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水道料金を改定します 
平成２６年４月１日に消費税率が改定され５％から８％となりました。 

水道使用料については消費税の経過措置がとられ７月検針分から次のように変わります。 

 

一般家庭の場合（１ヶ月につき） 基本水量 １０㎥ 

新料金 旧料金 

基本料金 超過料金 メーター使用料

（１３mm） 

基本料金 超過料金 メーター使用料

（１３mm） 

２，０８９円 １９９円 ８２円 ２，０３２円 １９５円 ８０円 

【例】 

○基本料金のみの方 ４，２２４円 → ４，３４２円になります。 

 

○２ヶ月間の使用水量が３０㎥だった場合 

２，０８９円×２ヶ月＋１９９円×１０㎥＋８２円×２ヶ月＝６，３３２円 

（基本料金分２０㎥） （超過料金１０㎥） （メーター使用料） 

 

その他の料金（営業用、事務所用）は町ホームページに掲載してあります。 

 

◎問い合わせ／上下水道係 電話 ５４－５３１５ 

平成２６年６月２６日発行／第１５号 

発行／金山町  電話５４－５１１１  編集／総務課総務係 

 

お知らせ版    
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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。ストレッチは今回で最後となります。参加された方は、普段使用しない

部分を伸ばし気持ちがいいと話しています。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／金山町役場住民課 保健福祉係 電話５４－５１３５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中川（町民体育館） 横田公民館 

7 月 15 日（火） 7 月 29 日（火） 

熊に注意してください 
 

会津管内の各市町村で熊の目撃情報や実

際に人的被害を受けた例が連日報道されて

います。 

★早朝の農作業、山菜採り等で入山さ

れる方は鈴などの音のなる物を身に

つけて作業を行って下さい。 

★生ゴミやペットフード、果樹などを

家の付近に放置せず、きちんと保管

してください。 

★町では有害鳥獣防護柵を設置する世

帯に助成しておりますので、併せて

お問い合わせください。 
 

◎問い合わせ／農林振興係 

電話 ５４－５３２１ 

 

空き巣に注意 
町内の民家で空き巣が侵入するというこ

とがありました。 

●空き巣にあわないためには 

・出掛ける時は鍵を掛けましょう。 

・何日か留守にする際は隣家などに知ら 

せておきましょう。 

●１１０番しましょう 

・近所で見かけない車が止まっている。 

・不審な人物がいる。 

 

※怪しい人を見かけた時は、自分だけで声を

かけるのは危険な場合がありますので、無理

せず１１０番に通報しましょう。 

 

◎問い合わせ／会津坂下警察署 

金山駐在所 ５４－２０５４ 

横田駐在所 ５６－４１１０ 

http://www.bing.com/images/search?q=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%81&qpvt=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%81&FORM=IGRE
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原子力損害にかかる「巡回法律相談」 
 

福島県では、福島県弁護士会と連携し弁護士による対面の法律相談を実施しております。

相談料は無料ですので、請求手続きについて不明な点などお気軽にご相談ください。 

 なお、事前予約制としておりますので、下記までご連絡いただきますようお願いいたしま

す。 

事前予約受付番号  ０２４－５２３－１５０１ 

受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分（平日） 

実施日 実施会場(所在地) 

７月 ７日（月） 福島県会津若松合同庁舎本館３階地域連携室 

会津若松市追手町７－５ ８月 ５日（火） 

７月２５日（金） 喜多方プラザ文化センター１階小会議室 

喜多方市字押切２－１ ８月２６日（火） 

◎問い合わせ／原子力損害の賠償に関する問い合わせ窓口 ０２４－５２３－１５０１ 

 
 

栽培わらびの生産者台帳について 
原発事故に関連して、町内で採取された農林水産物の安全確認を行うため、放射性物質の

検査を行っていますが、今後は「わらび」を「栽培わらび」と「野生のわらび」に分けて検

査を行うことになりました。 

「栽培わらび」を出荷する予定のある方は、生産者台帳に登録していただく必要がありま

すので、下記までご連絡ください。 

※台帳に登録がないと出荷できなくなるおそれがありますのでご注意ください。 
 

◎問い合わせ・連絡／農林振興係 電話 ５４－５３２１ 
 

花壇づくり参加者募集 
 夏の観光シーズンへ向けて、沼沢湖の駐車場周辺が花でいっぱいになるように花の苗を植

えます。ボランティアで参加していただける方を募集しますので、皆さまのご協力をお願い

します。 

 

◆日 時  ７月４日（金）午前９時より 

◆集合場所  沼沢湖駐車場 花壇 

◆植える苗  にちにち草、アゲラタム 

◆そ の 他  参加申込みは必要ありませんので、直接集合場所へお越しください。 

      移植ベラや手袋はご持参下さい。 

初めて参加された方にはスタッフエプロンを差し上げます。 
 

◎問い合わせ／商工観光係 ＴＥＬ５４－５３２７ 
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沼沢湖水まつり参加者募集 
 

８月２日(土）、３日(日)に第３８回沼沢湖水まつりを開催します。つきましては下記のと

おり参加者募集をいたしますので、ふるってご応募下さい。 

 

出店者募集 

 ◆日 付 ８月２日（土）、３日（日） 

 ◆出店時間 土曜日：正午～午後９時 

       日曜日：午前１０時～午後４時 

 ◆会 場 金山町沼沢湖畔 

 ◆申込期限 ７月１１日（金） 

 

ステージ発表募集 

 ◆日 付 ８月２日（土） 

 ◆時 間 午後１時～午後５時 

 ◆申込期限 ７月１１日（金） 

 

いかだレース参加者募集 

 ◆チーム構成  ７名で１チームとなります。 

 ◆レース日時  ８月２日（土） 午後 1時～ 

 ◆表 彰  優 勝 １チーム 妖精の里商品券３０，０００円分 

    準優勝 １チーム 妖精の里商品券２０，０００円分 

         ３ 位 １チーム 妖精の里商品券１０，０００円分 

◆申込方法    産業課商工観光係までご連絡下さい。申し込み用紙をお送りします。 

 ◆申込期限    ７月１８日（金）※先着１０組になり次第締め切ります。 

 

イベント運営ボランティア募集 

 ◆日 時  ８月２日（土）、３日（日） 

 ◆時 間  土曜日：午前８時３０分～午後１０時 

         日曜日：午後８時３０分～午後５時 

 ◆会 場  沼沢湖畔 

 ◆内 容  参加型イベント（クラフト体験・魚つかみ等など）、湖水まつり全般のお

手伝い 

 ◆申込方法  産業課商工観光係までご連絡下さい。申し込み用紙をお送りします。 

 ◆申込締切  ７月１８日（金） 

 

◎申し込み・問い合わせ／商工観光係 電話５４－５３２７ 

 

※出店品目につい

ては出店会で調整

します。 

 

※応募者多数の場合こちらで 

調整させていただきますの

でご了承ください。 
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JR只見線応援企画 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

◎問い合わせ／只見線活性化対策協議会（事務局：会津坂下町政策財務課政策企画班） 

電話 ０２４２－８４－１５０４ 

 

 

JR只見線第一只見川橋梁ライトアップ 
只見町線の新たな魅力を創出し観光誘客につなげていくため、第一只見川橋梁（三島町）

のライトアップを行っています。観覧場所からご覧下さいますようご案内します。 

主  催：秘境只見線を愛する会（代表 星 賢孝） 

実 施 日： 

 

 

 

 

実施時間：１９時～２１時１５分 

観覧場所：第一只見川橋梁ビューポイント 

注  意：観覧場所は整備されておりますが、山道ですので歩きやすい服装でお出かけ下さ

い。また、未就学児の同伴はご遠慮ください。 

     混雑の場合、入場を制限する場合があります。係員の指示に従って下さい。 

 

◎問い合わせ／奥会津振興センター 電話 ４８－５５２５ 

６月 ２８日(土）、２９日(日) 

７月 ２９日(火)、３０日(水) 

９月 ６日(土)、 ７日(日) 

１０月 ２５日(土)、２６日(日) 

★「道の駅みしま宿」（三島

町）から頂上まで徒歩１５

分程度かかります。 

途中２ヵ所ビューポイン

トあります。 

乗ってお出かけスタンプラリー 

代行バスに乗って「会津坂下駅」「只見町イ

ンフォメーションセンター」「金山町観光情

報センター」「代行バス」の４つのスタンプ

を集めて豪華賞品を当てましょう。 

 

開催期間：７月１日（火）～ 

 ９月３０日（火） 

参加方法：協議会構成市町村の庁舎等に備 

え付けてあるスタンプラリー台

紙に、４つのスタンプを押して 

     事務局宛に郵送か持参してくだ

さい。 

 

マスコットキャラクター募集 

JR只見線をより身近に感じ、多くの方々に

親しまれ乗ってもらえるように JR 只見線

の魅力を発信することができる 

「JR只見線応援マスコットキャラクター」

を募集します。 

応募締切：８月２９日（金） 

応募作品：【デジタルデータ】 

・JPEG,GIF,TIFF,PDFいづれか 

のデータ形式 

     【手書きの場合】 

     ・A４用紙に描いたもの。技法は

問いません 

※どなたでも、何点でも応募できます。 
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タンポポ会は、町で暮らす精神に障がいをお持ちの方への支援を行っています。金山町内

と３町村（昭和村・三島町・柳津町）で実施している事業への参加が主な活動内容です。 

ボランティアをしてみようかな？と思っている方、ボランティア活動に興味のある方、詳

しい内容を知りたい方は下記の連絡先までお電話ください。 

 

◎問い合わせ／住民課 保健福祉係 電話：５４－５１３５ 

 

映画鑑賞会    

          アナと雪の女王  

 “雪の女王”となった姉と王国を救うため、アナの思いは凍った心をとかし、凍った世

界を救うことができるのか？すべての鍵を握るのは、“真実の愛”…。 

期日：７月２６日（土） 

１回目 午前１０時４０分から１２時３０分 

２回目 午後 １時３０分から ３時２０分 

場所：御神楽館 

 

バスの配車はありませんのでご了承ください。 

JR代行バスをご利用ください。※代行バス５，０００人乗車キャンペーン中です。 

◎問い合わせ／中央公民館 ５４－５３６１ 

 

ハチの防護服貸し出します 
 

ハチの活動時期になっています。 

町ではハチの防護服を貸し出ししていますので、 

ハチの巣の駆除等を行う場合はご利用ください。 

貸し出しを希望される方は下記までご連絡ください。 

 

◎問い合わせ・申込み／保健福祉係 電話 ５４－５１３５ 

横田出張所 電話 ５６－４１１１ 

デ ィ ズ ニ

 
入場無料 

 

ハチ注意！！ 
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町民登山で磐梯山に登ろう 
 

今年は福島県を代表する山「磐梯山」に登ります。コースは、標高差が少なく比較的登り

やすい「八方台登山口」から登り往復します。みなさん、ぜひご参加ください。 

 バスの配車については、後日、参加者の方にご連絡いたします。 

 

期  日：７月２７日（日）小雨決行 

 

参 加 料：高校生以上 １，０００円 

          中学生以下   ５００円 

（入湯料含む） 

 

申込締切：７月１８日（金） 

 

◎申込み・問い合わせ／中央公民館 電話 ５４－５３６１ 

 

 

事業主の方へ 
中小企業の事業主の方へ従業員の退職金のことちょっと考えてみませんか？ 

 

「中退共」の退職金制度なら 

 

①国の掛金助成を受けられます。 

②掛金は全額非課税。 

③社外積立だから、管理がカンタン！ 

パートさんのための特例掛金月額もご用意 

 

【中退共は中小企業で働く従業員のための国の退職金制度です。】 

 

詳しくはホームページへ中退共 検索 

 

◎問い合わせ／勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部 

電話 ０３－６９０７－１２３４ 

 



８ 

７月の資源回収 

町内全域 

月 日 種 類 

７月２日（水） プラスチック容器包装  

５日（土） 段ボール 

  １０日（木） ペットボトル 

  １２日（土） 紙類          

１６日（水） プラスチック容器包装  

 １７日（木） 粗大ごみ 

川口・沼沢地区のみ 

月 日 種 類 

 ７月１６日（水） 缶類         

   ２３日（水） びん類・不燃ごみ 

西谷・本名・横田地区のみ 

月 日 種 類 

７月 ２日（水） 缶類         

    ９日（水) びん類・不燃ごみ 
※粗大ごみの収集は出された量により２日間になることがありますので

ご了承ください。 

今年度より乾電池は不燃ごみとして回収します、他の不燃ごみと一緒に

不燃ごみ回収日に出してください。各地区に設置してある乾電池回収ボ

ックスは８月中に順次撤去します。 

問い合わせ／保健福祉係・電話５４－５１３５ 


