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緊急地震速報の試験放送を実施します 
 

町は平成２６年３月から、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）による緊急放送を始

めました。これは、国からの情報（地震等）ですぐに対処が必要なものについて、町の防災

行政無線で町民のみなさんにお知らせするものです。 

このシステムを用いた試験放送を下記の日程で実施しますので、実際の災害とお間違いに

ならないようにご注意ください。 

 

◇期  日 平成２６年６月５日（木曜日） 

◇時  間 午前１０時１５分頃 

◇放送内容 「只今から、訓練放送を行います」 

      「緊急地震速報チャイム音＋緊急地震速報。大地震です。 

       大地震です」 

      「これで試験放送を終わります」 

 

◎問い合わせ・総務課／電話５４－５２１５ 

平成２６年５月２９日発行／第１４号 

発行／金山町  電話５４－５１１１  編集／総務課総務係 

 

お知らせ版    

 

 かぼまる 
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只見線の復旧に向けて 
 JR 只見線の会津川口駅から只見駅の間は、いまだに鉄道路線としての復旧の見通しが立

たない状況が続いています。 

只見線が無くなったらどうなる？金山町 

鉄道が無くなると、どうなるでしょうか？全国的な事例では、鉄道が無くなると、地域は

過疎や疲弊が急激に進むといわれています。 

鉄道が無くなると、金山町では次のようなことが想定されます。 

・学生や高齢者、運転免許を持たない方の交通手段の選択肢が減ります。 

 ・災害等による国道２５２号寸断時の代替交通手段の問題。 

 ・鉄道ファンや団体観光客の減少。 

 ・線路等の管理が行われない ⇒ 景観や住環境の悪化、管理業務（仕事）の減少。 

 ・町のイメージダウン、魅力の低下。 

 ・更なる鉄路区間・運行ダイヤの縮小が沿線全体に波及 ⇒ 地域活力の低下。 

只見線は重要な公共交通機関であることから、町では鉄路復旧を目指しています。 

鉄路復旧のために私たちが出来ること 

現在、不通区間は代行バスが運行されていますが、その利用状況が鉄路復旧の第一の判断

材料です。 

       代行区間の利用状況（１日当たり） 

約５０人 

 

約３０人 約２０人減 

 

この数字を被災前の利用状況まで回復することを当面の目標に設定しています。これが、

JR 東日本などの関係機関に復旧をお願いする最低ラインの数字と考えています。 

私たち一人一人が出来る範囲で代行バスを利用することが只見線の鉄路復旧への第一歩

になります。 

仮に全町民が代行バスに１回乗ると利用状況の回復にかなり近づきます。さらに、日常の

車の利用をちょっとした工夫で代行バスに変更していただくことや、休日のレジャーを代行

バス利用に変えることなどでさらに近づきます。 

 

私たちの只見線復旧への想いを行動に移すことが大切な第一歩だと考えています。 

町や関係団体では、これからも只見線・代行バスに関する事業を展開していきます。 

 

◎問い合わせ／復興政策課 電話 ５４－５２０３ 

被災前 

 

被災後 
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只見線に乗って 歴史の郷会津高田のあやめウォーキング 

今回は、１５０種１０万本のあやめが咲き誇る会津総鎮守伊佐須美神社あやめ苑を散策し、

温泉でくつろいだ後に、天海大僧正ゆかりの古刹を見学するコースを企画しました。ウォー

キングと温泉が楽しめますのでお誘い合わせの上ご参加いただき、みんなで只見線に乗って

応援しましょう。 

 

日 時  平成２６年６月１９日（木） 

集 合  最寄りの各駅 

行 程  只見…川口駅…会津高田＝＝伊佐須美神社あやめ苑＝＝高田温泉あやめの湯 

     7:10  8:00   10:14    11:00～12:00      12:15～15:00 

 

     ＝＝ 龍興寺 ＝＝ 会津高田 … 川口駅 … 只見 

       15:20～16:20   17:18      18:47   19:58 

  

ウォーキング合計 約 4.5㎞ 

参加料  参加料は無料ですが、入湯料及び昼食代は個人負担となります。 

※参加者全員に「ゆる鉄キャンペーン」缶バッチをプレゼントします。   

申込期限 平成２６年６月１６日（月）期間厳守 

詳しい内容については、奥会津振興センターにお問い合わせください。 

◎申込・問い合わせ／奥会津振興センター 電話 ４８－５５２５ 

 

JR東日本企画『金山町民号』のご案内 
 

 昨年 10 月に実施し好評をいただきました、金山町民号を今年も実施いたします。この事

業は鉄道に親しみながら、旅行を通して町民の懇親を深める事業で、今回も只見町との合同

開催を予定しております。 

詳細は決まり次第お知らせいたしますが、さしあたり決っている範囲でお知らせとご案内

をいたします。 

 

 ◇出発日：平成 26年 7月 5日（土） （1泊 2日） 

 ◇募集人員：40名様 

 ◇旅行代金：大人お一人様 約 35,000円程度 

 ◇旅行方面：長野県（宿泊地）戸倉上山田温泉 

 ◇事業実施主体：東日本旅客鉄道株式会社 

※行程など、詳細については決まり次第お知らせいたします。 

◎問い合わせ／会津川口駅 電話 ５４－２０５３ 

復興政策課 電話 ５４－５２０３ 

…JR只見線・代行バス ＝＝ウォーキング 
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昨年まで実施していた膝・腰痛予防教室に変わる新しい運動教室です。 

４月から７月は「しなやかな☆からだづくり」を目指し、誰でも簡単にできるストレッチ

を実施しています。１回目・２回目とも参加者の方々に大変ご好評をいただいております。

普段使用しない筋肉を伸ばし、とても気持ちがいいですのでぜひ一度お試しください。 

事前申し込みは不要です。 

 

時間は９：３０～１１：００ですので、運動しやすい服装でご参加ください。 

 

※持ち物：参加費は１５０円 

      健康手帳（お持ちでない方はこちらで配布いたします）  

※講 師：島田 一郎 先生  

◎問い合わせ／保健福祉係 電話 ５４－５１３５ 

特設人権相談所を開設します 
 

町では、特設人権相談所を開設します。相談は無料で秘密は守られます。困りご

とや悩みごとなど、お気軽にご相談ください。また、行政相談委員による行政相談

も同時に行われます。年金、道路、公害、電話、など、役所（国・県・町） やＮＴ

Ｔなどの特殊法人の仕事について、苦情や意見、要望がありましたら、お気軽にご

相談ください。  

 

◆日  時   ６月１２日（木）午前１０時～午後３時  

◆場  所   金山町開発センター １階 小会議室  

◆相談員  人権擁護委員 横田・横田耕一 

                 本名・栗田傳三郎 

                 上田・星 千恵子 

          行政相談委員 大志・大石盛一 
 

◎問い合わせ／住民税務係 電話５４－５１２１ 

中川（ゆうゆう館） 横田公民館 

6 月 27 日（金） 6 月 9 日（月） 

7 月 15 日（火） 7 月 29日（火） 

http://www.bing.com/images/search?q=%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e3%80%80%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%81%e3%80%80&qpvt=%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e3%80%80%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%81%e3%80%80&FORM=IGRE#view=detail&id=AABDDE5BACDC5993620BD9A27806401107AB81A8&selectedIndex=10
http://www.bing.com/images/search?q=%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e3%80%80%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%81%e3%80%80&qpvt=%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e3%80%80%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%81%e3%80%80&FORM=IGRE#view=detail&id=6348EA495E0597BDA3CD3DABBE9AD60AB1FAC7E6&selectedIndex=97


                5 

みんなで楽しくリズムダンス 

 リズムダンス教室の参加者を募集します。年齢も性別も関係ありません。 

動くことが好きな方、楽しくダンスを楽しんでみませんか。 

 

・開 催 日 ６月４日（水）・６月１７日（火） 

・開催場所 御神楽館（本名） 

・開催時間 １９時～２０時３０分 

・講  師 紺野雄太（会津美里町） 

・参加料は無料です。 

※１日だけの参加や見学も歓迎します。 

 

◎申込み・問い合わせ／中央公民館 電話５４－５３６１ 

 

免許更新会場の変更について 
開発センターの大規模改修工事に伴い 

６月以降の免許更新は 

 

 

 

◎問い合わせ／総務係 電話 ５４－５２２２ 

 

奥会津大学受講生募集 
 奥会津の魅力を語り、元気を生み出す人々を養成すべく誕生したのが奥会津大学です。奥

会津の「今」を学び、「これから」を築こうとする受講生を募集します。 

 

◇コース受講料  奥会津教養コース     ３，０００円 

         奥会津案内人実践コース  ３，０００円 

         奥会津に学ぼうコース   １，５００円 

 

◇ほとんどの講座は１講座ごとの「単回受講」ができます。 

詳しい内容についてはお問い合わせください。 

 

◎問い合わせ／奥会津大学実行委員会事務局 電話 ５７－２２４０ 

（NPO法人 苧麻俱楽部内） 

 

※別途費用が必要な講

座もあります。 

本名御神楽館で行います。 
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住宅用火災警報器の設置・点検について 
平成２３年６月 1日から全ての一般家庭に住宅用火災警報器の設置が義務化となり、約 3

年が経過しました。 

まだ、ご家庭に設置されていない場合は住宅用火災警報器の設置をお願いいたします。設

置されているご家庭は、火災が発生した際にしっかり作動するため、ホコリの清掃や定期的

に作動試験（試験ボタンを押したり、試験用ヒモを引く）を行い音が鳴るか確認して下さい。 

 

 

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観光業、商工 

      業、サービス業、農林業等の事業主さま・関係者さま 

  

◇日  程 ６月１０日（火） 

 

◇場  所 金山町老人福祉センター（ゆうゆう館） 

 

 ○予約専用電話番号 ０２４２－２４－０７１０ 

（会津若松補償センター） 

 ○予約受付時間 ９時～１６時 

（土日祝祭日を除く開催日の前日１６時まで） 

  

※上記予定日でも事前予約がない場合は、 

相談窓口を開設いたしませんので御注意ください。 

 

◎問い合わせ／東京電力(株) 福島補償相談室  

電話０１２０－９２６－４０４ 

 

平成２６年度に入り、初めて住宅用警報器を設

置されたご家庭があれば、お手数ですがご連絡く

ださい。 

◎問い合わせ／会津坂下消防署金山出張所 

電話５５－３１００ 
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福祉センター（ゆうゆう館）の改修工事について 

中川の福祉センターでは、温泉等改修工事が始まります。 

工事期間中は温泉の利用ができなくなります。また集会などでの施設利用が一部

できなくなりますので、利用する場合は福祉センターへご確認ください。 

皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

なお、すでに利用申込みをされた方には、順次ご連絡をいたしますのでご了承く

ださい。 

 

 

◎問い合わせ／保健福祉係 電話 ５４－５１３５ 

福祉センター 電話 ５５－３３３６ 

県立宮下病院出前講座のご案内 
  県立宮下病院では、「心ある医療出前講座」を開催しております。病院の医療スタッフ

が直接、皆さまの元へお伺いし病気の予防や健康増進などをわかりやすくお話するものです。

皆さまの日ごろの疑問解消や興味のある分野でお役に立てれば幸いです。 

◇対象地域：金山町・三島町・柳津町・昭和村（宮下病院の医療圏） 

◇対象者：対象地域にお住まいの方、もしくは勤務されている方 

（３名以上の個人、地区、職場、学校などの単位でお申し込み下さい） 

◇開催時間：原則として平日の９:００～１６：００ 

◇ご利用方法：下記からご希望のテーマを選び、宮下病院事務部までお申し込みください。 

 

１．脳卒中を知ろう！ １０．生活習慣病～脂質異常症ってなあに～ 

２．高齢者の転倒・寝たきり予防 １１．正しい手洗い・うがい 

３．腰痛・膝痛の原因 １２．笑いと健康 

４．高血圧予防教室 
１３．お薬の正しい知識 

～「お薬との上手な付き合い方～ 

５．いつまでも元気に 
～３つのスローガン～ 

１４．お薬の正しい知識 
～お薬に関する Q&A～ 

６．いつまでも元気に 
～健康は食べることから～ 

１５．元気をつくる食習慣 

７．生活習慣病ってどういうこと？ １６．低栄養を防ぐ 

８．生活習慣病 ～肥満について～ １７．便秘予防と食事 

９．生活習慣病 

～糖尿病を知ろう！防ごう！～ 

 

 
◎申込み・問い合わせ／宮下病院事務部 電話 ５２－２３２１ 

工事期間：平成２６年６月～９月（予定） 
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真空凍結乾燥機等をご利用ください 
 
町では、農産物の６次化（加工品など）の推進に向けて、真空凍結乾燥機（フリーズドラ

イ）等を（株）奥会津金山大自然に設置しました。是非ご利用ください。 

 

◇真空凍結乾燥機とは…農林水産物を長期保存させるための乾燥機械です。 

食品中の水分を凍結させて、凍結させた氷を氷のまま蒸発（昇華）させて乾燥させます。

天日乾燥、熱風乾燥と比較して、食品の変質や食品成分の化学的変化を防止し、食品の重要

な成分であるビタミンなどの栄養素を維持します。 

 

◇真空凍結乾燥機などでどんなことができるか？ 

・赤カボチャを例にした場合、真空凍結乾燥機で乾燥させた後、粉砕機を使用し、粉にする

ことで、ケーキやソフトクリームなどの洋菓子、羊羹、どら焼きなどの加工品に期待が持て

ます。 

この他にもアザキ大根（ふりかけなど）大根の葉（おかゆ、かてご飯など）えごま（例え

ば、絞りカスの利用など）、味噌（インスタントみそ汁など）、 

いちご（洋菓子等）などアイディア次第で様々な農産物の利用が見込めます。 

 

◇利用料金は？ 

・真空凍結乾燥機だけの利用ですと１時間あたり４５０円かかります。別途、粉砕機などを

利用した場合は、別に料金が発生します。 

 

◇乾燥にかかる時間は？ 

・乾燥の目安の時間は、例えば赤カボチャのような糖度の多い物は、３日間（約７２時間程

度）かかります。野菜類は、２日間（約４８時間程度）かかります。農産物の水分量、大き

さなどで乾燥時間が異なります。 

 

※利用申し込み、利用料金、乾燥時間など詳しくは、（株）奥会津金山大自然

（電話５８－５６６１）までご連絡をお願いします。 

 

◎問い合わせ／役場産業課農林振興係 電話 ５４－５３２１ 

       （株）奥会津金山大自然 電話 ５８―５６６１ 
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あなたが狙われています！ 

「医療費詐欺」にご注意ください 
 

最近、福島県内で、医療費の還付を口実として、 

・預金口座の番号を聞き出そうとする 

・預金残高を聞き出そうとする 

・ATMの操作を指示する 

などの怪しい電話が相次いでいます。 

 

不審な電話があった場合は、言われるがまま従ったり、自分だけで判断したりしてはいけ

ません。いったん電話を切り、警察に相談しましょう。 

 

金山町では、医療費の手続きで、ATM での操作をお願いすることはありません。 

お問い合わせ／保健福祉係 電話 ５４－５１３５ 

 

会津坂下警察署からのお知らせ 

 県内において「ロト ６
シックス

」という宝くじの当選番号を利用した詐欺被害が相次いで発生し

ております。 

 「ロト ６
シックス

」は４３個の番号から自分で数字を選択して買うことができる宝くじです。そ

の当選番号を事前に知っているかのように見せかけ、保証金や預かり金等の名目で多額の現

金がだまし取られてしまいます。 

 事前に当選番号が分かってしまう宝くじはありません！  

 御注意ください  

◎問い合わせ…会津坂下警察署 電話 ０２４２－８３－３４５１ 

中小企業・小規模事業の経営者のみなさまへ 
 

 個人保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破綻しても一定の生活費等を残すこ

とができるルール「経営者保証に関するガイドライン」が中小企業庁・金融庁主導の下、策

定されました。詳しくは下記までご相談ください。 

 

◎問い合わせ…中小企業基盤整備機構東北本部 電話 ０２２－７１６－１７５１ 



１０ 

６月の資源回収 

町内全域 

月 日 種 類 

６月４日（水） プラスチック容器包装  

５日（木） ペットボトル 

   ７日（土） 段ボール 

  １４日（土） 紙類          

  １８日（水） プラスチック容器包装  

川口・沼沢地区のみ  

月 日 種 類 

 ６月１８日（水） 缶類        

   ２５日（水） びん類・不燃ごみ 

西谷・本名・横田地区のみ 

月 日 種 類 

６月 ４日（水） 缶類        

   １１日（水) びん類・不燃ごみ 
  

※びんは雨水が入らないように立てずに横に倒して出して下さい。 

※殺虫剤などのスプレー缶の中身が残っていると、処理をする際に爆発し、

大変危険です。中身を使い切り、穴をあけてから捨ててください。 

※燃やせるごみはよく水気を切って出してください。 

 

 

問い合わせ／保健福祉係・電話５４－５１３５ 


