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 町営住宅入居者募集 

◆上横田若者向町営住宅／木造２階建 

 ・住宅の場所／大字横田字浜子１４５８番地 

 ・募 集 戸 数／２ＤＫ（７－１号室）１戸 

 ・月 額 家 賃／２１,０００円 

   （別途、共同施設の経費負担が月２,０００円程度かかります。） 

◎入居資格  

 ・町内に住所又は勤務場所を有し(見込みの者を含む)入居しようとする年の４月１日現在

の年齢が１６歳以上、４５歳以下の者で、引き続き将来とも本町に居住する見込みの者。 

 ・現に居住し、又は同居しようとする親族（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者、その他の婚姻の予約者を含む）があること。 

  単身者（学生を除く）も入居することができる。 

 ・現在住宅に困窮している者であること。 

 ・入居申込日において、条例で定める収入基準内である者。 

 ・町税等を滞納していないこと。 

◎申込期間 

 １１月２７日（木）～１２月１５日（月） 

 上記期間に申し込みがない場合は、毎月１５日締め切りで随時募集します。 

 また、申込者が募集戸数を上回る場合は、条例で定める優先順位、または公開抽選により

決定します。 

 

◎申込・問い合わせ／建設係 電話５４－５３１１ 

 

平成２６年１１月２７日発行／第２０号 

発行／金山町 電話５４－５１１１  編集／総務課総務係 
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JR只見線の鉄路復旧のため 
嘆願ハガキ活動にご協力ください 

 

町では JR只見線の完全復旧を目指し、町民全体での復旧運動を企画しました。JR

只見線の復旧にご賛同いただける方々に嘆願ハガキを書いていただき、東日本旅客鉄

道（株）代表取締役社長に町民の個々の想いを直接訴えかけるものです。 

 今後、各行政区内の回覧によりご協力をお願いするほか、町施設にハガキを設置し

たり各種事業やイベントなど様々な機会を設けて運動を展開したいと考えています。 

 ご記入いただいたハガキは、町で集約してまとめて郵送します。みなさまのご協力

をお願いします。 

【ハガキのイメージ】   

 (表)                       （裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 住所と氏名をご記入いただき、余白部分に個々の想いをご記入いただいても結構

です。 

※ 郵送は、町でまとめて行いますので切手は貼らないでください。 

 

 

 

◎問い合わせ／復興政策係 電話 ５４－５２０３ 

この空欄に、それぞれの想いを
ご記入ください。 
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 スーパーマルコ体操は、健康増進を考え、多くの方々が楽しんで続けられる運動が必要と

会津坂下町で始められた体操です。 

 脳から筋肉まで全身を元気にし、生活機能の向上を目指しています。何かにつまずいたり、

歩くのがおっくうになっていませんか？ 

 あまり体に負担をかけずに、音楽にあわせて楽しく体を動かす健康体操なので、お友だち

を誘って体験してみてください。 

 

日  時 場  所 時  間 

１２月 ３日（水） 横田公民館 １３：００～１５：００ 

１２月１０日（水） 横田公民館 １０：００～１２：００ 

１２月１７日（水） ゆうゆう館 １０：００～１２：００ 

 

◎問い合わせ／中央公民館 電話 ５４－５３６１ 

 

  

  

 

１２月から３月までは、冬から春に向けて筋肉を蓄える（貯筋）運動を行います。冬場は

特に運動量が低下し、それに伴い筋力も低下します。いつまでも元気で生活するため、将来

寝たきりにならないためにも冬の間に貯筋しましょう！！ 

 事前申し込みは不要ですので、お気軽にご参加ください。 

時間は９：３０～１１：００です。 

 

 

 

 

※持ち物：参加費は１５０円 

     健康手帳（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 

ゆうゆう館 横田公民館 

１２月１８日(木) １２月１２日(金) 

１月２２日（木） １月１５日（木） 

２月１０日（火） ２月１９日（木） 

３月１２日（木） ３月１７日（火） 
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人権・行政合同相談会 
 

 人権擁護委員と行政相談員による合同相談会を下記のとおり開催します。いじめや嫌がら

せなどの困りごと、国などに対する苦情や意見、要望など気軽にご相談ください。 

 相談は無料で、秘密は厳守しますので安心して相談していただけます。 

 

☆日 時 １２月１１日（木） 

１０：００～１５：００ 

☆場 所 ゆうゆう館 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎問い合わせ／住民税務係 電話 ５４－５１２１ 

 

 

原子力損害賠償巡回法律相談 
 

  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。 

☆日 時 １２月２日（火） 

☆場 所 福島県会津若松合同庁舎本館３階地域連携室 

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） 
 

◎問い合わせ／原子力損害の賠償等に関する問い合わせ窓口（福島県原子力損害対策課内） 

          電話 ０２４－５２３－１５０１ 

福島地方法務局及び福島県人権擁護委員連合会では、１２月４日から１０日

までを「第６６回人権週間」とし、当該週間を中心に積極的な啓発活動及び相

談活動を行います。 

また、人権週間に限らず、電話相談を実施していますので、悩み事がありま

したら下記の番号にお電話ください。相談は無料で、秘密は厳守します。 

☆みんなの人権１１０番  ０５７０－００３－１１０ 

☆子どもの人権１１０番  ０１２０－００７－１１０ 

☆女性の人権ホットライン ０５７０－０７０－８１０ 

 

生涯学習カレンダー

に記載の「開発セン

ター」から変更にな

っています。 
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奥会津シンフォニーロード設置 
 福島県では、道路の舗装補修工事にあわせ、車が走行すると音楽が流れる道路（奥会津シ

ンフォニーロード）を設置します。福島県内の道路としては初の試みとなります。 

 奥会津シンフォニーロードは、舗装路面に特定の間隔で横方向の溝を切ることで、自動車

の走行音が音楽として聞こえるという特殊技術を用いた道路です。 

 

☆設置箇所：国道２５２号 大字水沼地内 

☆設置規模：約３００ｍ（時速５０㎞で約２０秒） 

☆流れる曲：カントリーロード 

  

 曲は、福島県と沿線自治体が検討会を重ね、誰もが 

懐かしく感じ、奥会津の原風景をイメージしたこの曲を 

選びました。新潟方面に向かう車線にのみ整備します。 

 完成予定は来年の３月頃となっています。 

 

◎問い合わせ／福島県土木部道路管理課 電話 ０２４－５２１－７４６８ 

 

映画鑑賞会開催 

『モンスターズ ユニバーシティ』 
モンスターズ・インクのマイクとサリーがまだ学生だった頃のお話です。 

ナンバーワンの「怖がらせ屋」になるために２人はモンスターユニバーシティ（MU）に入

学しますがある失敗をしてしまいます。２人は怖がらせ屋になれるのか？！ 

 

日 時：１２月２１日 （日） 
午前１０時００分～１１時５０分 

会 場：御神楽館 (入場無料) 

※バスの配車はありませんのでご了承下さい。 

 
 

◎問い合わせ／中央公民館 電話 ５４－５３６１ 

 

白色申告決算説明会 
 確定申告に当たっての決算のしかた等を説明する決算説明会を下記のとおり開催します。 

日 時：１２月１日（月）午後２時～午後３時３０分 

場 所：御神楽館 

◎問い合わせ／住民税務係 電話 ５４－５１２１ 

 

設置場所：JR只見線早戸駅付近 
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衆議院議員総選挙 
 

 衆議院議員の解散に伴う衆議院議員総選挙が下記のとおり行われます。 

 今回の選挙では、衆議院小選挙区選出議員選挙、衆議院比例代表選出議員選挙に併せて、

最高裁判所裁判官国民審査も実施されます。棄権することなく貴重な１票を投じましょう。 

 

公 示 日：１２月 ２日（火） 
期日前投票：１２月 ３日（水） 

～１３日（土） 
開 票 日：１２月１４日（日） 

※期日前投票は金山町役場と金山町役場横田出張所でできます。 

 

◎問い合わせ／金山町選挙管理委員会 電話 ５４－５１１１ 

 

農地中間管理事業の公募期間について 

農地中間管理事業とは、農地中間管理機構（（公財）福島県農業振興公社）が農地の中間的受け

皿となり貸し借りを仲介する制度です。この事業は、経営規模縮小などにより農地を貸し出したい

貸し手農家から機構が農地を借り入れ、公募に応募し公表された借り手農家にまとまった農地を

貸し付けるものです。 

借り受け希望の方は公募に応募する必要があります。 

今年度の最後の公募期間は 

１１月２５日～１２月２５日となります。 

 
◎問い合わせ／農林振興係 電話 ５４－５３２１ 

                                   福島県農業振興公社０２４-５２１-９８４５ 

 

NTT東日本の電話帳を発行します 

 NTT東日本では、１２月中に順次、新しい福島県版の電話帳を各ご家庭や事業所へお届けいた

します。現在お使いの電話帳は、お届けの際に回収いたしますので配達員へお渡しください。回

収した電話帳は、地球環境保護や資源の有効活用のため、新しい電話帳の原材料となります。 

 なお、ご不在等で配達員に電話帳を渡せなかった場合、下記の「タウンページセンタ」までご連

絡いただければ、後日、改めて回収にお伺いいたします。 

 

◎問い合わせ／NTT東日本タウンページセンタ 電話 ０１２０－５０６３０９ 
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陸上自衛隊高等工科学校生徒募集 
 

高等工科学校生徒とは、将来陸上自衛官となる者を養成するために、中学校卒業予定者を

対象に採用する制度です。 

 

一般採用試験 受付期間 １１月１日（土）～平成２７年１月９日（金） 

       受験資格 男子で中卒(見込含む)１７歳未満の者 

       １次試験 平成２７年１月２４日（土） 

            ※２次試験は１次合格者のみ 

       試験科目 国語、社会、数学、理科、英語、作文 

       試験会場 北会津 コミュニティ施設ピカリンホール 

 

◎問い合わせ／自衛隊 福島地方協力本部 会津若松出張所 

電話 ０２４２－２７－６７２４ 

 

会津坂下警察署からお知らせ 

万引きは犯罪行為です 
 

会津坂下警察署管内において、高齢者による万引きが増加傾向にあります。万引きは必ず

見つかり、後悔しても取り返しのつかないことになってしまいます。絶対に万引きはやって

はいけません。 

万引きの罪は・・・ 

 他人の財物を窃取した者（他人の物を盗んだ者）は窃盗の罪とし、１０年以下の懲役又

は５０万円以下の罰金に処する。 

 実際に出された判決では「１２０円のコーヒー１本の万引きで、罰金２０万円」という

高い代償が課せられたこともあります。 

◎問い合わせ／会津坂下警察署 電話 ０２４２－８３－３４５１ 

 

事業主のみなさんへ 

労働保険の加入手続きはお済みですか 
 

 正社員、パート、アルバイトなど、雇用形態にかかわらず、一人でも労働者を雇っている

事業主は、労働保険（労災保険・雇用保険）に加入する義務があります。 

 くわしくは下記までお問い合わせください。 

 

◎問い合わせ／福島労働局総務部労働保険徴収室 電話 ０２４－５３６－４６０７ 



                8 

１２月の資源回収 

町内全域 

月 日 種 類 

１２月 ３日（水） プラスチック容器包装  

  ６日（土） 段ボール 

   １０日（水） びん類 

   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 

１２月１７日（水） 缶類         

   ２４日（水） 不燃ごみ 

西谷・本名・横田地区のみ 

月 日 種 類 

１２月 ３日（水） 缶類         

   １０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 


