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クマによる人身事故に注意

最近、県内で農作業をしていた男性１人がクマに襲われ、軽傷を負う事故が発生しました。特に朝

夕の時間帯に人身事故が発生しているので、次の点に注意してください。

・熊鈴や手を叩くなど、音でクマに人間の存在を知らせる。

・クマを見かけたり、気配を感じたら背を向けて逃げずに、

ゆっくりと後ろに下がって引き返す。

・特に早朝や夕方は、家の近くや農作業小屋等にクマが潜ん

でいることがあるため、いきなり扉を開けない。

◎問い合わせ：産業係 ☎５４－５３２２

空家等の外観調査を実施しています

本年度、町では、空家等対策の推進に関する特別措置法及び金山町空

家等対策計画に基づき、空家実態把握のために調査を実施しています。

次の調査員が町内にある空家の外観撮影などを行っていますので、ご

理解ください。

○委 託 先 行政書士西脇優事務所

○調査期間 １２月まで

◎問い合わせ：復興政策係 ☎５４－５２０３
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熱中症にご注意ください！

暑い日が続いているため、熱中症になるリスクが高まっています。熱中症にならないために下記の

ことに注意し、予防しましょう。

また、今年度は新型コロナウイルス感染症予防のため、マスクの着用が習慣になっているかと思い

ます。マスク着用中はのどの渇きを感じにくくなるため、例年以上に気をつけることが重要です。

○暑さを避ける

農作業などの野外での活動時には帽子を着用し、風を通しやすく

汗が乾きやすい服装で活動する。休憩は日陰でとること。

○こまめに水分補給

室内外問わず、のどの渇きを感じなくてもこまめに水分を補給す

るように心掛ける。２０分ごとにコップ１～２杯程度を目安に水分

補給をすること。

○一人で作業をしない

作業をする際は２人以上で行うこと。時間を決めて声をかけ合う

などお互いに熱中症に注意しましょう。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

農林係 ☎５４－５３２１

海外から突然届く「謎の種」

開けないで！植えないで！

注文していない植物の種が、海外から突然郵送されてくる事例が全国的に相次いでいます。送り主

や目的も不明で、詐欺の可能性も報道されています。外装に中国語や英語が表示されています。

もし、注文していない植物の種が届いたら、包装を開けずにそのままの状態で、下記の植物防疫所

にご相談ください。外装が未開封の場合は、配達後に受取拒否ができますので、郵便局へご相談くだ

さい。もし開けてしまっても、庭やプランターなどに絶対に種を植えないでください。

◎問い合わせ：産業係 ☎５４－５３２２

奥会津ごっつおまつりの中止について

令和２年１０月２４日（土）～２５日（日）に開催を予定していました奥会津ごっつおまつりは、

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中と来場される皆様の安全に配慮するため中止とします。

◎問い合わせ：観光係 ☎５４－５３２７

横浜植物防疫所（業務部）

☎０４５－２１１－７１５３
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害虫駆除の補助金が受けられます

日常生活に害を及ぼすおそれのある害虫を、業者に依頼して駆除を行う方に対し補助を行います。

（年度ごとに１回、申請ができます）

○対象害虫 カメムシ、スズメバチ、シロアリなど

○対象物件 一般住宅または居住用の建物、地区集会所、宿泊施設など

○補 助 率 費用にかかった金額のうち上限を３０，０００円として、課税世帯が最大で１／２、

非課税世帯が最大で７／１０です。世帯区分は、町民税確定後の区分で判定します。

ただし、次の方は補助の対象外となります。

○農業などの用途に使用するもの

○町税などを滞納されている方

○申請者自身で物品を購入して駆除を実施した場合

補助金を希望される方は、領収書を持参のうえ、保

健福祉係、または橫田出張所に申請をしてください。

なお、詳しくは下記にお問い合わせください。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

新型コロナ経済対策

妖精の里商品券（プレミアム２５％）発売！

９月１日より新型コロナ経済対策として、２５％プレミアム付き妖精の里商品券を発売します。

発行総額は５，０００万円。１冊４，０００円で購入し５，０００円分ご利用いただけます。

○発 売 ９月１日（火）から（なくなり次第終了）

〇種 類 額面５００円券×１０枚綴りを４，０００円で販売

４，０００円で５，０００円分の商品券（プレミアム２５％）

○利用期間 令和２年９月１日（火）～令和３年２月２８日（日）まで

〇購入限度額 お一人１６万円。 但し、１世帯（１家族）最高６０万円まで。

◎問い合わせ：金山町商工会 ☎５４－２３１１

金山町社会福祉協議会からのお知らせ

今年度、開催予定でありました下記の事業は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止としま

す。みなさとのご理解をよろしくお願いします。

○福祉のつどい

○一人暮らし親睦旅行

○一人暮らしのつどい

◎問い合わせ：金山町社会福祉協議会 ☎５５－３３３６
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金山町国保被保険者を対象とした

歯周病検診を行います

歯周病は、歯を失うだけでなく全身の病気に関係するとても怖い病気です。歯周病を理解して検診

を受診しましょう。対象者や対象期間等がありますので、詳細については下記をご覧ください。

歯周病とは？

歯と歯ぐき（歯肉）の隙間（歯周ポケット）から侵入した細菌が歯肉に炎症を引き起こし、さらに

は歯を支える骨（歯槽骨）を溶かしてしまう病気を歯周病といいます。自分ではわかりにくいので、

知らないうちに進んでしまいます。厚生労働省によると、歯を失う第１位は「歯周病」です。そして

歯周病は、糖尿病や肺炎、動脈硬化など全身の病気の発生や悪化に大きく関係しています。

○対象者 金山町国保被保険者で、４０歳以上の方

○費 用 ５００円

○期 間 ９月１日（火）～１２月２８日（月）

○場 所 金山町国保診療所（歯科）

※予約が必要になりますので、事前に診療所（☎５４－２０３１）にご連絡願います。

※この「歯周病検診」は、治療ではありません。歯周病と判断された方は、歯科医師とご相談の上、

早急に治療してください。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

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 ９月２９日（火）横田（横田公民館）午前９時３０分～午前１１時

(場 所) ９月３０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、当日配布いたします）

〇講 師 島田 一郎 先生

・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。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５
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新型コロナウイルス・会津地方でも感染者が確認されました

感染予防・拡大防止対策をお願いします

先日、会津地方でも初の感染が確認されました。今ま

で以上に、感染予防・拡大防止対策に努めてください。ま

た、感染が疑われる場合の連絡先を以下により再度ご確

認ください。

現在は、いつだれがどこで感染してもおかしくない状況

です。もし感染者が確認されても、差別や偏見のないよう

お願いします。

・感染症予防を徹底する（３密回避・手洗・マスク着用・人との距

離の確保など）

・外出については、必要性を十分検討する。その上で、外出する場

合は、移動先の感染状況を十分に確認する

・検温や体調管理、行動歴の記録を行い、習慣化する【裏面参考】

帰国者・接触者相談センター 0120-567-74７

金山町国保診療所 54-2031

（金山町新型コロナウイルス感染症対策本部 事務局 ５４－５１３５）

感染が疑われる場合は…

発熱等の症状で金山町国保診療所に受診される場合

は、事前に電話でご相談ください
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▶健康観察（毎日行ってください）
① 今朝の体温は？（できれば夕方も）

② 体調は？ いつもどおりか？ いつもと違うか？

（違う場合は、どんな症状か？）

▶行動歴（外出して、誰かと接したときのみでかまいません）
① いつ？ どこで？ だれと？

② 何をしたのか？

③ マスクの着用は？

検温や体調管理を行い、

行動歴の記録に取組みましょう！！

新型コロナウイルスが感染拡大する現在においては、健康状態を把握し、早い段階で体調の異常を

把握することが大事です。

万が一感染が確認された場合、行動歴を記録しておくことで、接触者を把握し、感染を最小限に抑

えることができます。

日記や手帳、ノートなど、記録するものは何でもかまいません。健康観察と行動歴の記録を行いま

しょう。

健康観察・行動歴の記入の仕方の例
日付

（曜日）

体温（℃）

朝・夕

体調の自

覚症状

体調が悪い場合

の具体的な症状
行動歴（いつ・どこで・誰と・マスクの有無等を記載）

８／３０

（日）

３６．５
○無・有

8:00～15:00 ○○病院○○科受診

JR只見線利用 昼食は○○食道 マスク着用３６．４

９／１０

（木）

３６．６
○無・有

9：30～11:00 からだ楽々教室（○○公民館）マスク着用

11:00～13:00 ○○さん宅で昼食

13:00～15:00 グラウンドゴルフ（○○グラウンド）３６．５

９／２０

（日）

３７．３

無・○有 だるさ・頭痛 自宅静養
３７．４

記入例

具体的な症状の記入例

せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・だるさ・頭痛・下痢・味覚症状・嗅覚異常 等

どこで、誰と会ったか、マスクの着用の

有無等できるだけ詳しく書きましょう。
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令和２年度金山町総合検診について

新型コロナウイルス感染症の流行のため延期していた金山町総合検診を下記の日程表のとおり実施

いたします。今年度の総合検診は事前に予約された方のみ受診できます。

【令和２年度総合健診日程表】

※予約された方には、後日詳しい文書や検査用品を区長配布にて送付します。

＜注意事項＞

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、中止する場合があります。その場合はお知

らせ版や回覧などを通じてお知らせします。

・今年度の総合健診は完全予約制です。事前に予約をされた方のみ受診できます。

・胃がん検診（バリウム）は午前中のみの実施となります。

・午後の健診も実施します。

・密にならないよう受付時間をずらして案内するなどの対策をとらせていただきます。また、受診の

際は感染症予防対策（マスクの着用など）をしっかりと行いましょう。

・胃がん検診（バリウム）を受診しない方、午後に総合健診を受診される方は、事前に軽食をとって

もかまいません。

【令和２年度金山町健(検)診日程】

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

総合健診

（各種がん検診含む）
１０月１３日（火）、１４日（水）、１５日（木）、１６日（金）に実施

胃がん検診（胃カメラ）

施設検診

当初の予定どおりに実施

※意向調査で施設検診（胃カメラ）を希望された方に別途通知しています。

子宮がん・骨粗しょう症

検診（集団検診）

９月１日（火）に実施

午前：大塩地区体育館

午後：町民体育館

子宮がん検診

（施設検診）

当初の予定どおりに実施

※意向調査で施設検診を希望された方に別途通知しています。

乳がん検診

（集団検診）

日時は当初の予定どおりです。場所を変更して実施

９月９日（水）午前：大塩地区体育館

午後：町民体育館

１０月７日（水）全日：町民体育館

日程 受付時間 会場 対象地区

１０月１３日

（火）

８:００～１０:００

１３：００～１４:００ 大塩地区体

育館

横田、上横田、土倉、西

部、大塩、滝沢、田沢、

山入一、山入二、越川

胃がん検診(バリ

ウム)を希望され

る方は午前中の受

診となります。

１０月１４日

（水）
８：００～１１:００

１０月１５日

（木）

８:００～１０:００

１３:００～１４:００

町民体育館

川口、小栗山、八町、玉

梨、西谷、本名、橋立、

大志、板下、宮崎、上田、

水沼、上大牧、下大牧、

高倉、大栗山、福沢、三

更、沼沢、太郎布

１０月１６日

（金）
８：００～１１:００
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作業機を装着したトラクターの

公道走行には条件があります

今般、道路運送車両法の運用が見直されました。次の内容を確認の上、安全走行をしましょう。

○対象となる作業機

○公道走行に必要な条件

○ナンバープレートの交付について

乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕用作業車や小型特殊自動車に該当す

るフォークリフトなどには軽自動車税が課税されます。住民税務係で軽自動車税の申告をしてナン

バープレート(課税標識)の交付をうけてください。公道走行をしなくとも、ナンバープレートが必

要です。

◎問い合わせ：（公道走行の条件等）一般社団法人日本農業機械工業会

☎０３－３４３３－０４１５

または近くの農機具販売店

（ナンバープレートの交付）住民税務係 ☎５４－５１２１

市町村対抗福島県軟式野球大会

９月５日から開催される、市町村対抗福島県軟式野球大会に金山町チームが今年も出場します。

下記の日程で金山チームの初戦が行われますので、町民のみなさんの応援をお願いします。

なお、例年配車していた応援バスについては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から配車

しませんので、応援に行かれる方は各自の車でお願いします。

○日 時 ９月１２日（土） 午前１０時３０分 試合開始予定

○対戦チーム 田村市

○試 合 会 場 小野あぶくま球場（小野町）

◎問い合わせ：教育委員会 ☎５４－５３６１

直装タイプ ロータリー、ハロー、ブロードキャスター、フロントローダーなど

被けん引タイプ トレーラー、マニュアスプレッダ、ロールべーラーなど

車幅 作業機を装着した状態で車幅が１．７ｍを超えると大型特殊免許が必要

被けん引車両の重量
被けん引作業機の総重量が７５０Ｋｇを超えると、大型特殊免許に加

え、けん引免許が必要

灯火装置

反射器の取り付け
ランプ類、反射器、バックミラー等の装着が必要

安全走行
時速１５ｋｍ以下で走行

（前面の両側に白色、後面の両側に赤色反射器を設置）
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９ 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。

◎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
２、１６、３０日 押部信之 先生 押部信之 先生

９、２３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
○ ９月診療日：９日、２３日

○ 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。

・１日(火) 午後 かねやまホーム訪問診療 ・１５日(火) 午後 かねやまホーム訪問診療

※ 発熱、咳、息苦しさ、だるさなどの症状があれば、

まずはお電話ください。
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９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

※ペットボトルやビンなどはきれいに洗いラベル等
をはがしてから、集積場に出していただくようお
願いします。

※３切り（使いきり・食べきり・水切り）をしっか

り実践しましょう。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

月 日 種 類

９月 ２日(水) プラスチック容器包装

５日(土) 段ボール

１２日(土) 紙類

１６日(水) プラスチック容器包装

月 日 種 類

９月１６日（水）缶類

１７日（木）ペットボトル

２３日（水）びん類・不燃ごみ

月 日 種 類

９月 ２日（水）缶類

３日（木）ペットボトル
９日（水）びん類・不燃ごみ


