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新型コロナワクチン接種について

町では現在、新型コロナワクチン接種開始の準備を進めています。

４月２６日の週に国からワクチンが配送される予定です。接種開始時期、接種場所などについては、

後日町から郵送される案内をお待ちください。

○接種ワクチン ファイザー社製

○接 種 回 数 ２回

○費 用 無料

接種案内の送付予定

※令和３年度中に６５歳以上になる方（昭和３２年４月１日以前に生まれた方）

接種には予約が必要です。「案内」が届きましたら、「両沼地方コロナワクチンコールセンター」に

予約して接種を受けてください。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

対象年齢 郵送時期

６５歳以上の高齢者（※） 令和３年４月中旬頃

１６歳～６４歳の方 令和３年６月以降

令和３年３月２５日発行／第９６号

発行／金山町 電話５４－５１１１ 編集／総務課企画財政係
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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。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 ４月１２日（月）中川（ゆうゆう館）午前９時３０分～午前１１時

(場 所) ４月１９日（月）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

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う

上下水道料金の支払猶予について

町では、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している方を対象に、お支払いを猶予

する制度を設けています。

○対 象 者 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少している場合など、一時

的に水道使用料金・下水道使用料金のお支払いが困難になった方。

○支払猶予期間 令和３年４月請求分～令和３年９月請求分の上下水道使用料金の支払いを最長

で５ヶ月猶予。

○手 続 き 上下水道係にて、申請書の記入をお願いします。その際に、制度の詳しい内容

についてご説明します。猶予を希望する月の１３日までに申請を行う必要があ

ります。

※４月分から猶予を希望する場合、４月１３日までに手続きを行ってください。

◎問い合わせ：上下水道係 ☎５４－５３１５
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水道の開栓手続きはお早めに

長期間不在などで止水栓を閉めていた住宅の水道を使用する際には、止水栓を開ける「開栓」の手

続きが必要です。開栓の手数料は１回につき６００円で、作業の際には使用者（代理も可）の立会い

が必要です。

○開栓までの主な流れ

開栓の連絡は、希望日の一週間前までにお願いします。

なお、土日・祝祭日は行っておりません。（ゴールデンウィークなどの長期連休時には、十分ご注意

ください）

◎問い合わせ：上下水道係 ☎５４－５３１５

下水道使用料の減免について

下水道使用料金は基本料金と住民登録されている世帯人数（毎月１日現在）で算出しています。

金山町に住民登録したまま修学や入院、老人ホームへの入所などで長期にわたり町外やご自宅以外

に居住されている方がいる場合は、該当者一人につき５５０円を減免することができます。

減免には町に除外世帯認定申請書の提出が必要ですので、該当する方はお早めに申請をお願いしま

す。

◎問い合わせ：上下水道係 ☎５４－５３１５

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 令和３年３月３１日（水）

※詳細については下記にお問い合わせください。

◎問い合わせ：建設係 ☎５４－５３１１

水道使用者が上下水道係

（☎５４－５３１５）へ開栓

の希望日を連絡

※使用者と町で日程調整

開栓作業日までに、水道使用

者が止水栓および水道メー

ターの除雪を実施

開栓には使用者（代理も可）

が立会いのもと、上下水道係

で作業を実施
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防災行政無線アンケート集計結果

令和２年１２月１日からの朝６時のチャイム廃止に伴い、多数の意見が寄せられたため、１２月２

４日から令和３年１月１２日にかけて実施した、防災行政無線に関するアンケートの集計結果がまと

まりましたのでお知らせします。

アンケートの配布枚数は９５７枚で、回収枚数は４４５枚（回収率４６．５％）でした。ご協力あ

りがとうございました。

住居に屋外スピーカーからの
無線放送が聞こえますか

よく聞こえる
46.3%
まぁまぁ聞こえる
20%
あまり聞こえない
14.6%
全く聞こえない
9%
聞こえすぎる
7.2%
無回答　2.9%

朝６時のチャイムを１２月１日から
廃止していますがどう思いますか 復活してもらい

たい　65.4%

このままで良い
16.6%

どちらでも良い
14.6%

無回答　3.4%

朝６時のチャイムは屋内と
屋外どちらが必要ですか

両方　60.2%

屋内　22.3%

屋外　17.5%

朝６時のチャイムの曲の
内容はどうですか

このままで良い
81.5%

変えて欲しい
18.5%

朝６時のチャイムの曲の
長さはどうですか

ちょうど良い
78.5%

短い　12.6%

長い　8.9%

昼１２時のチャイムの曲の
内容はどうですか このままで良い

87.8%

どちらでも良い
4.5%

廃止しても良い
1.6%

無回答　6.1%

昼１２時のチャイムの曲の
長さはどうですか このままで良い

７９．４%

長い　１１．２%

短い　１．８%

無回答　７．６%

夕方５時のチャイムの曲の
内容はどうですか このままで良い

84.3%

どちらでも良い
5.2%

廃止しても良い
2%

無回答　8.5%



5

朝６時のチャイムは、このままで良い（１６．６％）、復活してもらいたい（６５．４％）となった

他、多数の貴重な意見が寄せられました。時報や生活のリズム、屋外作業の目安などを理由に復活を

望んでいる方が多くいましたが、体調を壊された方もおり、実際に音量を測定したところ、スピーカ

ー付近は騒音と感じられても無理のない数値を測定しています。

検討の結果、朝６時のチャイムは、４月１日（木）から屋内放送のみ復

活することとし、音楽もアンケートを反映し、以前使用していた「牧場の

朝」に変更します。

◎問い合わせ：総務係 ☎５４－５２２２

夕方５時のチャイムの曲の
長さはどうですか このままで良い

74.3%

長い　13.3%

短い　2.7%

無回答　9.7%

夜９時のチャイムの
内容はどうですか このままで良い

80%

廃止しても良い
7%

どちらでも良い
4.7%

無回答　8.3%

夜９時のチャイムの
長さはどうですか このままで良い

78.7%

長い　2.9%

短い　0.9%

無回答　17.5%

防災・行政情報の放送を
聞いていますか よく聞いている　82%

放送内容によっては
聞く　13.7%

ほとんど聞かない
0.5%

その他・無回答
3.8%

放送内容の速度をどう感じますか
ちょうど良い
82.7%

速い　7%

遅い　1.8%

その他・無
回答　8%

放送の言葉遣いをどう思いますか
ふつう　58.2%

分かりやすい
31%

分かりづらい
3.2%

その他　7.6%

行政情報は戸別受信機のみの
放送で良いと思いますか このままでよい

79.3%

戸別受信機の
みでよい　12.4%

その他・無回答
8.3%

行政情報の放送内容を
どう思いますか 今の状態でよい　76%

もう少し他の情報を放
送した方がよい　9.2%

いらない放送が多い
7%

無回答　7.8%
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消費生活でお困りのときは

両沼地域消費生活相談窓口をご利用ください

両沼地域消費生活相談窓口では、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭

和村に居住されている皆様に、お気軽に利用していただける消費生活に関する相談業務を行っていま

す。悪質商法などの消費生活でお困りのときはご相談ください。

○受付時間 月曜日～金曜日 午前９時から午後４時まで

※土・日・祝日・年末年始は休み

○相談方法 電話または会津美里町役場内に設置している窓口での対応

○相談費用 無料

○所 在 地 〒９６９－６２９２ 会津美里町字新布才地１番地

会津美里町役場 本庁舎 町民税務課内

☎０２４２－５４－２９２０

○相談内容 ・日常の消費生活のあり方など消費生活全般にわたる相談

・事業者からの商品の購入、消費またはサービスの利用等で生じた苦情相談

・消費者被害（製品事故に起因する消費者被害を含む）に関する相談

・オレオレ詐欺や架空請求、商品の役務や知識、選択、購入方法等に関する相談

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

大沼郡選挙区福島県議会議員補欠選挙

期日前投票立会人などを募集します

金山町選挙管理委員会では、４月２５日（日）に投票が予定される、大沼郡選挙区福島県議会議員

補欠選挙の、期日前投票の立会人と事務補助員を募集します。なお、無投票となった場合は立会い不

要となりますので、あらかじめご了承ください。

〇投票立会人 令和３年４月１７日（土）～２４日（土）までの８日間

金山町役場または役場横田出張所で、午前８時３０分から午後８時まで投票立会人

をしていただきます。

〇事務補助員 令和３年４月１９日（月）～２３日（金）までの５日間

役場横田出張所で、午前８時３０分から午後５時まで事務補助をしていただきます。

○申込み期限 令和３年４月２日（金）

申し込みは、役場２階の選挙管理委員会または横田出張所で行ってください。

◎問い合わせ：金山町選挙管理委員会 ☎５４－５２２２
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地区公民館の新刊紹介

中央公民館と同じように、本名公民館・沼沢公民館・横田公民館でも各種新刊図書を購入し貸出を

行っています。今回は、その一部を紹介しますので各公民館をご利用の際は、図書コーナーもお気軽

にご覧いただき、ぜひご利用ください。

○「心淋し川」西條奈加／集英社

第１６４回直木賞受賞作。貧しくとも温かな人情味あふれる住人

たちの日常を描く短編集。

○「何とかならない時代の幸福論」ブレイディみかこ・鴻上尚史／

朝日新聞出版

現代の日本を題材に保育士資格を持つブレイディみかこと作家の

鴻上尚史の対談を掲載。

○「オルタネート」加藤シゲアキ／新潮社

３人の高校生を中心としてさわやかに夢や希望、友情について物

語が進む。青春小説。

○「２０歳若返る食物繊維」小林弘幸／朝日新聞出版社

「腸活」の名医が実践する食物繊維の正しい摂取で今こそ免疫力アップ。

○「１００均ｔｈｅＢｅｓｔ」／晋遊社ムック

１００均には見えない商品や使えるグッズなど、暮らしにかかせない商品の情報がいっぱい。

◎問い合わせ：中央公民館 ☎５４－５３６１

春の全国交通安全運動が始まります

４月６日（火）～１５日（木）

この運動は、子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全確保、歩行

者等の保護と安全運転の意識の向上、自転車の安全利用の推進などを

目的としています。

運動のスローガン

「ぼくを見て 横断歩行の 小さな手」

◎問い合わせ：金山町交通対策協議会 ☎５４－５２２２
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４ 月 の 診 療 体 制

※ ４月１８日（日）は休日救急当番で、医科のみ診療します。（午前９時～午後４時）

※ これまで休診としていた火曜日の午後について、４月から診療を再開します。

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、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 宮下病院医師

水
７日、２１日 押部信之 先生 押部信之 先生

１４日、２８日 押部信之 先生 宮下病院医師

木 押部信之 先生 会津医療センター医師

金 宮下病院医師 宮下病院医師

横田出張診療所
○ 毎週 火曜日・木曜日

○ 午後１時３０分～３時

（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
○ ４月診療日：１４日、２８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。

・ ６日(火) 午後２時～ ホーム訪問診療 ・１９日(月) 午前１０時３０分～ 金小歯科健診

・２０日(火) 午前１０時３０分～ 金中歯科健診 ・２０日(火) 午後２時～ ホーム訪問診療

・２２日(木) 午後２時４０分～ 横小歯科健診
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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 ３日(土) 段ボール

７日(水) プラスチック容器包装

１０日(土) 紙類

２１日(水) プラスチック容器包装

２２日(木) 粗大ごみ

月 日 種 類

４月 ８日(木) ペットボトル

２１日(水) 缶類

２８日(水) びん類・不燃ごみ

月 日 種 類

４月 １日(木) ペットボトル

７日(水) 缶類

１４日(水) びん類・不燃ごみ


