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乗合タクシーの当日予約 

４月から乗合タクシーの当日予約が１時間前でもできるよ

うになりました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当日予約の場合の乗合タクシー料金は、一律５００円となります。 

 

◎問い合わせ／総務係 電話５４－５１１１ 

平成２７年４月２３日発行／第２５号 
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乗合タクシーのご予約は 
 

５６-４０８８へ 
 

お電話ください。 

例えば・・・朝９時までに電話をすれば、 

朝１０時の便からご利用できます。 
 
 

※受付時間は朝８時３０分から夕方５時３０分までです。 
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 地域協力員は、金山町民が心身の障がい、高齢、一人暮らしになっても安心して住み続け

ることができる支え合いの町づくりに協力するボランティアです。 

 

【活動内容の一部】 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

地域協力員として一緒に活動してくださる方を募集します。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、下記の連絡先までご連絡ください。 

 

◎問い合わせ／保健福祉係 電話５４－５１３５ 

 

水道メーターの除雪にご協力ください 

５月１日から５日までの間に、町水道メーターの検針を実施します。 

検針員が各戸を訪問しますので、検針メーター上に雪がある場合は、お手数

でも使用者が雪を取り除いてください。 

 

また、雪解け後のこの時期は漏水が多く発生して 

いるので自主点検しましょう。 

 

◎問い合わせ／上下水道係 電話５４－５３１５ 

 

地域協力員を募集しています 

地域の方の見守

りや声かけ 

研修会への参加 

（年２回程度実施） 

事業参加の 

声かけ、 

会場準備 

ごみの分別

の説明 
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就職をしたら国保の届出を 
 

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、その日から国保の保険証は

使えません。 

もし間違って使用してしまうと、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。 

就職して社会保険に加入したり、転出して他の市町村の国保に加入する場合は、 

・国保の保険証を必ず役場住民課へ返納してください。 

・役場住民課で届け出をしてください。社会保険に加入した場合は、資格取得証明書を勤

務先から発行してもらい、必ず持参してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎問い合わせ／保健福祉係 電話５４－５１３５ 

 

みんなでリズムダンス 

楽しい音楽に合わせて、体を動かしてみませんか？ダンスというと難しく感じるかもしれ

ませんが、簡単な運動から始めますのでお気軽にご参加ください。 

場 所：御神楽館［ホワイエ］ 

時 間：１９：００～２０：３０ 
 

開催日：５月１９日(火) 

６月 ３日(水)・６月１６日(火) 
７月 １日(水)・７月２１日(火) 

 
参加費：無料（飲み物等は各自ご持参ください。） 

 

事前申込は不要です。どの開催日からでも参加できます。 

動きやすい服装でお越しください。 

 

◎申込・問い合わせ／中央公民館 電話５４－５３６１ 

 

◆間違って国保の保険証を使わないために 

・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。 

・急病等で上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。 
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男前塾 参加者募集！！ 

 

結婚に興味のある方、婚活に参加している方、参加を考えている方必見！！婚活の極意を

教えます。（全４回予定） 

２回目以降の開催日をお知らせします。 

 

対象者：結婚を考えている独身男性の方（年齢不問） 

参加費：無料 

開催場所：金山町開発センター ３階大会議室 

日程：第２回 ５月１４日（木） １８時３０分～２０時３０分 

知らない自分再発見（自分の新しい武器を見つけましょう） 

         第３回 ５月２１日（木） １８時３０分～２０時３０分 

アナウンサーと対話トレーニング（本番の前に対話力を養いましょう） 

第４回 ６月１１日（木） １８時３０分～２０時３０分 

婚活参加アドバイス＆まとめの講座（最終チェック！これまで以上の 

自分になりましょう） 

講師：岡田友子さん（株式会社岡田プランニング代表） 

  

◎問い合わせ／復興政策係 電話５４－５２０３ 

 

二輪車等の新税率適用を１年延期します 
 平成２６年１０月号の広報紙で、平成２７年度からの軽自動車税の引上げについてお知ら

せしたところですが、平成２７年３月３１日公布された地方税法の一部改正により、原動機

付き自転車および二輪車等の新税率を１年延期して平成２８年度から適用となることに決

定しました。 

車 種 区 分 

税 率 （年額） 

２６年度までおよび  

２７年度据置き税率 

２８年度より適用 

新税率 

バ

イ

ク

等 

総排気量 ５０cc以下 １，０００円 ２，０００円 

  〃   ９０cc以下 １，２００円 ２，０００円 

  〃  １２５cc以下 １，６００円 ２，４００円 

ミニカー（総排気量 50cc以下） ２，５００円 ３，７００円 

二輪の軽自動車 ２５０cc以下 ２，４００円 ３，６００円 

二輪の小型自動車２５０cc超 ４，０００円 ６，０００円 

なお、四輪車等の税率につきましては、平成２６年１０月号の広報誌のとおり変更はあり

ません。 

◎問い合わせ／住民税務係 電話５４－５１２１ 
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只見線を利用した旅行を 
企画・実施してみませんか！ 

 

ＪＲ只見線の復旧を目指し、町民の方が 

企画・実施する只見線を利用した旅行に 

対して『只見線のりのり倶楽部』が費用を 

支援します。対象は、町民の方々概ね５人 

以上の団体で、どんな旅行でもＯＫです。 

詳しくは、お問い合わせください。 

 

 
 

◎問い合わせ／只見線のりのり倶楽部事務局 電話５４－５２０３ 

（役場 復興政策課内） 
 

 

‹古くなった消火器の取扱いについて› 

本体が変形した消火器、腐食した消火器を使用することで、消火器が 

破裂し負傷する事故が発生しています。事故防止のため、変形や腐食 

のある消火器は絶対に使用しないでください。 

‹消火器を廃棄する際の注意点› 

 ・不要になった消火器を解体したり、薬剤を放射したりしないでください。 

 ・消火器は「収集しないごみ」に分類され、町では収集しません。 

 ・消火器の購入先や、回収を行っている会津地区消火器販売同業組合等の事業所に廃棄処理  

を依頼してください。（有料） 

 

 

 

 

 
「火事・救急・救助は１１９番」 

 

◎問い合わせ／会津坂下消防署金山出張所 電話５５－３１００ 

住宅用火災警報器を設置しましょう 

平成２３年６月から、法律により設置が義務となりました。まだ設置されていないご

家庭は早急に設置をお願いします。 
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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します。 

実施日 実施会場 

５月２５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） 

６月２３日（火） 
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） 

 ★相談時間は両会場とも３０分とし、１３時３０分～１５時５０分の間に実施します。 

 

 

 

◎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 

 

子どもと高齢者の交通安全推進活動 
 子どもと高齢者を対象とした交通安全推進活動を開催します。どなたでも参加できますの

でぜひ、ご来場ください。 

 

日時：５月２日（土）１１：００～１４：００ 

場所：金山町民体育館 

主催：会津坂下署管内地域交通安全活動推進委員 

滝沢康成 

スケジュール １１：００～ 交通安全教室、シートベルト・エアバック体験など 

       １１：２０～ おれおれ・振り込め詐欺防止対策講話 

１１：４５～ 白バイによるデモンストレーションなど 

 

               

 

 

 
 

★JR只見線、代行バスを利用して来場された方にはプレゼントあり！！ 

★代行バスで来られる方は JR川口駅から会場までの送迎あり！！ 

◎問い合わせ／会津坂下署管内地域交通安全活動推進委員 滝沢康成  

電話５６－４１１６（山十建設㈱内） 

事前予約の電話番号 ０２４－５２３－１５０１ 

受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分（平日） 

交通安全教室参加者への特典 

・ジュース、ドーナツ(ミスドです！) 

焼きそば等の無料提供 

・交通安全グッズ、車両キーホルダー等の

無料配布 

※なくなり次第修了となります。 

重機乗車体験同時開催！！ 

・Chenge!どぼく実行委員会等による 

建設重機、建設車両、高所作業車の無料乗

車体験など行います。 

（子どもたちに建設業や土建業に興味を持

ってもらうために行います。） 

飲食等のサービスは、 

交通安全教室参加者限定

になりますので、時間に遅れ

ないように参加してくださ

い。 
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「鯉のぼり」を集めています 

道の駅「奥会津かねやま」では、地域の宝である子供たちの健やかな成長を願い、

５月３、４、５日に「鯉のぼりまつり」を開催いたします。  

ご家庭で眠っている鯉のぼりをご寄付（またはお貸し） 

いただけるお宅がございましたらお知らせください。 

金山の大空にたくさんの鯉のぼりを泳がせ、 

町の皆さまと子供の日を盛大にお祝いしたいと思います！！  

ご協力の程よろしくお願いいたします！ 

◎問い合わせ／商工観光係地域おこし協力隊： にしわき 電話５４－５３２７  

宮下病院だより 

福島県立宮下病院では、院長に浅野宏医師と牧
まき

匠
たくみ

医員が転入となり、常勤医師が５人に

戻りました。今後も「へき地医療拠点病院」として、「心ある医療」の実践を目指し、地域

医療を堅守すべく努力してまいりますので、なお一層のご支援を賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 
 

平成２７年度の診療体制 

診療科 開設曜日 医 師 名 

内   科 月～金曜日 科長 愛澤正人、医長 小山大輔、医員 佐藤悠、医員 牧匠 

第２･４木曜日 (会津医療センター) 助手 長谷川浩司 

第４火曜日 (会津医療センター) 助手 星野弘尊 

外   科 月･火･木･金 院長 浅野宏 

循環器内科 第２木曜日 (会津医療センター) 講師 宗像源之 

整形外科 毎週水曜日 

※１ 

(会津医療センター) 准教授 岩渕真澄、助手 福田宏成、 

助手 渡邉剛広 

心身医療・ 

もの忘れ外来 

※２ 

火曜日 

水曜日 

(県立矢吹病院) 科長 金澤壮一 

(会津医療センター) 助教 西郷佳世 

耳鼻咽喉科 毎週月曜日 (会津医療センター) 助手 山内智彦 

皮 膚 科 第２･４金曜日 (会津医療センター) 准教授 鈴木重行 

※１ 第５水曜日は休診です。 

※２「心身医療・もの忘れ外来」については、火曜日または水曜日のどちらかで毎週開設し

ています。初めての方は事前にお問い合わせください。 

◎問い合わせ／福島県立宮下病院 電話５２－２３２１ 
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５月の資源回収 
 

町内全域 

月 日 種 類 

５月７日（木） ペットボトル 

９日（土） 段ボール 

  １６日（土） 紙類          

 ２０日（水） プラスチック容器包装  
 

川口・沼沢地区のみ  

月 日 種 類 

 ５月２０日（水） 缶類         

   ２７日（水） びん類・不燃ごみ 
 

西谷・本名・横田地区のみ 

 月 日 種 類 

 ５月１３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 


