
                1 

５３１５                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

御神楽岳山開き中止のお知らせ 

 今年の御神楽岳山開きを６月７日（日）に予定していましたが、登山口へ続く林道本名室

谷線の橋が落橋しており、また登山道に残雪が多く、安全が確認できないことから中止とし

ます。 

 なお、林道本名室谷線は、国道（本名ダム付近）より５．４ｋｍ地点で通行止めとしてお

りますのでご注意ください。 

 また、今後落橋部分への仮橋（車両通行不可）の架設を予定しておりますので、登山を行

う方は、町のホームページ又は、産業課商工観光係で最新情報をご確認下さいますようお願

いします。 

 ◎問い合わせ／商工観光係 ５４－５３２７ 

 

着用してますか？シートベルト 

６月はシートベルト着用強化月間です。車に乗るときは全ての座席において、シートベル

トとチャイルドシートの正しい着用を徹底し、交通事故発生時における被害の防止・軽減を

図りましょう。 

主唱 

福島県・金山町交通対策協議会 
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町ではチャイルドシートの貸し出しを行っています。帰省するお子さんにもご利
用いただけますのでお問い合わせください。 

◎チャイルドシートの貸し出しに関する問い合わせ 
保健福祉係 電話 ５４－５１３５ 
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マイマイガの卵・幼虫を防除しましょう 
 町内では昨年マイマイガが大量発生し、今年も残された

卵による大量発生が懸念されます。 

 マイマイガは４～５月に幼虫となり、１～２ヶ月かけて

成虫となり街灯等に飛来します。 

 幼虫は樹木の葉、稲、草花等を食害し、成虫は街灯や樹

木、家屋等に産卵し、大量の卵塊を残します。 

 こういった被害を抑えるため、卵塊の除去や孵化した幼

虫の駆除等にご協力をお願いします。 

【ふ化幼虫（体長１cm程度までの幼虫）の特徴】 

 幼虫は淡い茶色～黒色の毛虫で卵塊の上に集団でいます。 

 高いところに糸を吐いてぶら下がり、風に乗り飛ぶこと

で遠くまで移動します。 

○対策方法 

直接取り除く方法 

●ガムテープに貼り付けて直接取り除く 

 幼虫が卵塊の上にまとまっているときに貼り付けて取り除きます。幼虫が皮膚に触れない

様に注意して作業し、使用後のガムテープは燃えるごみとして廃棄してください。 

薬剤による防除 

●家庭用殺虫剤による防除（家屋等の建造物） 

家庭用のガ類用の殺虫剤により防除します。家屋等の建造物についている幼虫に使用して

ください。 

壁面等を変色させるおそれがありますので、あらかじめ確認してから使用してください。 

植物に付着している幼虫等には使用しないでください。 

スプレー剤等で幼虫が飛ばされて、皮膚に触れない様に注意して作業してください。 

通行人や周辺の住民等に配慮し、周囲に飛散しない様に注意して作業してください。 

●農薬による防除（樹木等の植物） 

 農薬は樹木等の植物を防除するために使用します。建物には使用しないでください。 

農薬が散布する樹木・作物等に適合した薬剤かどうか、必ず確認してから使用してくださ

い。 

マイマイガに使用できる薬剤か確認してから使用してください。 

 事前に周知を行う等、周囲に配慮し、飛散しない様に注意してください。 

 成長した幼虫（１cm以上）には効き目が薄くなります。 

 その他、農薬のラベルに記載された注意事項をよく読んでから使用してください。 

 

○役場では昨年に引き続き高圧洗浄機の貸し出しを行っています。また、農薬散布用の噴霧

器の貸し出しも行いますので、詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。 

 

※注意※ 

マイマイガの卵塊や幼虫の除去作業を行う際は、肌を露出せずゴーグルやマスク、手袋等

を着用して作業するようにしてください。幼虫の毛等により皮膚に悪影響を及ぼす恐れがあ

ります。 

◎問い合わせ／保健福祉係 電話５４－５１３５ 
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長編ドキュメンタリー映画 

「春よこい～熊と蜂蜜とアキオさん～」完成披露試写会 
 

猪俣昭夫さん（川口）がマタギとして自然と共に生きる姿を、我孫子亘監督が撮影した映

画です。昭夫さんが行っている日本みつばちの養蜂や、金山町の風景などが映し出されます。 

今年、秋に一般公開に先駆けた試写会ですので、みなさん、ぜひ、ご来場ください。 

◆日 時  ６月１４日（日）開場 午後１４：３０ 

             開演 午後１５：００ 

            終演 午後１６：３０ 

◆場 所  御神楽館  

◆入場無料 

※駐車場が限られていますので、なるべく乗り合わせの上ご来場ください。 

 

◎問い合わせ／商工観光係 電話５４－５３２７ 

 

 

 

 

５月３１日（日）～６月６日（土）は禁煙週間です。喫煙と健康影響について考えてみま

せんか？  

タバコを吸う人はタバコを吸わない人に比べてがんによる死亡率がこんなに高くなります。 

    

 

 

 

 

 

 

とにかく７２時間（３日間）の禁煙からスタート!!  

ニコチンは７２時間(３日間)で完全に抜けると言われています。その間こんな効果を実感！？ 

 

２０分後：血圧・脈拍が正常になる 

８時間後：運動能力が改善(一酸化炭素レベルが正常域に達する) 

48時間後：嗅覚・味覚が回復(食事がおいしい) 

72時間後：気管支の収縮がとれて呼吸が楽になる 

 

◎問い合わせ／保健福祉係 ５４－５１３５ 

５月３１日は世界禁煙デーです 

【喫煙男性】 

口腔・咽頭：３倍 

食道：約２.２倍 

肺：約４.５倍 

膀胱：約１.６倍 

【喫煙女性】 

口腔・咽頭：約 1.1倍 

食道：約 1.８倍 

肺：約２.３倍 

膀胱：約２.３倍 

5月 31日の世界禁煙デー 
を機に禁煙チャレンジして 
みませんか？ 
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自宅でできるからだのケアやトレーニングの方法を学ぶ教室が６月から始まります。６月

から１０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

施します。昨年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（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 

 

第９回市町村対抗軟式野球大会に参加しませんか 

 

 体育協会では、大会期間９月１３日(日)～１０月４日(日)の土日・祝日に県営あづま球場

外３会場で行われる第９回市町村対抗軟式野球大会の参加者を募集しています。 

 

１．種目 

    軟式野球     

 

２．チーム編成 

    社会人で監督、コーチ、選手を併せて２８名以内です。 

（女性も可） 

 

３．出場資格 

①平成２７年７月１日現在、金山町に住民票があり在住している方 

②町外在住者で町内のチームに所属している方は、在住市町村から承諾を得た方 

③県内・外に在住していても、金山町の中学を卒業した方（５名以内） 

 

◎問い合わせ／中央公民館 電話５４－５３６１ 

 

中川（ゆうゆう館） 横田公民館 

6月 26日（金） 6月 2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
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
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森林所有者の皆さまへ 
 福島第一原子力発電所事故に伴う東京電力による「森林の賠償」が始まります。 

 この賠償は、事故により「しいたけ原木」の出荷が制限されている「広葉樹」を対象とし

ていますが、次の条件をすべて満たす場合は、針葉樹を含めた所有されている森林全てが賠

償対象となります。 

条件 

○平成２３年３月１１日時点（事故発生日）で所有されていた方。 

○所有されている森林に１筆以上広葉樹林があること。 

○平成２３年３月１１日時点で、その広葉樹が２０年生以下※であること。 

※森林簿上で５０年生以下の記載があれば良い 

 

なお、申請受付は相当な混雑が予想されますので、市町村ごとに地区割りをして申請処理

をすることとしていますのでご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

◎問い合わせ／会津若松地方森林組合 電話０２４２－２６－２３５５ 

東北電力からのおねがい 

 発電所やダムから水を流したときの水難事故を防ぐため、各所に注意札を立てております。

水を流すときは、スピーカーやサイレンによってお知らせしますので河原にいる人は危険で

すから、すぐ安全な場所に移動されるようお願いいたします。 

 

次のときにスピーカーをならします 次のときはサイレンをならします 

①ダムから初めて水を流す約１０分前 

②発電所から初めて水を流す約１０分前 

③発電所の出力を増やし水を多く流すとき 

（放送内容） 

「今から川の水が急に増えます。河原にいる

人は危険ですから、すぐ上がってください。」 

※毎日９時にスピーカーの音を実際に鳴ら

して、装置の点検を行っております。 

①ダムの流入量が毎秒1,000㎥に達したとき 

②ダムの流入量が毎秒2,000㎥(洪水量)に達したとき 

③ダムの流入量が洪水量オーバー後毎秒1,000㎥増加毎 

（警報内容） 

サイレン 10秒 サイレン  10秒 サイレン 

■■■■ 休み■■■■ 休み■■■■ 

50秒    50秒     50秒 

 

◎問い合わせ／東北電力株式会社会津技術センター制御所 

電話０２４２－２２－２２２０ 

只見川ダム管理所 

電話０２４１－５２－３４２２ 

阿賀野川水系ダムの状況を当社ＨＰ

から閲覧出来ます。 

東北電力ＨＰ ― 災害に備えて― 

阿賀野川水系ダム情報 

申請に必要な書類 

○固定資産課税明細書（平成２２年分以降のもの） １通 

○森林簿交付（一部証明）申請書（当日組合で準備します） 

○請求者情報に関する同意書（組合員以外の方は当日準備します） 

※固定資産証明書は、今年、町より送付されたものを使用できます。 
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人権・行政合同相談会 

町では、人権・行政合同相談会を開催します。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１１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  

西谷・長谷川美喜子  

板下・星俊子  

行政相談委員  水沼・五ノ井忠道  

 

◎問い合わせ／住民税務係 電話５４－５１２１ 

 

中央公民館からお知らせ 

３Ｂ体操 講習会 

３Ｂ体操とは「ボール・ベル・ベルター」の用具を使用しながら、音楽に合わせて行う

健康体操です。初めての方でも簡単に行うことが出来ます。参加申し込みは不要です。

お気軽にご参加ください。 

１．日時・場所  ６月 １日（月） １３:３０～１５:００ ゆうゆう館 

         ６月１１日（木） １９:００～２０:３０ 横田公民館 

         ６月１７日（水） １９:００～２０:３０ 開発センター 

２．講 師  長谷川美喜子さん（西谷） 

３．参加費  無料です 

４．その他  動きやすい服装でご参加ください 

ピザづくり体験 

  ピザづくりを学んで、自宅で自分好みに作ってみませんか。個人の方はもちろん、 

ご家族でのご参加もお待ちしております。 

  １．日 時  ６月２０日（土）10：00～13：00頃 

  ２．場 所  生活体験館（小栗山） 

  ３．講 師  栗城和夫さん（小栗山） 

  ４．参加費  １，０００円 

    ５．持ち物  エプロン、三角巾、めん棒、参加費 

  ６．申込期限 ６月１６日（火）※先着２０名程度 

◎申し込み・お問い合せ：中央公民館 ☎５４－５３３３ 
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クマに注意 

クマは一般的に人に対し警戒心が強い動物と言われていますが、中山間地域の社会変化な

どからクマが里へ出やすくなっています。こうしたクマとの遭遇を避け、被害を未然に防ぐ

ために次のようなことが重要です。 

１ 里を餌場と認識させない 

ア 人家の周りに生ゴミや廃棄果樹､ペットフード等を放置しない 

イ 人家の周りに収穫しない柿の木などを放置しない。 

ウ 食品やごみは必ず持ち帰ること。人間の食品またはその臭いなどに馴れさせない。 

 

 

 

 

２ 遭わないようにするための心構え 

ア クマと突然出遭わないように笛や鈴、ラジオなど音のするものを身につけ、クマに自

分の存在を知らせるよう行動し、必要に応じて引き返す勇気をもとう。 

イ クマは夜間や朝夕など、活発に行動するため、朝早くの農作業等は音のするものを身

につけるなどして、注意して作業をする。 

ウ クマは草刈機、チェーンソーなどの機材に使われるガソリンやオイルあるいはクレオ

ソートなど防腐剤にも嗜好性があり誘引される場合があるので、給油場所、保管場所の

周囲に注意を払う。  

３ 出遭ったときに興奮しない、興奮させないために 

ア 遠くにいるのを発見した場合は、あわてずそっと立ち去る。 

イ クマが興奮するので、大声で叫んだり、石や棒切れを投げつけたりしない。 

ウ クマから目を離さないようにして、できるだけゆっくりと後ずさりしながらクマから

離れる。クマとの間に立木等の障害物を入れることができる位置に移動することで突進

を防ぐこともできる。 

エ 背中を見せて逃げるとクマは本能的に襲ってくるので、走って逃げない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎問い合わせ／農林振興係 電話５４－５３２１ 

 

生ごみなどに触れる機会が増えることによって、クマは人の生活圏内を餌探しの恒常的

な行動範囲と認識してしまいます。意識的、無意識的な給餌が潜在的な加害クマを作り出

し、場合によってはその地域の個体群に大きな影響を与えます。  

登山などレジャーで山奥に入る場合、自分を取り巻く環境に

気を配ること  

山菜採りなどでは採集に夢中になりがちで、周囲の異常に気

がつかない場合があります。時々周囲に注意し、笹薮など見通

しのきかない場所には不用意に入り込むべきではありません。 

また、二人以上で行動するべきです。数人で行動する場合も、

各人ばらばらにならず、なるべくまとまって行動しましょう。  
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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・関係者 の方 

◇日 程 ６月９日（火） 午前１１時～午後３時  

◇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 

 

 

これまで以上の自分になろう～第４回男前塾～ 

男前塾は今回が最終回になります。 

「婚活参加アドバイス＆まとめの講座」として、過去３回の講座の内容の振り返りや男女の交流

イベントへ参加する際の疑問、質問にも岡田先生がお答えしていきます。 

 前回まで参加していなかった方も、これまでの内容をまとめて聞ける機会です。ぜひご参加く

ださい！ 

日 時   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） 

対象者   町内在住の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  開発センター ３階大会議室 

（部屋は変更になる場合があります。） 

 

 

 ◎問い合わせ／復興政策係 電話５４-５２０３ 
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詐欺・不審電話にご注意下さい 

 近年、会津坂下警察署管内で振り込め詐欺被害や詐欺を思わせる不審な電話が増加してい

ます。家族・親族を名乗る、役所や警察等の公的機関を名乗る、銀行等の金融機関を名乗る

など、接触のしかたはさまざまです。 

 また、ATMから振り込ませるだけでなく、直接自宅を訪問するなど、手口は多様化してい

ます。「自分は大丈夫」という思い込みが最も危険です。冷静さを失わず対処してください。  

このような連絡が来た場合、まずは冷静になり、相手の名乗る家族や役所の本来の連絡先

に電話する、電話帳に掲載されている窓口に電話するなどして確認しましょう。 

 相手は人をだますプロフェッショナルです。「自分は大丈夫」という思い込みは大変危険

ですので、怪しいと感じたら役場や福島県消費生活センター等へ相談してください。 

また、被害にあってしまった場合は、迷ったり恥ずかしがったりせず、すぐに会津坂下警

察署生活安全係へ相談してください。 

・怪しいと感じたら・・・ 

           金山町役場住民課 保健福祉係  

電話：０２４１-５４-５１３５ 

福島県消費生活センター消費者相談窓口 

            電話：０２４-５２１-０９９９（平日９時から１８時３０分まで） 

・被害にあってしまったら・・・ 

福島県会津坂下警察署 生活安全係  

電話：０２４２-８３-３４５１ 

 

お詫びと訂正 
広報かねやま５月号の記事について、下記のとおり誤りがありました。訂正して、お詫び

申し上げます。 

○６ページ 今月の納税          (誤)           （正） 

             町・県民税 １期・全期 → 固定資産税 １期・全期 

                           水道使用料  ５月分 

○７ページ 

 ・「第１０回特別弔慰金が支給されます」   （誤）        （正） 

問い合わせ電話番号       ５４－５１２０  →  ５４－５１２１ 

 ・「県民スポーツ大会に参加しませんか」   （誤）        （正） 

    文中開催日           ７月１２日（日） →  ７月５日（日） 

○８ページ インターネットによる情報発信がはじまりました 

（誤）        （正） 

問い合わせ           復興支援係    →  復興政策係 

 

◎問い合わせ／総務係 電話５４－５１１１ 
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６月の資源回収 

町内全域 

月 日 種 類 

６月３日（水） プラスチック容器包装  

４日（木） ペットボトル 

   ６日（土） 段ボール 

 １３日（土） 紙類          

川口・沼沢地区のみ  

月 日 種 類 

  ６月３日（水） 缶類         

   １０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１７日（水） 缶類         

   ２４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。 
 

お問い合わせ／保健福祉係・電話５４－５１３５ 


