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福島県知事選挙 

期日前投票の立会人募集 
 

金山町選挙管理委員会では１０月２６日に予定されている福島県知事選挙における期日

前投票の投票立会人を募集しています。 

  
福島県知事選挙の期日前投票は、１０月１０日（金）から１０月２５日

（土）までの１６日間、金山町役場と横田出張所で、毎日朝８時３０分から
夜８時まで実施される予定です。 
 

希望される期間は何日でも結構ですが、申込みの状況によっては希望の日数を立会できな

い場合や、選任されない場合もありますのでご了承願います。 

 投票率低下が目立つなかで、選挙を身近に感じることができる機会だと思われます。ご希

望の方は、役場２階選挙管理委員会または横田出張所で申込みの手続きを行ってください。 

 

申込み期限 ： ９月１２日（金） 
 

※申込用紙は、役場２階の選挙管理委員会と横田出張所にあります。 

 

問い合わせ／金山町選挙管理委員会 電話５４－５１１１ 
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マイマイガの駆除にご協力ください 
  

７月下旬から会津地方全域でマイマイガの大量発生があり、町内の皆様からも多くのご相談が寄

せられました。 

現在、成虫の発生については終息しましたが、町内で大量発生のあったいたるところに卵が残さ

れた状態になっています。 

大量発生した成虫の駆除については現在有効な手段はありませんが、ご自宅や敷地内に産みつけ

られた卵の除去や、春に孵化した幼虫の駆除が今後の大量発生を防ぐ有効な手段とされていますの

で、町民の皆様のご理解とご協力をお願いします。 

また、マイマイガの幼虫は基本的に落葉樹の葉を好んで食べますが、樹木の葉を食べ尽くすと次

は稲やトウモロコシ等の農作物を食害するおそれがあるため、農林業への被害を抑えるためにも

卵の状態での駆除が特に有効です。 

 

○ご家庭で実施できる卵塊(卵)の除去方法 

 

１、ペットボトルやヘラ等を使用する場合 

 

・壁を傷つけないよう、あまり硬くない先が平らなも                   

の（例：ペットボトルを半分に切ったもの）で剥が

し、燃えるゴミに出すか、土に埋めて処分してくだ

さい。 

 

・卵塊を剥がしたあとに痕が残る場合がありますが、

水等で洗浄すれば痕は消えます。 

 

 

 

 

２、高圧洗浄機を使用する場合 

 

・高圧洗浄機を使用すれば壁面に痕を残さず、ある程度高さ

のある場所にも効率的な除去が行えます。また、表面に凹

凸のある場所の除去にも有効です。 

 

・壁面等の材質によっては水分や圧力に弱く、変質したりす

る場合がありますのでご注意ください。 

 

※いずれの方法も、卵塊を除去する際は卵を覆っている鱗毛

や卵が飛び散るため、マスク、ゴーグル、手袋等を準備し、

長袖を着用してください。 

 

 

 

 

 

問い合わせ／保健福祉係 電話５４－５１３５ 
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～プール編～ 

 水中運動は、膝や腰への負担が陸上運動に比べ

て軽くなるといわれています。なかなかプールへ

は行けないという方もよい機会となりますので是

非一度ご参加ください。 

日  時 場   所 

 ９月３０日(火) 西会津ひめさゆり公園 

１０月２１日(火) リステル猪苗代 

１１月１１日(火) リステル猪苗代 

※持参するもの：参加費１５０円 

他２，０００円程度 

水着・水泳帽・タオル 

※プール参加希望者は９月１２日（金）までに

事前に役場住民課へお申込みください。希望

者には詳細を個別にお知らせいたします。 

※プールのみの参加も可能です。 

 

～室内編～ 

 昨年まで町で実施していた｢膝・腰痛予防教

室｣です。室内で簡単にできる運動を行います。

自宅でも取り入れやすい運動ですので、まずは

お気軽にご参加ください。 

日  時 場  所 

９月１０日(水) 横田公民館 

１０月 ８日(水) ゆうゆう館 

１１月２０日(木) 横田公民館 

 

※持参するもの：参加費１５０円 

健康手帳 

 

※事前申し込みは不要です。 

※運動しやすい服装でご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
※時間は９：３０～１１：００です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
☆講  師： 島田 一郎 先生 

問い合わせ／保健福祉係 電話５４－５１３５ 

 

 
 スーパーマルコ体操は、さまざまな動きを取り入れた総合型介護予防運動です。全身の筋

肉を使い、脳を活性化し、認知症予防に効果があると言われています。音楽に合わせて楽し

くできる運動です。 

どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。 

日  時 場  所 

９月１７日（水）１３：３０～１５：００ 横田公民館 

９月２４日（水）１３：３０～１５：００ 町民体育館 

☆事前申し込みは不要です。動きやすい服装でお越しください。 

 

          問い合わせ／保健福祉係 電話 ５４－５１３５ 
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乳がん検診のお知らせ 
   

乳がん検診を受診するには 

電話予約が必要です 

 

今年度より、乳がん検診を受診するには事前に電話予約が必

要になりました。乳がん検診は原則として２年に１度しか受診

することができませんので、昨年受診された方は、受診することができません。対象の方に

は個別通知を行っております。ご不明な点は、下記までお問い合わせください。 

 

問い合わせ／保健福祉係 電話５４－５１３５ 

 

 

転出・就職した方へ 
   ～保険証の手続き～ 

 

金山町から転出した方、就職して社会保険に入った方や、その被扶養者となった方は、金

山町国保の保険証は使えません。 

使ってしまうと、不正使用となり、その分の医療費を金山町国保へ返還していただく場合

があります。 

転出したり、就職して社会保険に加入したりする場合は、国保の保険証を必ず役場住民課

へ返納してください。 

 

◆間違って国保の保険証を使わないために 

 

・転出の届け出の際に国保保険証もお持ちになり、役場住民課へ戻してください。 

 

・社会保険の保険証が交付される前に医療機関を受診される時は、勤務先に申し出て「健康

保険被保険者資格証明書」を年金事務所から発行してもらってください。 

 

・急病等で右記の証明書が間に合わない時は、社会保険等に加入の手続きをしている旨を、

必ず医療機関の窓口に申し出てください。国保の保険証は、提示しないでください。 

 

問い合わせ／保健福祉係 電話 ５４‐５１３５ 
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中央公民館からのお知らせ 
 

 申込・問い合わせ／金山町中央公民館 電話５４－５３３３ 

 
英会話教室参加者募集 どなたでも参加できます。 

日 時：９月５日（金）、９月１９日（金）１８時～１９時 

 場 所：役場 ４階 委員会室 

 参加費：無料 

 講 師：ダイアナ チュオングさん（ALT） 

 持ち物：ノート、筆記用具 

  ※事前申込は不要です。 

 

ヨガ体験教室参加者募集 どなたでも参加できます。 

日時・場所：９月１１日 （木）横田公民館 １９時～２０時３０分 

      ９月１７日 （水）ゆうゆう館 １９時～２０時３０分 

参加費：無料 

講 師：長谷川エイ子さん（中川） 

  持ち物：バスタオル、飲み物 

  その他：動きやすい服装でお越し下さい。 

  ※事前申込は不要です。 

  

親子でピザ作り体験参加者募集 

日 時：９月６日（土）１０：００～１２：００ 

１３：００～１５：００の２回 ※先着２０名程度  

場 所：生活体験館（小栗山）  

参加費：１家族で１，０００円程度 

（参加人数、材料代によりますので、当日精算いたします） 

講 師：栗城和夫さん(小栗山) 

参加者：子どもとその保護者（お孫さんとの参加もお待ちしています。） 

申込締切：９月４日（木） 

持参する物：エプロン、三角巾、参加費 

 

市町村対抗野球大会 

 今年は、応援者のバスが配車できませんので各自ご参集いただき応援をお願いします。 

日 時：９月１５日(祝) 第３試合 午前１１：３０～(予定) 

場 所：しらさわグリーンパーク野球場（本宮市） 

対戦相手：平田村 
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有害鳥獣電気柵設置の注意点 
 町では有害鳥獣対策として電気柵設置を推奨していますが、電気柵をより有効に活用する

ためにつぎのポイントに気をつけて設置してください。 

■電気柵の機能と設置上の注意 

○電気柵は、人が容易に立ちいらない場所に設置し、危険表示板（子どもも読めるように「ひ

らがな」を含めた）を目立つ箇所に複数設置する。 

■囲い方のポイント 

○アースは湿った場所を選び、土中になるべく深く埋める。またアース棒の間隔もできるだ

け離す（1ｍ程度）。乾燥した土壌はアース不良となるので注意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■維持管理や改良のポイント 

○週1回はテスターなどを使って電圧を点検する。電気柵の全周を回り、柵線が支柱や地面

に触れていないか、雑草が伸びて接触していないか等について確認する。問題があった場

合は補修し、電圧が常に5000V以上になるようにする。 

○地域によって異なるが、夏は2～3週間に1回の頻度で、漏電防止のため電気柵周辺の除草

を行う。そして、強風後は倒木や折れ枝が電気柵に触れていないか必ず見回りを行う。ま

た、アマガエルが碍子上に乗って漏電する場合もある。 

○凹地などでは柵線の隙間を大きく開けないように、必要に応じて碍子の数を増やし、柵線

を導く。 

○舗装路に沿って電気柵を張る場合、支柱は舗装路から50cm以上離す。舗装路は土の地面に

比べて電気を通しにくいため、舗装路際に電気柵を設置するとイノシシやシカは感電しに

くい。 
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問い合わせ／農林振興係 電話 ５４－５３２１ 
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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 ９月９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 

 

 

米の全袋検査について 
 

福島県では２４年産米からすべての米で放射性物質の「全量全袋検査」を実施してきまし

た。農家の皆さまのご理解とご協力に感謝申し上げます。 

２６年産米も、県産米の安全性確保と一層の信頼向上のため、引き続き全量全袋検査を実

施しますので、皆さまには、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

★すべてのお米を検査していることが「安心」を高めます。 

   出荷、販売する米はもちろんですが、 

自家用の「飯米」、親戚などに配る「縁故米」、     

食用となる「ふるい下米」など県内で収穫された    

すべての米が検査の対象です。 

詳しくは、下記までお問い合わせ下さい。 

 

問い合わせ／農林振興係 電話５４－５３２１ 
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奥会津コン開催 
 

会津や奥会津の男女と年３回のイベントで交流を深めてみませんか？ 

 

★第１回： ９月１３日(土)※昭和村で行われる麺ズフェスティバルでの交流 

 第２回：１０月１８日(土)※金山町､柳津町､三島町をバスで廻ります。 

 第３回：１１月２２日(土)※柳津町を散策しながら交流を深めます。 

 

★参加資格：２０歳以上４５歳以下の独身男女 

金山町にお住まいの方 

３回のイベントすべてに参加できる方 

※定員になり次第終了します。 

     

詳しくは下記にお問い合わせください。 

問い合わせ／復興政策係 電話 ５４－５２０３ 

 

奥会津金山赤カボチャ大収穫祭 
金山赤カボチャの直売、金山赤カボチャを使用した商品の販売等を行います。その他にも

イベントを開催しますので、ぜひ、ご来場ください。 

日 時：９月６日（土）、７日（日） 午前１０時～午後４時 

   会 場：道の駅「奥会津かねやま」       

   ★町内観光地周遊バスの運行（横田、沼沢各方面の観光地を案内します。） 

     ６日（土）午前１１時～  

        ・赤カボチャ焼酎「ちゃちゅちょ」新デザイン化粧箱のお披露目 

(ふくしま市町村支援機構の支援と会津大学短期大学部、 

  人気酒造株式会社(二本松市)のご協力により仕上がった化粧箱) 

 ・ジャズ演奏 

     ７日（日）午前１１時～ 

        ・八町地区もちつき唄と、もち振る舞い 

        ・ジャズ演奏 

  問い合わせ／道の駅「奥会津かねやま」 電話 ５５－３３３４ 

 

奥会津かねやま物産展開催 
金山町の物産展を福島市で行います。お出かけの際はお立ち寄りください。 

日時：平成９月４日(木)～７日(日)  

会場：JR福島駅西口「コラッセふくしま」１階にぎわい広場 

問い合わせ／観光情報センター 電話 ５４－２８５５ 
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９月の資源回収 

町内全域 

月 日 種 類 

９月３日（水） プラスチック容器包装  

６日（土） 段ボール 

  １１日（木） ペットボトル 

  １３日（土） 紙類          

１７日（水） プラスチック容器包装  

川口・沼沢地区のみ 

月 日 種 類 

 ９月１７日（水） 缶類         

   ２４日（水） びん類・不燃ごみ 

西谷・本名・横田地区のみ 

月 日 種 類 

９月 ３日（水） 缶類         

   １０日（水) びん類・不燃ごみ 

 

９月は通常の資源回収の他に、各小中学校よる資源回収が行われます。 

７日(日)横田小学校区・２８日(日)金山小学校区です。 

詳しくは、学校からのお知らせをご覧ください。 

問い合わせ／保健福祉係・電話５４－５１３５ 


