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料理教室参加者を募集します

福島の食文化研究家･管理栄養士の平出美穂子さんをお招きして、

金山の食材を使った“ふるさとの味”“おふくろの味”を教えていただきます。

○日 時 １１月３０日（土）午前９時３０分から午後１時

○場 所 開発センター ２階 調理室

○講 師 平出美穂子さん（会津若松市）

○内 容 揚げそばがきみぞれがけ他

○参加費 １，０００円（予定）

○持ち物 エプロン、三角巾

○申込み １１月２５日（月）まで

※内容などの詳細は、個別に通知します。

◎問い合わせ：中央公民館 ☎５４－５３３３

令和元年１０月２４日発行／第７９号

発行／金山町 電話５４－５１１１ 編集／総務課企画財政係

お知らせ版

目 次

料理教室参加者を募集します ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ページ

診療所だより ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２～３ページ

インフルエンザ予防接種が始まります！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ページ

金山町プレミアム付商品券事業・出張販売について ・・・・・・・・・・・・・・・５ページ

「うるし」「らでん」と「金粉」でブローチを作りませんか？ ・・・・・・・・・・・６ページ

からだ楽々教室参加者を募集します/第６回金山の未来を考える会議 ・・・・・・・・７ページ

合併浄化槽設置希望者の募集について/宮下病院からのお知らせ ・・・・・・・・・・８ページ

蜜蜂を飼う方は届出が必要です ・・・･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ページ

野生のきのこや木の実の販売・提供に注意/最低賃金が引き上げられました ・・・・１０ページ

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間/奥会津地域における森林管理と防災 １１ページ

１１月の資源回収 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ページ

かぼまる



2

診療所だより
１１ 月 の 診 療 体 制

※ １１月１０日（日）は休日救急当番で、医科のみ診療します。（午前９時～午後４時）

本所医科外来担当（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。

・２８日(木) 午後２時～ 乳幼児健診

※ ２９日（金）は、都合により午後１時から３時３０分頃まで休診とさせていただきます。

曜 日 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 浅野 先生（宮下病院医師）

水
６日、２０日 押部 先生 押部 先生

１３日、２７日 押部 先生 浅野 先生（宮下病院医師）

木 押部 先生 町野 先生（会津医療センター医師）

金 浅野 先生（宮下病院医師） 佐藤 先生（宮下病院医師）

歯 科 診 療 案 内
○ 月～金 午前９時～正午、午後１時～午後５時 （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。

○ 担当医 ： 市川先生

【 歯科休診のお知らせ 】
○ 下記のとおり歯科医師が不在となりますので、ご了承ください。

・ ５日(火) 午後 かねやまホーム訪問診療 ・１９日(火) 午後 かねやまホーム訪問診療

・２８日(木) 午後２時～ 乳幼児健診

横田出張診療所
○ 毎週 火曜日・木曜日

○ 午後１時３０分～午後３時３０分
（受付午後３時まで）

○ 担当医：押部先生

電話 ５６－４２４２

沼沢出張診療所
○ 毎月第２・第４水曜日

１１月診療日：１３日、２７日

○ 午後１時３０分～午後２時３０分
（受付午後２時まで）

○ 担当医：押部先生

電話 ５５－３２５１
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□ インフルエンザ予防接種について
１１月１日（金）から、インフルエンザの予防接種を開始します。

本所のほか、各出張診療所でも接種できます。接種に際しては、次の点に注意して

ください。

○ 接種料金について

全額自己負担の方の接種料金は４，５００円です。

年齢等により接種料金の助成があります。詳しくは本紙４ページをご覧ください。

○ 接種はかかりつけ医で

インフルエンザの予防接種は、かかりつけ医での接種が原則です。他の医療機関

では、接種者の健康状態がわからず、接種してよいか判断に困るためです。

都合によりかかりつけ医以外で接種したい場合は、必ず事前にかかりつけ医から

接種してもよい旨の了承をもらっておいてください。

□ 各種歯科検診について
診療所で下記の歯科検診を実施していますので、ぜひ受診してください。

受診の際は電話での予約をお願いいたします。

◎問い合わせ：金山町国民健康保険診療所 ☎５４－２０３１

後期高齢者歯科健診 町国保歯周病検診

対象者
後期高齢者医療保険被保険者で、

前年度７５歳になった方

金山町国民健康保険被保険者で、

４０歳以上の方

費用（自己負担） 無料 ５００円

検診期間 １１月２９日まで １２月２７日まで

これからインフルエンザが流行する時期に入ります。予防接種を受け

てもインフルエンザにかかる場合もあります。うがい、手洗いなどをこ

まめに行い、インフルエンザにかからないようにしましょう。

※ インフルエンザが疑われる症状の方は、本所で受診してください。各

出張診療所には隔離する部屋が無いためです。

お知らせ
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インフルエンザ予防接種が始まります！
この冬の流行に備えたインフルエンザの予防接種が始まります。本格的な流行の前

に、希望される方は早めに接種してください。

金山町では、インフルエンザの予防接種を受ける方に対して、下記のとおり接種費

用の一部を助成します。

１ 対 象 者 金山町に住民登録をしている方が対象です。

２ 接種期間 令和元年１１月１日（金）から令和２年１月３１日（金）まで

３ 接種手続 予防接種を受けるときは、医療機関に接種可能かどうかを確認し、

予約をしてから受けてください。

４ 接種回数 １３歳未満の方は２回、それ以外の方は１回です。

基礎疾患（慢性疾患）をおもちの方は、医師の判断により２回に

なることもあります。くわしくは医師におたずねください。

※２ 心臓、腎臓又は呼吸器の機能に、自己の身辺の日常生活が極度に制限され

る程度の障害がある方、ヒト免疫不全ウイルスにより、日常生活がほとんど

不可能な程度の障害がある方

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

５ 接種費用
区 分 本人負担額

生活保護世帯、町民税非課税世帯 無料 ※１

課

税

世

帯

妊婦 無料

０歳～高校生まで 無料

高校卒業～６５歳未満まで 全額負担

６５歳以上 １,０００円

６０歳以上６５歳未満で

※２に該当する方
１,０００円

※１ 生活保護世帯及び町民税非課税世帯の方へ

役場住民課で「インフルエンザワクチン接種費用助成事業対象者証明書」の交付

を受けて、医療機関に提示してください。負担額は無料となります。

なお、証明書の交付を受けずに接種を受けた場合は、一度負担額を医療機関に支

払っていただきますが、後日その領収書と接種済証明書を添付して役場住民課に申

請していただければ、負担額相当分を払い戻します。
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金山町プレミアム付商品券事業

プレミアム付商品券事業がすでに始まっています。

この事業は、今年１０月からの消費税増税に合わせて、家計の負担軽減と、地域の

消費拡大を目的に行う事業です。金山町内の商店（加盟店）等で使える商品券が、『妖

精の里商品券』より更にお得に購入できます。（デザインは、『妖精の里商品券』と同

じです。）

５，０００円分の商品券を４，０００円で購入でき、一人に付き最大２５，０００

円分まで購入できます。商品券の使用期間は、令和元年１０月１日から令和２年３月

３１日までです。

下記の対象の①の方は、申請が必要です。対象と思われる方には、８月に申請用紙

をお送りしています。商品券の購入を希望される方は、お早めに申請してください。

なお、申請の期限は令和２年１月３１日（金）までです。

対 象

①．２０１９年度分の住民税（均等割）が非課税の方

※ただし、住民税が課税されている方に扶養されている方や生活保護の受給者等は、

対象になりません。

②．小さな乳幼児がいる子育て世帯

２０１６年４月２日から２０１９年９月３０日までに生まれた子がいる世帯

◎問い合わせ：申請や購入引換券に関すること 保健福祉係 ☎５４－５１３５

商品券や加盟店に関すること 産 業 係 ☎５４－５３２２

金山町プレミアム付商品券を出張販売します

○販売日時 １１月 ７日（木）

１１月２１日（木） ※両日とも午前１０時から午後１時

○販売場所 横田出張所

※金山町プレミアム付商品券の引換券をお持ちの方のみ購入できます。

◎問い合わせ：産業係 ☎５４－５３２２
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全４回とも、午後１時３０分から午後３時まで

「うるし」「らでん」「金粉」でブローチ

を作りませんか？

日本の伝統工芸「うるし」「らでん」「金粉」をつかった手作りブローチ教室を開催

します。

・伝統工芸に興味のある方

・自分だけのアクセサリーを手作りしたい方

この機会にぜひお申し込みください！ 料金はかかりません。

らでん…真珠のような光沢を持つ貝殻の部分を細かく切り出し、漆地にはめこむ伝
うるし じ

統工芸です。

○日 時（全４回）

おおおお１１月２１日（木）

おおおお１１月２８日（木）

おおおお１２月 ５日（木）

おおおお１２月１２日（木）

○場 所 金山町開発センター ２階 研修室

○募集人数

５名～６名程度

○講 師 蒔絵師 大竹信一さん（会津塗伝統工芸士 山入ご出身）

○申込期間 １０月２８日（月）から１１月８日（金）まで

◎問い合わせ：農林係 ☎５４－５３２１

全４回で１つのブローチが完成しますので、４回すべて

に参加できる方を募集します。
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からだ楽々教室参加者を募集します

～しなやかな・からだづくり～

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です。誰でも簡単に

できるストレッチを実施します。普段使わない筋肉を伸ばしたりします。運動しやす

い服装でぜひ、ご参加ください。

○日 時１１月２６日（火）横田（横田公民館）午前９時３０分～午前１１時

(場 所)１１月２７日（水）中川（ゆうゆう館）午前９時３０分～午前１１時

○参加費 １５０円

○持ち物 健康手帳（お持ちでない方は、当日配付いたします）

○講 師 島田一郎さん

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

第６回金山の未来を考える会議

金山の未来を考える会議の第６回目（最終回）は「実行スケジュールづくりと意見

交換」をテーマに行います。どなたでも参加出来ますので、みなさまぜひ、ご参加く

ださい。

○日 時 １１月８日（金）午後６時３０分～午後８時３０分

１１月９日（土）午前９時３０分～正午

○場 所 金山町開発センター３階大会議室

○講 師 総務省地域力創造アドバイザー 大滝聡さん

◎問い合わせ…復興政策係 ☎５４－５２０３
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合併処理浄化槽設置希望者の募集について

町では平成１４年度より合併処理浄化槽設置の事業を進めています。合併処理浄化

槽を設置することにより、トイレの水洗化が図られるとともに、トイレ以外にも台所

や風呂場から発生する生活雑排水をきれいな水に再生し、排水により発生していた悪

臭や、蝿・蚊といった害虫の発生を防ぎ、住宅周辺の環境を改善することができます。

この度、令和２年度以降に合併処理浄化槽の設置を希望される方の募集を行います

ので、設置を希望される方や話を聞いてみたい方は、上下水道係までご連絡ください。

○浄化槽設置の条件等

現在、生活雑排水を排水しているところに、浄化槽の処理水を排水できる方

※役場と測量業者で現地を確認し、現地の状況によっては設置できない場合があり

ます。

○受付期間

１２月２日（月）まで上下水道係までにご連絡ください。

◎問い合わせ：上下水道係 ☎５４－５３１５

宮下病院からのお知らせ

宮下病院では、毎週木曜日愛ばんしょ外来を開設しています。

○時 間 健康教室 午前１０時３０分～午前１１時

（健康教室内容・時間は、都合により変更になる場合があります。）

○場 所 宮下病院 外来待合室 ※費用は無料、予約は不要です。

◎問い合わせ：宮下病院 ☎５２－２３２１

１１月 ７日（木） 健康教室 「正しい手洗いとうがい方法」講師：看護師

１１月１４日（木） 健康教室 「食中毒」 講師：栄養士

１１月２１日（木） 健康教室 「正しい手洗いとうがい方法」講師：看護師

１１月２６日（火） 住民交流事業 「赤ベコ絵付け体験」 講師：清柳苑職員

１１月２８日（木） 健康教室 「食中毒」 講師：栄養士
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蜜蜂を飼う方は、届出が必要です

養蜂振興法などにより、蜜蜂を飼育する方は、福島県に届出が必要です。

○届出が必要な方

・蜜蜂を通年で飼育する方

・蜂蜜や蜜蜂などを譲渡したり販売したりする方

※家畜伝染病予防法等により、届出がされた蜂群を対象に、毎年福島県による腐蛆病

（ふそ病）の検査があります。腐蛆病は、感染した幼虫やサナギを死に至らせ、蜂群

に壊滅的な被害を及ぼす家畜伝染病です。

○届出が不要な方

・採った蜂蜜などを販売せず、花粉交配用に使用する時期だけ蜜蜂を飼う方

・巣箱などを設置せず、野生の蜜蜂の自然巣から蜂蜜などを採る方

○届 出 の 様 式

福島県のホームページからダウンロードできます。

ホーム→組織で探す→畜産課→蜜蜂の飼育に関する手続きのご案内

※金山町役場 産業課 農林係でも用意できます。

○届 出 の 期 日

毎年１月３１日まで

○提出先・問い合わせ先

福島県会津家畜保健衛生所

住所：〒965-0077 福島県会津若松市高野町上高野字村前９０

電話：０２４２－２５－０５９９

◎問い合わせ：農林係 ☎５４－５３２１
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「野生きのこ」や「木の実」の

販売・提供に注意

野生きのこや木の実の販売（卸売り含む）、加工品の製造、宿泊や飲食施設で食事を

提供する際には、生産者登録をした方より放射性物質の検査を行ったものを仕入れて

使用してください。

なお、自ら採取したきのこや木の実を使用する場合も生産者登録が必要ですのでご

注意ください。

※生産者登録を行わない場合、きのこや木の実の販売はできません。

１１月の放射性物質モニタリング検査実施予定日

主要なきのこや木の実のモニタリング検査実施状況

※１０月１８日（金）時点の検査実施状況です。

※原則火曜日の検査を受ける場合は前週の木曜日までに、金曜の検査を受ける場

合は火曜日までに産業係へお持ちください。

◎問い合わせ：産業係 ☎５４－５３２２

福島県最低賃金が引き上げられました

時給 ７９８円（改正前７７２円）

※臨時・パートタイム・アルバイトに関係無く全ての雇用形態に適用されます。

※産業別最低賃金が適用される職種は産業別最低賃金が適用されます。

◎問い合わせ：福島労働局賃金室 ☎０２４－５３６－４６０４

１日（金） ５日（火） ８日（金） １２日（火）

１５日（金） １９日（火） ２２日（金） ２６日（火） ２９日（金）

検査状況 品目名（検査結果）

実施済み

（生産登録者のみ販売できます）
まつたけ、ならたけ、まいたけ、くるみ

未実施

（出荷・販売できません）

なめこ、むきたけ、ほんしめじ、くりたけ、

くり、とち
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全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

福島地方法務局と福島県人権擁護委員連合会は、夫・パートナーからの暴力やスト

ーカーなど女性をめぐる様々な人権問題の解決を図るため、電話相談の取組を強化実

施します。

人権擁護委員及び法務局員が相談に応じ、秘密は守られます。相談は無料ですので、

お気軽にご相談ください。

なお、強化週間の期間以外の日（土・日・祝日を除く。）でも、午前８時３０分から

午後５時１５分まで、相談に応じていますので、ご利用ください。

○期間

１１月１８日（月）から１１月２４日（日）まで

○時間

午前８時３０分から午後７時まで

※ただし、１１月２３日（土）と１１月２４日（日）は午前１０時から午後５時ま

でです。

◎問い合わせ：福島地方法務局人権擁護課 ☎０２４－５３４－１９９４

全国共通ナビダイヤル ☎０５７０－０７０－８１０

奥会津地域における適切な森林管理と防災・減災

国立環境研究所による研究紹介などが行われますので、お気軽にお越しください。

○日 時 １０月２６日（土）

午後２時から午後４時（受付開始午後１時３０分）

○会 場 三島町交流センター山びこ

※参加費、事前申し込みは不要です。

※詳しくは、三島町ホームページをご覧ください。

◎問い合わせ：国立環境研究所福島支部 地域環境創生研究室

☎０２４７－６１－６５７２（平日午前９時～午後５時）
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１１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。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

月 日 種 類

１１月 ２日(土) 段ボール

６日(水) プラスチック容器包装

７日(木) ペットボトル

９日(土) 紙類

１４日(木) 粗大ごみ

２０日(水) プラスチック容器包装

月 日 種 類

１１月２０日(水） 缶類

２７日(水) びん類、不燃ごみ

月 日 種 類

１１月 ６日(水) 缶類

１３日(水) びん類、不燃ごみ


