
1

妖精の里商品券の使用期限

令和３年２月２８日（日）まで

令和２年９月から発行している「新型コロナ経済対策妖精の里商品券」と「町民生活応援商品券」

の使用期限は、令和３年２月２８日（日）までです。

商品券をお持ちの方は、期限切れにならないように、期限内にご活用ください。

◎問い合わせ：産業係 ☎５４－５３２２

金山町商工会 ☎５４－２３１１

確定申告に伴う医療費控除の明細書について

新型コロナウイルス感染症が拡大している中、申告相談会場における感染防止の観点から、申告相

談の時間短縮のご協力をお願いします。

そのため、医療費控除の明細書を作成できる方は事前に記入し、申告相談日にご持参ください。

※病院の領収書が多いなどの理由により明細書の作成

が困難な方は、医療を受けた方別に病院・薬局ごとに

必ず小分けにし、ご持参ください。これにより、受付

時間・待ち時間などの短縮に繋がります。

◎問い合わせ：住民税務係 ☎５４－５１２１

令和３年１月２８日発行／第９４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

妖精の里商品券の使用期限／確定申告に伴う医療費控除の明細書について ・・・・・１ページ

新型コロナ緊急対策／からだ楽々教室／営業時間の変更について／入札参加資格 ・・２ページ

私の言いたいこと発表会／森林を取得した時は届出が必要／農業の経営等個別説明会 ３ページ

農業保険制度の加入をご検討ください／令和２年分確定申告作成会場開設のお知らせ ４ページ

診療所だより ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ページ

２月の資源回収 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ページ

かぼまる



2

新型コロナ緊急対策の実践にご協力ください

県では新型コロナウイルス感染症の緊急対策を実施しています。不要不急の外出自粛、不要不急の

往来自粛など、感染症に注意しましょう。添付のチラシをご活用ください。カラー版は県のホームペ

ージに掲載されています。

なお、今現在での緊急対策の期間は、２月７日（日）までとなっています。

◎問い合わせ：金山町新型コロナウイルス感染症対策本部 ☎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 ２月１６日（火）中川（ゆうゆう館）午前９時３０分～午前１１時

(場 所) ２月１９日（金）横田（横田公民館）午前９時３０分～午前１１時

○持ち物 参加費１５０円、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

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

せせらぎ荘と玉梨温泉共同浴場の

営業時間変更について

福島県からの要請に基づいて、温泉保養施設せせらぎ荘と玉梨温泉共同浴場の営業時間を下記のと

おり変更します。

○期 間 令和３年１月４日（木）～令和３年２月７日（日）

○営業時間 午前９時～午後８時

※せせらぎ荘の食堂は午後７時までの営業になります。

◎問い合わせ：観光係 ☎５４－５３２７

令和３・４年度入札参加資格申請受付中

現在、令和３・４年度の入札参加資格申請を受け付けています。これは、町が行う建設工事、測量、

物品等の買入、修繕等に係る競争入札への参加資格を取得するために行うものです。提出がない場合

は入札に参加できませんので、受付期間内の提出をお願いします。

○定例申請受付期間 令和３年２月２６日（金）まで

◎問い合わせ：総務係 ☎５４－５２２２
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私の言いたいこと発表会を開催します

今年度の私の言いたいこと発表会は、２月２１日（日）午後１時から御神楽館

で開催します。

なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、来場できるのは、発表者、来賓、

発表者の家族および学校関係者のみとします。皆様のご理解とご協力をお願いし

ます。

◎問い合わせ：教育委員会 ☎５４－５３６１

森林を取得した時は届出が必要です

個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに

取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。面積の基準はありませんの

で、面積が小さくても届出の対象となります。

○期 間 所有者となった日から９０日以内

○提出書類 ・その森林の土地の位置を示す図面（任意の図面に大まかな位置を記入）

・森林の土地の権利を取得したことが分かる書類（森林の土地の登記事項証明書（写

しも可）、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど）

詳しくは下記にお問い合わせください。

◎問い合わせ：産業係 ☎５４－５３２２

農業に関する

経営継承・経営診断個別説明会が開催されます

福島県農業経営相談所では、農業経営の改善のため、個別相談会を開催することになりました。日

程等は下記のとおりですので、ご希望の方はお申し込みください。相談は無料ですが、事前予約制で

定員になり次第締め切りとなります。詳しくは、下記にお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用をお願いします。また、当日は検温のうえ

発熱のある方は入場できません。

○日 時 ２月１０日（水）

午前１０時～午後４時 一人当たり５０分程度

○場 所 アピオスペース（会津若松市インター西９０番地）

○用意するもの 直近の確定申告決算書３年分

◎問い合わせ：農業経営相談所 ☎０２４-５２４-１２０１
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農業保険制度の加入をご検討ください

農業保険で農業収入が減少するリスクに備えましょう。

※類似制度の同時利用には条件があります。

詳しくは下記にお問い合わせください。

◎問い合わせ：ＮＯＳＡＩ福島会津支所 ☎０２４１－２８－１１１１

令和２年分確定申告作成会場開設のお知らせ

○開設場所 アピオスペース１階（会津若松市インター西９０番地）

○開設期間 令和３年２月１日（月）～令和３年３月１５日（月）（土、日、祝日を除く）

○開設時間 午前９時１５分～午後４時

※申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は

会場での当日配布とLINEによる事前発行となりますが、当日配布分については、配布状況に応じて

後日の来場をお願いすることもあります。配布方法の詳細は、別途国税庁ホームページ

（https://www.nta.go.jp/）等によりお知らせします。

※「アピオスペース１階」での作成会場開設期間中、税務署には申告書作成

会場を設置しておりませんので、「アピオスペース１階」にお越しくださ

い。

※新型コロナウイルス感染症対策の一環として令和２年分の確定申告では、

公的年金を受給されている方を主な対象として、２月１６日（火）よりも

前から申告相談をお受けします。

◎問い合わせ：会津若松税務署 ☎０２４２－２７－４３１１

制度名 内容

収入保険

青色申告者が対象となり、自然災害や市場価格の下落等、様々な農業収入減少を広

く補償します。保険料の受取がない方は保険料率が下がっていきます。（５０％の国

庫補助があります）積立金は使われない限り翌年に持ち越されます。（７５％の国庫

補助があります）

農業共済

全ての農業者が対象となり、米・畑作物・農業用ハウス等が自然災害によって受け

る損失を補償します。掛金の原則５０％を国が負担します。共済金の受取が少なけれ

ば、翌年の掛金が下がります。
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２ 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）

◆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。

・２５日(木) 午後２時～ 乳幼児健診

※ 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、指示を受けて受診してくださるようお願いいたします。

◎問い合わせ：金山町国民健康保険診療所 ☎５４－２０３１

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

電話 ５６－４２４２

沼沢出張診療所
○ ２月診療日：１０日、２４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。

・ ２日(火) 午後２時～ かねやまホーム訪問診療 ・１８日(木) 午後２時～ 三島町出張

・１６日(火) 午後２時～ かねやまホーム訪問診療
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２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

※カセットボンベ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。

※燃やせるごみは例年どおりですが、天候により回
収が遅れる場合があります、ご協力よろしくお願
いします。

冬期間は各地区でごみ集積所周辺の除雪をお願いします。ごみ収
集業務の円滑な実施のためにご理解、ご協力をお願いいたします。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

月 日 種 類

２月 ３日(水) プラスチック容器包装

１７日(水) プラスチック容器包装

月 日 種 類

２月１７日(水) 缶類

２４日(水) 不燃ごみ

月 日 種 類

２月 ３日(水) 缶類

１０日(水) 不燃ごみ


