
1

新型コロナ経済対策妖精の里商品券追加発行のお知らせ

１冊４，０００円で５，０００円分使用できる商品券を１２月１６日（水）より追加発行いたしま

す。

○発 行 総 額 ５，０００万円

※売り切れ次第終了となります

○販売開始日 令和２年１２月１６日（水）より

○購入限度額 お一人様１６万円まで

※１世帯（１家族）最高６０万円まで

※前回（９月発行分）限度額まで購入された方は購入できません。限度額を超え

て購入された方・世帯については判明次第、超過分の商品券返却、または現金で

精算となりますのでご注意ください。

○利 用 期 間 令和２年１２月１６日（水）～ 令和３年２月２８日（日）まで

○そ の 他 商品券販売場所および使用可能店舗については、後日全戸配布されるチラシをご覧

ください。

◎問い合わせ：金山町商工会 ☎５４－２３１１

金山町町民生活応援商品券の使用期限について

令和２年９月にすべての町民のみなさまにお配りしました、「金山町町民生活応援商品券」の使用

期限は、令和３年２月２８日までとなっております。期限切れとならないように、期限内に有効的に

ご活用ください。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５
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来年度の排除雪設備整備事業補助金を

再募集します

住宅の除雪対策として、消雪設備工事の一部を補助する事業を再募集します。

○補助を受けるための要件

・自己の所有する建物。（借家は対象外）

・施工業者は、町内業者。（設置する設備等に特許があり町内業者が施工できない場合や、既存の設備

の補修を依頼する場合に限り、町外業者を施工業者とすることができます）

・過去に排除雪設備整備事業の補助を受けた場合は、１０年以上経過している。（高齢者世帯等は、同

一箇所の工事でない場合、期間が３年に短縮されます）

・建物が道路や公共施設、隣接する第三者の迷惑にならない構造。

（基本的に、隣の敷地や道路などに落雪させる構造の建物は、補助対象外です。）

・町内に住んでいる方で、町税などの滞納がない方。

・高齢者等の同居に係わりなく誰でも受けられます。

○補助対象工事の例

・消雪水源の確保

（井戸ボーリング、ポンプの設置等）

・除雪のための玄関先の舗装および排水工事

・軒先廻りの消雪用水配管工事

・古くなった井戸ポンプの交換

・屋根の形状改良工事（屋根の塗装のみは対象外）

・屋根における融雪設備設置工事

（ぐしの雪割り、電熱管の設置等）

○補助額の区分

○申請方法

申請書は住民課、横田出張所に設置してありますので、必要事項を記入して提出してください。

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

インフルエンザ予防接種はお早めに！

今年の冬は、新型コロナウイルス感染症の流行が心配される中で、インフルエンザの予防対策が必

要になります。なるべく早めに接種していただくことをお勧めします。

予防接種を受けるときは、かかりつけ医、また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。金山町国保診療所でも接種可能ですが、必ず事前に確認してください。

接種終了日は、令和３年１月末日です。

今年度は、インフルエンザの予防接種を受ける町民のみなさまに対して、接種費用の全額を助成し

ています。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

世帯区分 補助上限額

市町村民税課税世帯 １５万円

市町村民税非課税世帯または高齢者世帯等の課税世帯 ２５万円

高齢者世帯等の非課税世帯 ３５万円
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社会全体で風しんの予防に努め、

未来の赤ちゃんを守りましょう！！

妊婦、特に妊娠初期の女性が『風しん』にかかると、赤ちゃんにも感染し『先天性風しん症候群』

という病気にかかってしまうことがあります。症状は、耳が聞こえにくい、目が見えにくい、生まれ

つき心臓に病気がある、発達がゆっくりしているなどがあり、赤ちゃんが病気にかからないよう、社

会全体で風しんの予防に努め、家族、周りの人が未来の赤ちゃんを守りましょう！！

（１）幼児期・小学校就学前の第２期定期接種を受けましょう

（２）風しんの追加的対策を活用し、定期接種を受けましょう

○風しんの追加的対策とは？

これまでに風しんの公的接種の機会がなく、抗体を持つ割合が低い世代となっている４１歳から５

８歳まで（令和２年度）の男性に対して、抗体検査を受けることができる取組を令和３年度まで実施

します。金山町では、対象者に令和元年６月末にすでにクーポン券をお送りしています。

○対象者

４１歳から５８歳の男性

（１９６２年〈昭和３７年〉４月２日～１９７９年〈昭和５４年〉４月１日生まれ）

※なお、対象者でクーポン券を紛失された等で再発行を希望される方は、対応いたします。

※お手元に届いたクーポン券は、健康診断の機会やお近くの医療機関で抗体検査を受けることが

できます。金山町国保診療所でも受けることができます。

※風しんへの抗体力がないこと（抗体なし）がわかった場合、予防接種を必ず受けましょう。

対象者は「風しんの抗体検査」および「予防接種」が原則無料となります。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

【第１期】１歳児 第１期は、医療機関への受診の際に接種することができます。

【第２期】５～７歳未満で

小学校就学前

の１年間の者

第２期は健診が少なくなるため、接種機会を逃してしまうことが多く

なります。そのため、保護者は小学校就学前の「就学時健診」の際に

母子手帳を確認し、入学前までに接種できるよう注意してください。

感染者の咳やくしゃみ、会話などで飛び散る飛沫を吸い込んで感染します。小児は発熱、発疹、首

や耳の後のリンパ節が腫れて、数日で治ります。まれに、高熱や脳炎になり入院することがあります。

成人は高熱・発疹の長期化や関節痛など重症化の可能性があります。

妊娠初期（２０週以前）に風しんに感染すると赤ちゃんが先天性心疾患・白内障・難聴を特徴とす

る「先天性風しん症候群」をもって生まれてくる可能性が高くなります。

対象者 留意事項

風しんとは

先天性風しん症候群とは
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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。

※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。

○日 時 １２月１４日（月）中川（ゆうゆう館）午前９時３０分～午前１１時

(場 所) １２月１５日（火）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）

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。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

狩猟の解禁と注意点

１１月１５日より狩猟が解禁されました。キノコ採取や作業等で山に入る際はご注意ください。狩

猟をする方は下記の点を守って狩猟を行ってください。

・クマをわなで捕獲することはできません。万が一イノシシわな等にクマがか

かってしまった場合は産業係までご連絡ください。間違って捕獲した場合で

あっても、許可なく殺傷すると処罰されます。

・銃の発射前は必ず安全を確認しましょう。

・土地の所有者の断りなく、その土地で狩猟を行わないでください。

◎問い合わせ：産業係 ☎５４－５３２２

贈答品に金山町の特産品はいかがでしょうか

金山町観光物産協会では、新型コロナウイルス感染症対策の一つとして、お家に居ながらふるさと

金山町の特産品を楽しんでいただけるよう通信販売を実施しています。その一環として、これからの

時季に合わせ贈答用の特産品詰め合わせの販売も開始しました。特別価格かつ送料無料となっており

ますのでぜひこの機会にご利用ください。

○販 売 内 容 ・特産品Ａセット 税込８，０００円（餅・米・味噌など１０，０００円相当）

・特産品Ｂセット 税込４，０００円（餅・米・炭酸水など５，０００円相当）

・特産品Ｃセット 税込２，４００円（餅・味噌など３，０００円相当）

※定型のし（短冊などの簡易）対応可能

○申 込 期 限 令和３年１月３１日（日）まで

○申 込 方 法 金山町観光物産協会にお問い合わせください

◎問い合わせ：金山町観光物産協会 ☎４２－７２１１
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第五次金山町総合計画策定のための

意見を募集します

町では第五次金山町総合計画の策定にあたり、より良い計画にするため、総合計画（素案）につい

て、町民等の皆さんから幅広く意見を募集します。

〇意見を提出できる方

・町内にお住まいの方

・町内に通勤または通学されている方

・町内に事務所または事業所を有する方

・意見募集の対象となっている案件に利害関係のある方

〇資料の公表日

・令和２年１１月２５日（水）

〇意見の募集期間

・令和２年１１月２５日（水）～ 令和２年１２月１８日（金）

※期間内必着

〇公表する資料

・第五次金山町総合計画 基本構想（素案）

・第五次金山町総合計画 基本計画（素案）

町ホームページhttps://www.town.kaneyama.fukushima.jpに掲載します。

〇意見の提出方法

・持 参 金山町役場 総務課 企画財政係 および 横田出張所

・郵 送 〒９６８-００１１ 大沼郡金山町大字川口字谷地３９３

金山町役場 総務課 企画財政係 宛

・Ｆ Ａ Ｘ ０２４１-５４-２１１７

・電子メール soumu@town.kaneyama.fukushima.jp

※提出様式は町ホームページからダウンロードできます。

〇意見の公表等

・提出されたご意見等（類似する意見等はまとめて）に対する町の考え方を、回答として町ホームペ

ージでお知らせする予定です。

・意見募集の結果については、ご意見以外の内容（住所、氏名等の個人情報等）は公表しません。

・いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

◎問い合わせ：企画財政係 ☎５４－５１１１
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農業収入保険制度のご案内

○収入保険制度とは

農産物の販売収入全体を対象に、新型コロナウイルス等の影響による価格下落や観光農園・直売所

などの客足減少、盗難、自然災害による減収だけでなく病気等で収穫ができなくなった場合なども含

めた収入減少をサポートする制度です。

基準収入金額の９割を下回ったときに、収入減少額の最大９割を補てんします。

○福島県独自の保険料助成措置

令和３年から収入保険に初めて加入される方で、新型コロナウイルス等の影響により、令和２年の

農業収入が過去の収入と比較して１０％以上減少した方は、加入者負担保険料の３分の１を助成しま

す。助成申請は加入申請と併せての申請になります。

○開始時期 令和３年１月から

○申請期限 加入を開始する前年の１２月末まで

○対象者

令和３年１月から収入保険制度に加入できるのは、令和２年分の農業収入に係る青色申告を行って

いる農業者です。

○加入の注意事項

ナラシ対策、農業共済等の類似制度に加入している方は、収入保

険制度と「どちらかを選択して加入」することとなります。

※特例として令和３年度より野菜価格安定制度との同時利用(１年

間)できる様になりました。

ただし、同時利用には条件がありますので、詳しくは下記にお問

い合わせください。

◎問い合わせ：福島県農業共済組合会津支所収入保険課 ☎０２４１－２３－５１４４

令和２年度

ものづくり講座（マタタビ細工）の中止のお知らせ

例年多くの方の参加をいただき、開催してまいりました「ものづくり講座」ですが、今年度は新型

コロナウイルス感染症の影響により、中止といたします。

この講座は、大変人気の講座で多くの参加者が予想され、また、冬期間の

開催でもあり、３密の回避等感染症防止対策の徹底が難しいとの判断により、

中止するものですのでご理解をお願いします。

なお、金山町民芸術創作研究会のご厚意により個別に相談いただくことは

可能ですので、連絡先など詳しくは下記にお問い合わせください。

◎問い合わせ：中央公民館 ☎５４－５３３３
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令和３年度に各種の補助事業を行う予定です。要望のある方は、下記を参照のうえ、令和２年１２

月２１日（月）までに産業係に書類を提出してください。

※交付対象者や申請要件など詳しくは下記にお問い合わせください。

なお、この調査は来年度の予算編成の基礎調査であり、補助金の決定を確約するものではありませ

ん。

◎問い合わせ：産業係 ☎５４－５３２２

農林水産物活用加工施設等支援事業補助金

○補助の内容

３０万円（消費税抜き）を超える農林水産物加工施設の整備費用または備品購入費用の一部を補助

します。（中古品も対象になります）

○補助率

整備または購入費用の２／３

○提出書類について．

整備工事・購入機器等の見積書（写し可）およびカタログ等の写し

有害鳥獣防護柵設置費用支援事業補助金

○補助の内容

有害鳥獣被害防止のために設置する電気柵の設置費用の一部を補助します。

○補助率

交付対象の区分により、補助率や補助金額には上限が異なります。

○提出書類について

購入機器等の見積書（写し可）および設置箇所の位置図

区 分 上限額

施設等の設備費用 ２００万円

備品等の購入費用 １００万円

区 分 補助率 上限額

個 人 １／２ ２万５千円

共同設置 ２／３ ２１万円

集落設置 ３／４ ６０万円

令和３年度補助金の要望を調査します
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１２ 月 の 診 療 体 制

※ 年内は１２月２８日（月）まで診療します。

本所医科外来担当（受付終了時間は午後４時です）

◆１２月１８日（金）の午後は、都合により休診とさせていただきます。

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日、１６日 押部信之 先生 押部信之 先生

９日、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

電話 ５６－４２４２

沼沢出張診療所
○ １２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

電話 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) および１５日（火）午後２時～ かねやまホーム訪問診療
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これからインフルエンザの流行する時期になります。また、新型コロナウイルス感

染症の拡大も続いており、町内でいつ発生してもおかしくない状況といえます。イン

フルエンザと新型コロナウイルス感染症の主な症状である、発熱、咳、だるさなどの

症状がある方は、受診前に必ず診療所（５４－２０３１）にお問い合わせください。

職員から受診方法等について説明させていただきます。

新型コロナウイルス感染症はもちろん、インフルエンザ等の感染拡大を防ぐため、

ご協力をお願いいたします。

□ インフルエンザ予防接種について
診療所でインフルエンザの予防接種を実施しています。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

※ 今年度は町の補助があるため、町民の方の自己負担はありません。

○ 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。

金山町国保診療所では、未就学児の予防接種を実施しておりません。大変

申し訳ありませんが、接種希望者は小児科等で接種くださるようお願いしま

す。

◎問い合わせ：金山町国民健康保険診療所 ☎５４－２０３１

区 分 接種料金（自己負担額）

町民の方 無 料

町外の方 ４，５００円

発熱等の症状のある方は、

必ず電話をしてから受診ください。
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１２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。

※ごみを出すときは、収集日当日の午前８時までに出して
ください。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

月 日 種 類

１２月 ２日(水) プラスチック容器包装

３日(木) ペットボトル

５日(土) 段ボール

９日(水) びん類

１２日(土) 紙類

１６日(水) プラスチック容器包装

月 日 種 類

１２月１６日(水) 缶類

２３日(水) 不燃ごみ

月 日 種 類

１２月 ２日(水) 缶類

９日(水) 不燃ごみ


