勤務場所を有し（見込み者を含む）引き続き将来とも 

        本町に居住する見込みの方。 

        現に同居し、又は同居しようとする親族のある方。 

        ※公営住宅法に基づき、入居資格に制限があります。 

  ・申込期限／毎月１５日締め切りで随時募集します。 

       （１５日が土日祝祭日の場合は、前日締め切りとなります。） 

        ※入居をご希望の方は建設係にある申込書により申し込んでください 

 

 ◎申込み・問い合わせ／建設係・電話５４－５３１１ 

 

イネ出穂時期の草かりは控えてください 
 

 福島県内では近年、斑点米カメムシ類が増加傾向にあり、県産米の品質低下を招くことが

懸念されています。 

 

＜斑点米カメムシの被害について＞ 

・斑点米カメムシ類は、通常、雑草地のイネ科雑草等に生息しており、イネが出穂すると

水田に侵入し、モミを吸汁加害します。この吸汁部位が黒く変色し、斑点米が発生しま

す。 

 

＜生息場所＞ 

 ・斑点米カメムシ類の生息場所としては、農業関係施設以外の道路、河川、鉄道等の法面 

  や各種施設の雑草繁茂地が考えられています。 

 

＜対  策＞ 

 ・可能な限り、雑草が繁茂しないよう除草等の維持管理をお願いします。 

 ・畦畔の除草は出穂の１０日～１４日前までに（遅くとも７月中に）終了させ、その後は 

  カメムシ類を水田内に追い込むことになるため、収穫２週間前まで除草を控えましょう。 

  

◎問い合わせ・会津坂下農業普及所 金山普及所 電話５４－２８０１ 
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「沼沢湖水まつりのぼり旗」の掲揚について 
  

 「沼沢湖水まつり」を８月３日と４日の両日開催します。イベントを町民全体で盛り上げ

るため、のぼり旗を各自で自宅前などに掲揚してください。 

 なお、歩行者や車などの安全を確保するため、国道や県道の道路敷、標識の支柱などには

設置しないよう注意してください。 

 

◆期  間 ７月２８日（日）から８月５日（月）まで 

  ◆場  所 各戸の主要道路からの入口付近（敷地内） 

※期間終了後、各戸で「のぼり旗」を撤去してください。 

   のぼり旗、ポールをお持ちでない場合は、役場へご連絡ください。 

 

                  ◎問い合わせ・商工観光係／電話５４－５３２７ 

 

夏休み中の小学校プールの開放について 
 

 金山小学校と横田小学校のプールを下記のとおり開放します。 

  

◇利用できる日は次のとおりです。 

◇利用可能時間は金山小学校 13:00～15:00、横田小学校 13:15～15:15 です。 

 日 月 火 水 木 金 土 

７月 
     ２６  

 ２９ ３０ ３１    

８月 

    １ ２  

 ５ ６ ７ ８ ９  

       

 １９ ２０ ２１ ２２ ２３  

◇プール利用の際は水泳帽をかぶるほかルールを守り監視員の指示に従ってください。 

◇天候・気温などの条件によっては、開放を中止する場合があります。 

 

※町外の方々の利用については「プール使用願

い」を提出の上、大人の責任のもとの引率、監

視を行い、自己責任で対応いただくことが条件

となりますので、ご了承ください。 

 

 

◎問い合わせ・教育係／電話５４－５３６０ 

のべ１６日 
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『JR 只見線利用促進企画』 

沼沢湖水まつりには JR 只見線をご利用下さい！ 

 

 現在、JR 只見線は会津川口駅～只見駅間が復旧の見通しが立っていない状況です。JR 只

見線の大切さを再確認し、積極的に利用することが求められています。 

 そこで金山町では、町民・観光客の JR 只見線の利用促進を図るために、８月３日・４日

の『沼沢湖水まつり』に JR 只見線をご利用の上ご来場のお客様に、素敵な特典を準備して

います。 

（特典は沼沢湖水まつり会場で使用できるサービス券を予定しています。） 

なお、サービス券は当日 JR 会津川口駅で、只見線から降車された湖水まつり来場者にお

配りします。 

みなさまの JR 只見線の積極的なご利用をお願いします。 

 

 

 

 

JR 只見線での会場へのアクセス 

【３日】 

上り線 会津川口着 15：22    ⇒⇒ 川口駅発 15：30 ⇒ （ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ）⇒ 沼沢湖水まつり会場着 16：00 

下り線 会津川口着 14：59 

 

沼沢湖水まつり会場発 18：30 ⇒ （ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ）⇒ 川口駅着 19：00  ⇒⇒  下り線会津川口発 19：08 

                                                 上り線会津川口発 19：09 

 

【４日】 

上り線 会津川口着 10：10    ⇒⇒ 川口駅発 10：15 ⇒ （ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ）⇒ 沼沢湖水まつり会場着 10：40 

下り線 会津川口着  9：38 

 

沼沢湖水まつり会場発 14：50 ⇒ （ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ）⇒ 川口駅着 15：20  ⇒⇒  下り線会津川口発 15：35 

                                                 上り線会津川口発 15：27 

 

・会津川口⇔只見間は代行バスによる運行となっています。 

  

◎問い合わせ・只見線のりのり倶楽部事務局（金山町役場復興政策課内／電話 54-5203 
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後期高齢者医療保険者証が新しくなります 
 

後期高齢者医療制度は、次の方が対象となっている公的な医療制度です。 

 

 

 

 

現在お使いの保険証（桃色）は、7 月 31 日が有効期限となっております。新しい保険証

（オレンジ色）は、7月下旬に、区長様を通じて、各被保険者様へ配布します。 

８月以降は、新しく交付された保険証を医療機関に提示してください。 

８月以降、有効期限が切れた保険証（桃色）は使用できませんので、役場住民課または横田

出張所までご返却願います。 

◎問い合わせ・保健福祉係／電話５４－５１３５ 

 

熱中症に注意 
 

① 暑さの感じ方は人によって異なります！ 

② 高齢者の方は特に注意が必要です！ 

③ 節電を意識するあまり熱中症予防を忘れないで下さい！ 

＜熱中症になった時の処理は＞ 

１．涼しい場所へ避難させる 

２．衣服を脱がせ、身体を冷やす 

３．水分・塩分を補給する 

 ※自力で水を飲めない、意識がない場合は、直ちに救急隊を！！ 

会津坂下消防署金山出張所／電話５５－３１００ 

 

        交通事故に注意しましょう！ 

  

豪雨災害復旧工事のため、当町には工事車両が多く通行しています。車の運転のみならず、

歩行、自転車に乗る時にも車両の往来に十分注意してください。 

 

ドライバーの皆さん、交通事故をおこさないよう、スピードと気持ちに余裕を持って運 

転しましょう。 

 

 

75 歳以上の 
すべての方 

65 歳以上 74 歳以下の一定の

障がいのある方で、申請によ

り広域連合に認められた方 
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８月の資源回収 

町内全域 

   月  日         種  類 

８月３日（土）  段ボール 

７日（水） プラスチック容器包装 

８日（木） ペットボトル 

１０日（土） 紙類 

２１日（水） プラスチック容器包装 

 

川口・沼沢地区のみ 

   月  日         種  類 

８月２１日（水） 缶類 

２８日（水） びん類・不燃ごみ 

 

西谷・本名・横田地区のみ 

   月  日         種  類 

８月 ７日（水） 缶類・びん類・不燃ごみ 

 

※資源ごみはきれいに洗って回収に出しましょう。 

 汚いものが混ざると資源として利用できなくなります。 

 

 

◎問い合わせ／保健福祉係・電話５４－５１３５ 


