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特別定額給付金の申請はお済みですか？

特別定額給付金は、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的に、一人につき

１０万円を給付するものです。

特別定額給付金の申請がお済みでない方は、申請漏れのないように、なるべく早く申請してくださ

い。申請書等の関係書類は、５月８日（金）に、各世帯主様に郵送でお送りしています。

なお、特別定額給付金を語るサギには、十分ご注意ください。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

子育て世帯への臨時特別給付金

生活支援のため、一時金を支給します。申請は不要です。ただし、公務員の方は申請が必要です

ので勤務先に問い合わせてください。

○支給対象者：令和２年３月・４月分の児童手当（特例給付は除く）を受給した方

○対 象 児 童：児童手当の令和２年４月分の対象となる児童。ただし、同年３月分の児童手当の対象

となっていれば、高校１年生も対象です。

○支 給 額：対象児童１人につき1万円

○支 給 時 期：令和２年６月（予定）

○支 給 方 法：児童手当を受給している口座に振り込みます。

※詳しくは下記にお問い合わせ下さい。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５
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イベント・行事等の

再開や延期・中止について

緊急事態宣言により、中止または延期の対応をとったイベント・行事等についての状況をお知らせ

します。

公共施設等の

休業等の解除について

感染症拡大防止のため、休業等の対応をとっていた公共施設等について、下記により解除等を行い

ます。ご利用、ご使用にあたっては、町民の皆様自らも感染症予防対策を徹底してください。

イベント・行事等 対応の内容

総合健診 延期（代替日は未定）

子宮がん・骨粗鬆症検診 延期（代替日は未定）

からだ楽々教室 ６月～再開

いきいき生活倶楽部 ６月～再開

ゆうゆうの会 ６月～再開

沼沢湖水まつり ８/１-２中止

本名御神楽岳山開き ６/７中止

金山小運動会 ５/３０中止

金山グラウンドゴルフ大会 ６/７中止

協会長杯ビーチバレーボール大会 ６/２１中止

町長杯ゲートボール大会 ６/２５中止

御神楽寄席 ７/４延期

県民スポーツ両沼大会 ７/５中止

町民登山 ８/１０中止

成人式 ８/１５予定を令和３年１月１０日（日）に延期

福島県消防操法大会両沼地方予選会 ７/１９中止

施設名 対応の内容

老人福祉センターゆうゆう館 ６/１～通常どおり

保養センターせせらぎ荘 ６/１～通常どおり

玉梨温泉 ５/２６～通常どおり（９：００～２１：００）

沼沢湖畔キャンプ場 ６/１～通常どおり

妖精美術館 ６/１～通常どおり

道の駅・こぶし館 ６/１～通常どおり

観光情報センター ６/１～通常どおり

大塩炭酸場 ６/１～給水施設のみ開放予定

町立小中学校 ５/２５～通常どおり

県立川口高等学校 ６/１～通常どおり（５/２５-２９段階的に再開）

開発センター及び各公民館 ６/１～通常どおり

御神楽館 ６/１～通常どおり

町民体育館 ６/１～通常どおり

大塩地区体育館 ６/１～通常どおり

芸能伝承館 ６/１～通常どおり

大塩グラウンド ６/１～通常どおり

新型コロナウイルス

関連ページ
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イベント開催の可否の判断目安

イベント等に関するイベント開催の可否の判断目安は、国で示す下記の基準に従い、当面の間、実

施の可否を検討していきます。

◎問い合わせ：新型コロナウイルス感染症対策本部 ☎５４－５１３５

詳しくは下記までお問い合わせ下さい。

◎問い合わせ：住民税務係 ☎５４－５１２１

屋内 １００人以下かつ収容定員の半分以下の参加人数

屋外 ２００人以下かつ人と人との距離を２ｍ程度確保

補足
人数や収容率によらず、密閉された空間等で大声を出すイベント等については、主催者

に慎重な対応を求める

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ

新型コロナウイルス

関連ページ

○ 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、１年間、地方
税の徴収の猶予を受けることができます。

○ 担保は不要です。延滞金もかかりません。
（注）猶予期間内での分割納付など、計画的に納付していただくことも可能です。

以下①②のいずれも満たす納税者が対象となります。

① 新型コロナウイルスの影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）において、
事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね２０％以上減少していること。

② 納入を行うことが困難であること。
（注）「納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考
慮に入れるなど、申請される方の状況に適切に対応します。

対象となる方

・ 令和２年２月１日から令和３年１月３１日までに納期限が到来する町県民税、法人住民税、固
定資産税などが対象になります。

・ これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税（他の猶予を受けているものを含む）に
ついても、遡ってこの特例を利用することができます。

・ ５月１日から２か月後、又は、納期限（納期限が延長された場合は延長後の期限）のいずれか
遅い日までに申請が必要です。

・ 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場
合は口頭によりお伺いします。

対象となる地方税

申請手続等
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緊急地震速報の試験放送を実施します

全国瞬時警報システム（J－ALERT）は、国からの情報（地震等）ですぐに対処が必要なものについ

て、町の防災無線で町民のみなさんにお知らせするものです。

このシステムを用いた試験放送を次の日程で実施しますので、実際の災害とお間違えのないように

ご注意ください。

○日 時 ６月１７日（水） 午前１０時頃

○放送内容 ｢ただ今から、訓練放送を行います｣

｢緊急地震速報チャイム音＋緊急地震速報。大地震です。これは、訓練放送です｣

｢これで訓練放送を終わります｣

◎問い合わせ：総務係 ☎５４－５２２２

危険物安全週間の実施について

６月７日から６月１３日までの期間、危険物安全週間が実施されます。

今年のスローガン

『訓練で 確かな信頼 積み重ね』

ガソリンなどの危険物は、少しの不注意で、大きな火事や事故を引き起こします。危険物を取り扱

う際には高温、火の気のある場所、燃えやすい物のそばを避け、風通しの良い場所に保管しましょう。

◎問い合わせ：会津坂下消防署金山出張所 ☎５５－３１００

役場庁舎内「クールビズ」実施をしています

役場庁舎内では、地球温暖化の防止及び省エネルギー化の推進のため「クールビズ」の取り組みを

下記の期間で実施しています。期間中、職員は「ノーネクタイ」「ノー上着」等の軽装による業務を実

施していますので、ご理解をお願いいたします。

なお、町民の皆様、関係者の皆様も、役場にご用の際は、軽装でご来庁ください。

期間 ５月１８日（月）～１０月３１日（土）
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６ 月 の 診 療 体 制

本所医科外来担当（受付終了時間は午後４時です）

※ 発熱、咳、息苦しさ、だるさなどの症状がある方は、必ず診療所に電話をしてから受診して

ください。また、そのような症状がある場合は、本所で受診してください。

◆ 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。

・３日(水) 午後１時～ 川高内科健診 ・１７日(水) 午後１時～ 川高内科健診

◎問い合わせ：金山町国民健康保険診療所 ☎５４－２０３１

曜 日 午 前 午 後

月 押部信之 先生
午後３時３０分まで休診
（かねやまホーム出張診療後診察）

火 押部信之 先生
午後３時３０分まで休診
（横田出張診療後診察）

水
３日、１７日 押部信之 先生 押部信之 先生

１０日、２４日 押部信之 先生 横山秀二先生 (宮下病院)

木 押部信之 先生 押部郁朗先生 (会津医療センター)

金 佐藤悠先生 (宮下病院) 横山秀二先生 (宮下病院)

横田出張診療所
○毎週 火曜日・木曜日

○午後１時３０分～３時００分

（受付午後２時３０分まで）

○担当医：押部信之先生

☎５６－４２４２

沼沢出張診療所
○６月診療日：１０日（水）、２４日（水）

○午後１時３０分～２時３０分

（受付午後２時まで）

○担当医：押部信之先生

☎５５－３２５１

歯 科 診 療 案 内 【担当医：市川公久先生】

○ 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ので、電話でご相談ください。

【 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。

・ ２日(火) 午後 かねやまホーム訪問診療 ・ ９日(火) 終日 金山小歯科教室

・１６日(火) 午後 かねやまホーム訪問診療 ・１８日(木) 午後 三島町出張
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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。

参加される方は、【 自宅で体温を測定 】し、【 マスク着用 】でお越しください。会場でも新型

コロナウイルス感染予防対策を十分に講じますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

○日 時 ６月１６日（火）中川（ゆうゆう館）午前９時３０分～午前１１時

(場 所) ６月１８日（木）横田（横田公民館）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、当日配布いたします）

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

献血ご協力のお願い

全国的に新型コロナウィルス感染症の心配がある状況ですが、現在、輸血用血液が不足しています。

輸血用血液の安定確保のため、皆様のあたたかいご協力をお願いします。

○日 時 ６月１１日（木）（開発センター前）午前１０時から正午

(場 所)

○感染症対策について

献血車内や待合場所等の換気・消毒、受付時の検温の実施、マスクの着用徹底など、感染症対策を

行った上で実施いたします。献血にあたっては、皆様のご理解とご協力を重ねてお願いします。

※お薬を服用されている方でも、薬の種類によっては献血することができます。詳しくは受付時に

ご確認ください。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

・発熱や咳などの症状がある方、体調がすぐれない方は参加をご遠慮ください。

・新型コロナウイルスの感染状況により、中止となることもあります。その際は、防災

無線でお知らせいたします。
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油断大敵！ 農作業中の熱中症
「自分は大丈夫」 「外仕事には慣れてる」 「のども乾かない」

☀ 暑いときの作業は極力さけましょう

年齢を重ねると暑さを感じづらくなります。

☀ こまめに休憩

日陰で休み、手足を露出して体温を下げましょう。

☀ のどが乾かなくても水分補給

２０分ごとにコップ１～２杯の水分補給。

☀ 暑さをさける服装を

帽子は必ず被る。 風を通しやすく、汗が乾きやすい、脱ぎ着しやすい服装を。

☀ 一人で作業しないで

２人以上で作業するか、時間を決めて声かけを。

◎問い合わせ：農林係 ☎５４－５３２１

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、生産者登

録をした方から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５月１９日（火）時点）

※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。

※新規生産者登録を行った方は、出荷前のモニタリング検査にご協力をお願いします。

※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

検査状況 品目名

実施済み

（生産者登録した方のみ販売できます）
ふきのとう、こごみ、うど、ふき、わらび、

たらのめ、ぜんまい

未実施

（販売・提供できません）
うるい、えら、みず、しどけ、さんしょう

そんなあなたは

熱中症に注意です！
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電気柵設置の事前相談について

集落や共同で電気柵設置補助を利用する場合、事前に設置する場所や台数等について産業係との相

談が必要です。

電気柵は、作付け直後から設置すると、被害防止効果が高く、収穫直前の設置は効果が低くなりま

す。

本年度の補助金の活用をお考えの際はお早めにご相談ください。

なお、個人設置分については今までと同様に随時受け付けています。

◎問い合わせ：産業係 ☎ ５４－５３２２

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。

この度、令和３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

望される方や相談を希望する方は、上下水道係までごお問い合わせください。

○合併処理浄化槽使用までの流れ
申請（加入者）→測量の実施（町）→加入者負担金の納入→浄化槽設置工事→宅内の排水等の工事

（個人負担）→使用開始（以降毎月浄化槽使用料の納入）

※浄化槽設置工事は、測量の翌年度になる場合があります。

○受付期間
令和２年９月３０日までに上下水道係までにご連絡ください。

なお、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。

◎問い合わせ：上下水道係 ☎５４－５３１５

県立宮下病院新院長のあいさつ

宮下病院長 横山 秀二

４月より宮下病院の院長に着任いたしました。出身は会津美里町（旧会津高田町）です。これまで

大学病院をはじめ県内の病院で研修を重ね、会津医療センターの開院を機に会津に戻りましたが、あ

らためて会津の良さを実感しております。専門分野は耳鼻咽喉科で、脳と眼を除いた頭の先から首の

付け根までの病気が担当になります。小児から高齢者まで、幅広い年齢の方々の病気に接してきた経

験を活かしながら、地域の方々の健康維持に努めていきたいと思います。引き続き宮下病院共々、ご

支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。

◎問い合わせ：福島県立宮下病院 ☎５２－２３２１
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国家公務員「税務職員採用試験」

（高校卒業程度）のお知らせ

仙台国税局では、税務のスペシャリストとして活躍するバイタリティあふれる税務職員を募集して

います。

国の財政を支える税務職員に、あなたもチャレンジしてみませんか？

○ 受験資格
１ 令和２年４月１日において高校卒業後３年後を経過していない者、及び令和３年３月までに高校

を卒業する見込みの者

２ 人事院が１に掲げる者に準ずると認める者

○ 受験申込受付期間
令和２年６月２２日（月）から７月１日（水）まで

○ 受験申込方法
受験申込はインターネット申込みとする

国家公務員試験採用情報NAVI（https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html）

○ 第１次試験日
令和２年９月６日（日）

◎問い合わせ：仙台国税局人事第二課試験研修係 ☎０２２－２６３－１１１１

（内線３２３６）

人事院東北事務局 ☎０２２－２２１－２０２２

多重債務・貸金業に関する相談窓口

財務省福島財務事務所では、返済しきれないほどの借金を抱え、お悩みの方からの相談に応じてい

ます。借金の状況をお聞きし、必要に応じ弁護士・司法書士などの専門家に引き継ぎを行います。秘

密厳守、相談無料です。お気軽にご相談ください。

また、国や県の登録を受けずに貸金業を営む、いわゆる「ヤミ金融」業者には十分ご注意ください。

ご利用されている貸金業者の登録状況に関する問い合わせや不正に利用されている預貯金口座に関す

る相談も受け付けています。

○相談窓口 福島市松木町１３－２

財務省福島財務事務所 理財課

○受付時間 月曜日～金曜日（祝日、年末年始除く）

午前８時３０分～正午、午後１時００分～午後４時００分

◎問い合わせ：財務省福島財務事務所 理財課

多重債務者相談窓口専用 ☎０２４－５３３－００６４
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６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

※びんは雨水が入らないように、立てずに横に倒して出し
てください。

※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。

※ペットボトルは、水で中を洗い、キャップとラベルをは
がしてから出してください。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

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

１７日(水) プラスチック容器包装

月 日 種 類

６月１７日(水) 缶類

２４日(水) びん類、不燃ごみ

月 日 種 類

６月 ３日(水) 缶類

１０日(水) びん類、不燃ごみ


