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平成２９年 春の全国交通安全運動

期間：平成２９年４月６日（木）～１５日（土）までの１０日間

※交通事故死ゼロを目指す日 ４月１０日（月）

運動のスローガン

『おともだち むこうにいても みぎひだり』

期間中の重点事項

・歩行中・自転車乗用中の交通事故防止

・後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

・飲酒運転の根絶

路上駐車・歩道駐車はやめましょう

路上駐車は、車や歩行者が通る際に危険が増すほか、救急車や消防車などの緊急車両も通ることが

できなくなる場合があるのでやめましょう。

また、歩道駐車においては駐車車両が歩行者の妨げになり、

残雪期の狭くなった車道を歩行する際、極めて危険です。歩行

者の妨げにならないよう注意してください。

金山駐在所・金山町交通対策協議会

平成２９年３月２３日発行／第４８号
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会津若松補償相談センターによる巡回相談の

定期開催の終了と個別相談対応への移行について

このたび、各市町村で定期的に開催してまいりました巡回相談を順次終了し、今後は請求者の方の

ご希望に合わせ、個別に相談対応させていただくようになります。ご理解ご協力をお願い申し上げま

す。なお、ご請求者さまからの個別相談に関する問い合わせ先は下記のとおりです。

１．巡回相談の終了および個別相談への移行時期

平成２９年３月１４日の定期開催をもって巡回相談会を終了し、

平成２９年４月以降、個別相談へ移行いたします。

２．個別相談の受付専用ダイヤル

受付専用ダイヤル：０１２０－９９６－５４６

受 付 時 間 ：月曜日～金曜日（祝日除く） 午前９時～午後４時

★下記の常設窓口でもご相談を承ります★
会津若松補償相談センター「賠償相談窓口」

住 所：会津若松市インター西５２（会津アピオ内）

開催日：月曜日～金曜日（祝日を除く）

時 間：午前９時 ～ 午後５時

駐車場：当会場に併設してございますのでご利用下さい。

◎問い合わせ：農林振興係 ☎５４ー５３２１

毛筆教室のお知らせ

毛筆というと、難しいと思うかもしれませんが、この毛筆教室では、日常に役立つ実用的な書を中

心に練習します。お気軽にご参加ください。

日 時：４月１０日（月）午前９時３０分より月１回開催

場 所：開発センター１階 会議室

内 容：日常に役立つ書を中心とした練習

講 師：遠藤晴男さん（西谷）

持ち物：書道用具一式

申込み：電話にてお申込みください。参加者の方へは、日程と詳細をお知らせします。

◎問い合わせ・申し込み：中央公民館 ☎５４―５３３３
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平成２９年度からの国保制度改正のお知らせ

①７０歳以上７４歳以下の方…医療費の自己負担額（月額）が変わります。

※「外来+入院」の区分で、過去１年以内に４回以上高額療養費に該当した場合、４回目以降は負担限度額がさら

に引き下げられます。

② 国保税の軽減判定所得が引き上げられ、国保税の軽減が拡大します。

③ 平成３０年度から、国保の運営が市町村から「福島県」になります。

国保税の納付、各種申請や届け出はこれまでどおり金山町役場・横田出張所の窓口で受け付けます。

④ この他、次の改正があります。

・６５歳以上の方が療養病床に入院したときの居住費が平成２９年１０月から段階的に引き上げら

れます。

※「療養病床」とは、慢性期で長期に入院医療等を必要とする方に対する医療保険上のサービスです。

・入院中の食事代の標準負担額が平成３０年度から引き上げられます。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

平成２９年７月まで

所得区分 外来+入院（世帯単位）
外来（個人単位）

現役並み所得者 44,400円
80,100円+

（医療費－267,000円）×1％

一般所得者 12,000円 44,400円

低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円

低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

平成２９年８月から平成３０年７月まで ※平成３０年８月以降も改正があります

所得区分 外来+入院（世帯単位）
外来（個人単位）

現役並み所得者 57,600円
80,100円+

（医療費－267,000円）×1％

一般所得者
14,000円

（年間限度額144,000円）
57,600円

低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円

低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

平成２８年度（改正前） 平成２９年度（改正後）

７割軽減 基礎控除額（33万円） 以下 基礎控除額（33万円） 以下

５割軽減
基礎控除額（33万円）+26.5万円

×被保険者数 以下

基礎控除額（33万円）+27万円

×被保険者数 以下

２割軽減
基礎控除額（33万円）+48万円

×被保険者数 以下

基礎控除額（33万円）+49万円

×被保険者数 以下
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ＪＲ只見線・代行バスのダイヤ改正
４月１日からＪＲ只見線と代行バスのダイヤが改正されます。

会津若松(発) 6 :00 7 :37 13 :07 16 :56 19 :41 21 :42

西若松 6 :07 7 :47 13 :15 17 :07 19 :48 21 :50

会津坂下 6 :43 8 :25 13 :44 17 :36 20 :20 22 :19

会津柳津 7 :04 8 :46 14 :05 17 :56 20 :41 22 :39

会津宮下 7 :34 9 :11 14 :29 18 :21 21 :06 23 :04

早戸 7 :43 9 :20 14 :38 18 :29 21 :15 23 :13

会津水沼 7 :51 9 :28 14 :45 18 :37 21 :22 23 :20

会津中川 7 :57 9 :34 14 :51 18 :43 21 :28 23 :26

会津川口(着) 8 :01 9 :39 14 :56 18 :47 21 :33 23 :30

乗り継ぎ時間 (14分) (46分) (39分) (13分)

会津川口(発) 会津川口駅前 8 :15 10 :25 14 :10 15 :35 17 :25 19 :00

川口高校前 会津バス車庫前 8 :17 10 :27 14 :12 15 :37 17 :27 19 :02

本名 本名郵便局前 8 :20 10 :30 14 :15 15 :40 17 :30 19 :05

湯倉入口 民宿橋立前 8 :23 10 :33 14 :18 15 :43 17 :33 19 :08

会津越川 越川駅前バス停 8 :29 10 :39 14 :24 15 :49 17 :39 19 :14

会津横田 「ヒロセ」前 8 :34 10 :44 14 :29 15 :54 17 :44 19 :19

会津大塩 大塩体育館 8 :38 10 :48 14 :33 15 :58 17 :48 19 :23

会津塩沢 塩沢簡易郵便局 8 :50 11 :00 14 :45 16 :10 18 :00 19 :35

会津蒲生 集会所「雪の里」 8 :57 11 :07 14 :52 16 :17 18 :07 19 :42

叶津 JR跨道橋脇 9 :00 11 :10 14 :55 16 :20 18 :10 19 :45

只見(着) 只見駅前 9 :05 11 :15 15 :00 16 :25 18 :15 19 :50

乗り継ぎ時間 (25分) (40分) (20分)

只見(発) 9 :30 15 :40 18 :35

小出(着) 10 :43 16 :53 19 :48

小出(発) 7 :58 13 :11 17 :10

只見(着) 9 :15 14 :28 18 :27

乗り継ぎ時間 (10分) (4分) (13分)

只見(発) 只見駅前 7 :10 9 :25 11 :25 14 :32 16 :00 17 :45 18 :40

叶津 JR跨道橋脇 7 :15 9 :30 11 :30 14 :37 16 :05 17 :50 18 :45

会津蒲生 集会所「雪の里」 7 :18 9 :33 11 :33 14 :40 16 :08 17 :53 18 :48

会津塩沢 塩沢簡易郵便局 7 :25 9 :40 11 :40 14 :47 16 :15 18 :00 18 :55

会津大塩 大塩体育館 7 :37 9 :52 11 :52 14 :59 16 :27 18 :12 19 :07

会津横田 「ヒロセ」前 7 :41 9 :56 11 :56 15 :03 16 :31 18 :16 19 :11

会津越川 越川駅前バス停 7 :46 10 :01 12 :01 15 :08 16 :36 18 :21 19 :16

湯倉入口 民宿橋立前 7 :51 10 :06 12 :06 15 :13 16 :41 18 :26 19 :21

本名 本名郵便局前 7 :55 10 :10 12 :10 15 :17 16 :45 18 :30 19 :25

川口高校前 会津バス車庫前 7 :58 10 :13 12 :13 15 :20 16 :48 18 :33 19 :28

会津川口(着) 会津川口駅前 8 :00 10 :15 12 :15 15 :22 16 :50 18 :35 19 :30

乗り継ぎ時間 (40分) (17分) (5分) (34分)

会津川口(発) 5 :31 7 :05 8 :40 12 :32 15 :27 19 :09

会津中川 5 :35 7 :10 8 :45 12 :37 15 :32 19 :14

会津水沼 5 :41 7 :16 8 :50 12 :42 15 :37 19 :19

早戸 5 :48 7 :23 8 :58 12 :49 15 :44 19 :26

会津宮下 5 :57 7 :33 9 :12 12 :59 15 :54 19 :36

会津柳津 6 :21 7 :57 9 :35 13 :23 16 :17 19 :59

会津坂下 6 :41 8 :23 9 :55 13 :45 16 :36 20 :19

西若松 7 :14 8 :55 10 :27 14 :16 17 :12 20 :49

会津若松(着) 7 :22 9 :01 10 :34 14 :23 17 :19 20 :56

（下り）会津若松駅～小出駅 （平成29年4月1日現在）

（上り）小出駅～会津若松駅
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４ 月 の 診 療 体 制

本所外来担当 （受付終了時間は午後４時です）

◆健診や予防注射が予定されている場合は、終了までお待ちいただきます。

【内科健診】・２１日(金) 午後２時～ 金山小 ・２５日(火) 午後２時～ 金山中

.・２７日(木) 午後３時～ 横田小

【歯科健診】・１８日(火) 午後２時～ かねやまホーム ・２６日(水) 午前１０時３０分～ 金山小

・２７日(木) 午後２時４０分～ 横田小 ・２８日(金) 午前１０時３０分～ 金山中

◎インフルエンザが疑われる症状の方は、本所で受診ください（各出張所には隔離する部屋がないため）

金山町国民健康保険診療所 電話 ５４－２０３１

曜 午 前 午 後

月 押 部 先生 午後３時３０分まで休診（かねやまホーム出張診療）

火 押 部 先生 宮 下 病 院 医 師

水 押 部 先生 宮 下 病 院 医 師

木 押 部 先生 会 津 医 療 セ ン タ ー 医 師

金
宮 下 病 院 医 師

検査～かねやまホーム出張診療（押部先生）

沼沢出張診療所
J 毎週 水曜日

J 午後１：００～２：３０（受付午後２時まで）

J 担当医：押部先生

☎５５－３２５１

横田出張診療所
J 毎週 火曜日・木曜日

J 午後１：００～３：３０（受付午後３時まで）

J 担当医：押部先生

☎５６－４２４２

歯 科 診 療 案 内
J 月～金 午前９：００～１２：００ 午後１：００～５：００ （電話予約可能）

※上記以外の時間でも、可能な限り対応します。（仕事や学校に行く前、終わってから、など）

時間外診療を希望される方は、電話でご相談ください。

J 担当医 ： 市川先生

市川先生による無料歯科相談を行っています。希望される方は窓口にお申し込みください。

歯科診療休診のお知らせ

４月１９日（水）は、午前中休診とさせていただきますので、ご了承ください。
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４月の資源回収

町内全域

川口・沼沢地区のみ

西谷・本名・横田地区のみ

※粗大ごみについて、ベッド・ソファを出す際は布や骨組み、スプリング

等を部材ごとに分けて集積場に出していただくようお願いします。

※橫田小学校PTAによる資源回収は、2２日（土）に行います。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 ☎５４－５１３５

月 日 種 類

４月５日(水) プラスチック容器包装

８日(土) 段ボール

１３日(木) 粗大ごみ

１５日(土) 紙類

１９日(水) プラスチック容器包装

月 日 種 類

４月１３日（木）ペットボトル

１９日（水）缶類

２６日（水）びん類・不燃ごみ

月 日 種 類

４月 ５日（水）缶類

６日（木）ペットボトル

１２日（水）びん類・不燃ごみ


