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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～

からだ楽々教室では、自宅でできる体のケアやトレーニングの方法を学びます。誰でも簡単にでき

るストレッチで、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 ４月２１日（火） 午前９時３０分～午前１１時 横田公民館（横 田）

(場 所) ４月２２日（水） 午前９時３０分～午前１１時 ゆうゆう館（中 川）

○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
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地域の魅力向上応援事業の募集について

住民による地域の魅力ある資源を活かした町づくりを応援するため、「令和２年度地域の魅力向上応

援事業」を下記のとおり募集しますので、補助を希望される団体等は担当係までご連絡ください。

１．補助の内容

【補助金の名称】地域の魅力向上応援事業

【対 象 事 業】「魅力ある町づくり」を主眼とした地域づくりに貢献することが認められる事業

※宗教・政治活動、特定の主義主張に関する活動、地域性がないもの及び国県等の

他の補助金を受けている事業は対象となりません。

事業例 ・特産品開発の機材購入や人材育成

・地域資源を活用した町内外への広報活動

・伝統文化の継承や保存活動

・観光資源の保全や広報活動 など

【対 象 団 体】行政区、地区組織、住民（５人以上）で構成するグループ等

（個人、企業は対象外）

【実 施 期 間】令和２年度中に実施（年度内完了）

【補 助 額】補助金の上限額は３０万円とする

※対象事業は補助対象経費が１０万円以上の事業に限る

【補 助 率】補助対象経費の４／５

【補助対象経費】町づくりに必要な研修講師等の報償、旅費、需用費、原材料費（花苗等）及び備

品購入費

※運営費及び飲食費は対象外

２．募 集 期 間

５月２０日（水）まで

３．そ の 他

応募の際は、募集要綱にある事業計画書を提出していただきます。なお、応募状況により選考

とさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

◎問い合わせ:復興政策係 ☎５４－５２０３
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農業委員及び農地利用最適化推進委員募集について

町では、現在の農業委員・農地利用最適化推進委員が本年７月に任期満了を迎えるにあたり、金山

町農業委員会の委員等の定数に関する条例等に基づき、農業委員・農地利用最適化推進委員を下記の

とおり募集します。

１．定 数

農業委員１２人

農地利用最適化推進委員３人

※どちらにも推薦、応募できますが、どちらか一方の委員にしかなれません。

２．任 期

令和２年７月２０日から令和５年７月１９日（３年間）

（※農地利用最適化推進委員については、農業委員会から委嘱された日から令和５年７月１９日）

３．募集期間

４月１日より４月３０日

４．推薦・応募の方法

金山町役場産業課農林係または横田出張所で用紙を交付しますので、必要事項を記入し提出してく

ださい。

◎問い合わせ：農林係 ☎５４－５３２１

農作業機付き農耕トラクタの公道走行が可能です

ロータリーなどの直接型作業機を装着した状態のトラクターが、一定の条件を満たした場合に、公

道走行が可能となりました。

なお、直接作業機を装着した状態で全幅１．７メートルを超えると「大型特殊免許」が必要となり

ますので、ご注意ください。

詳しくは、次にお問い合わせください。

・お近くの農機販売店

・一般社団法人 日本農業機械工業会（☎０３－３４３３－０４１５）

◎問い合わせ：農林係・農業委員会事務局 ☎５４－５３２１

一定の条件…灯火器類、作業機の幅、最高速度、運転免許ナンバープレートなどの確認が必要です。
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野生山菜の販売・提供に注意

野生山菜の販売（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、登録済み

の生産者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、自ら採取した山菜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、山菜の販売はできません。

主要な山菜のモニタリング検査実施状況（令和２年）

※３月１８日（水）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。

※金山町産のこしあぶらは出荷制限を受けているため販売できません。

◎問い合わせ： 産業係 ☎５４－５３２２

只見線復旧工事に伴う滝ダム上流の水位低下について

JR只見線の第８只見川橋梁（只見町大字塩沢地内）の復旧工事に伴い、滝ダム上流の水位が４月下

旬頃から徐々に低下しますので、お知らせします。

なお、滝ダム上流の水位が低下している期間は５月上旬から１０月中旬頃の予定です。

◎問い合わせ:復興政策係 ☎５４－５２０３

河川美化の作業団体を募集します

町は河川周辺の美化作業を行う団体を募集します。

○作業箇所 町内の一級河川

○作業内容 河川周辺の草刈りなど

○募集締切 ４月１日（水）

※詳細については、建設係にご連絡ください。

◎問い合わせ：建設係 ☎５４－５３１１

検査状況 品目名（検査結果）※単位（Bq/kg）

実施済み

（登録済みの生産者のみ販売できます） ふきのとう

未実施

（販売できません）

うど、ふき、こごみ、わらび、うるい、えら、みず、

しどけ、たらのめ、さんしょう、ぜんまい
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各種補助金の募集のお知らせ

１ 有害鳥獣対策用電気柵等の設置費用の補助

２ フリーズドライ等の利用補助

３ 農林水産物加工施設等の補助

４ 耕作放棄地の農地への回復補助

※補助事業として実施するには各種条件がありますので詳しくはお問い合わせください。

◎問い合わせ：産業係 ☎５４－５３２２

コロナウィルス対応に伴う各種学校の

休校による休業補償について

コロナウィルス対応のため、休校した各種学校児童・生徒の保護者である個人事業主または、従業

員がいる事業主に対する休業補償（有給休暇は除く）申請が始まりました。

補 償 額 個人事業主 ４，１００円 事業主 ８，３３０円

申請期限 ６月３０日

◎問い合わせ：学校等休業助成金・支援金等相談センター ☎０１２０－６０－３９９９

産業係 ☎５４－５３２２

申請の区別 補助対象 補助率 上限

個人設置事業補助 金山町に住所を有する世帯等
１／２ ２万５千円

（４台まで）

団体等設置事業補助 金山町に住所を有する団体等 ２／３ ２１万円

行政区設置事業補助 行政区長 ３／４ ６０万円

補助対象 補助率 補助利用制限

フリーズドライで、加工

品を製造するもの
２／３ １世帯３回まで

補助対象 補助率 補助利用制限

町内の農林水産業を営

むもの
１０／１０

施設又は設備 ２００万

加工に必要な備品 １００万

補助対象 補助率 補助対象費用

耕作放棄地再生に取り

組む農業者団体等
１０／１０

２年以上作付けされない田畑の再生に

使用する重機借上料
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戦没者等のご遺族の方へ

第十一回特別弔慰金の請求が始まります

第十一回特別弔慰金は、今日の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に、国とし

て改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。

請求期間

令和２年４月１日～令和５年３月３１日です。

基本的な支給要件

１．令和２年３月３１日までに、軍人・軍属・準軍属が公務上又は勤務に関連して死亡

していること。

２．令和２年４月１日に、その戦没者等の死亡に関し、公務扶助料等の年金給付の受給

権を有する者が遺族の中に一人もいないこと。

３．令和２年４月１日までに援護法の弔慰金の受給権を取得していること。

※４月は窓口が大変込み合うことが予想されます。

５月以降のご来庁によるお手続きにご協力願います。

◎問い合わせ：住民税務係 ☎５４―５１３１

原子力損害賠償紛争解決センター支所移転のお知らせ

会津若松市一箕町松長にある原子力損害賠償紛争解決センター福島事務所会津支所は、令和２年４

月１日より、福島県会津若松合同庁舎新館２階ミーティング２へ移転しました。

業務日及び開所時間は、毎週火曜日・木曜日（祝日除く）の９時～１７時となります。

地方公共団体や関係団体と連携しながら、説明会への協力や広報活動を推進し、適切な賠償が実現

されるよう努めてまいります。

◎問い合わせ：原子力損害賠償紛争解決センター ☎０１２０－３７７－１５５
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春の全国交通安全運動が始まります

この運動は、交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールを正しく守り、日頃から事故に遭わな

いよう交通事故防止の意識を高めることを目的としています。

１．期 間

・運動期間４月６日（月）から１５日（水）までの１０日間

・交通事故死ゼロを目指す日 ４月１０日（金）

２．運動のスローガン

「スマホより 横断歩道の 僕を見て」

◎問い合わせ：金山町交通対策協議会 ☎５４－５２２２

山火事に注意しましょう

空気が乾燥し火災が発生しやすい季節が続いています。山火事の多くは春先に集中して発生してい

ます。春先は、行楽や山菜採りのために山に入る人が増加するほか、農作業に由来する枯草焼きなど

が山林に飛び火することも原因となっています。

山火事のほとんどは、人の不注意によって発生しています。一人ひとりが森林の大切さを認識し、

防災意識を高めることが最も大切です。火災が発生した場合や発見した際には無理して消火しようと

せず、速やかに１１９番通報して下さい。

◎問い合わせ：会津坂下消防署金山出張所 ☎５５－３１００

火災・救急は１１９番



8

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。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

月 日 種 類

４月 １日(水) プラスチック容器包装

４日(土) 段ボール

１１日(土) 紙類

１５日(水) プラスチック容器包装

１６日(木) 粗大ごみ

月 日 種 類

４月 ９日（木）ペットボトル

１５日（水）缶類

２２日（水）びん類・不燃ごみ

月 日 種 類

４月 １日（水）缶類

２日（木）ペットボトル

８日（水）びん類・不燃ごみ


