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新型コロナウイルスワクチン接種予約の締め切り

金山町国保診療所が保有するワクチンの使用期限が９月末までとなっており、予約の調整のため、

金山町国保診療所で接種を希望される方の予約を、８月１２日（木）で締め切ります。お手元に接種

券をご用意の上、８月１２日（木）までに下記にお電話ください。

また、金山町国保診療所以外の医療機関（両沼管内に限る）で接種を希望される方は、お手元に接

種券をご用意の上、お早めに両沼コロナワクチンコールセンターへお電話ください。

【金山町国保診療所で接種を希望する場合】

○予 約 先 保健福祉係 ☎５４－５１３５

○受付時間 平日（土・日・祝日除く） 午前８時３０分から午後５時まで

【金山町国保診療所以外の両沼管内の医療機関で接種を希望する場合】

○予 約 先 両沼コロナワクチンコールセンター ☎０５７０－０２０－２６０

○受付時間 平日、土（日、祝日除く） 午前９時から午後５時まで

【両沼管外で接種を希望される方は、医療機関のある市町村へお問い合わせください】

※ワクチン接種を受けてもコロナウイルスに感染しないわけではありません。引き続き感染症対策を

徹底してください。

◎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

夏休み期間中の感染拡大を防ぎましょう

夏休み期間中は、人の往来が多くなる時期です。この期間中の感染拡大を抑えることが重要です。

※ワクチンを接種しても、ウイルスに感染しないわけではありません。引き続き感染防止対策に取り

組まれるようお願いします。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

７０歳から７４歳までの

金山町国民健康保険被保険者の皆様へ

令和３年８月１日より、高齢受給者証が更新されます。現在、７０歳から７４歳までの被保険者の

方は金山町国民健康保険被保険者証と高齢受給者証の２つを合わせてご使用いただいておりますが、

国民健康保険証の期日は９月３０日までとなっており、高齢受給者証と期日が異なります。そのため、

あやまって国民健康保険証を返却もしくは破棄されないようご注意ください。

なお、期限の過ぎた高齢受給者証については、８月末までに

役場住民課、横田出張所または国保診療所へご返却願います。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

基本的な対策を徹底しましょう
マスクの着用、手洗い、こまめな換気等に、

今まで以上に気を配ってください。

県を越えた移動は控えめに

どうしても移動が必要な場合は、少人数でお

願いします。また、感染が拡大している地域

との不要不急の往来は控えてください。

普段会わない人や、大人数・

長時間での飲食は控えめに

外食する場合は、感染防止対策をとっている

飲食店をお選びください（金山町内の飲食店

は対策がとられています）。また、自宅での大

人数の食事会も控えましょう。
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◎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。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 ８月２３日（月）中川（ゆうゆう館）午前９時３０分～午前１１時

(場 所) ８月２５日（水）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）

○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
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熱中症に注意しましょう

熱中症は、気温や湿度が高い環境にいることで体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温の調節機

能が働かなくなることで起こります。人との距離が十分とれている時は適宜マスクを外し、こまめな

休憩と水分補給をしましょう。外で農作業をする時は、ご近所さんとお互いに声を掛け合いながら農

作業をしましょう。

それでも熱中症になってしまった時は、下記の応急処置を行いましょう。

○熱中症の応急処置

・日陰などの涼しい場所へ移動しま

しょう。

・服をゆるめて風通しをよくしまし

ょう。

・水分・塩分を補給しましょう。

・濡れタオルや保冷剤などで、首筋

や脇の下を冷やしましょう。

意識がない場合や自力で水が飲めない場合、応急処置を行ってもよくならない場合は、すぐに救急

車を呼びましょう。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

妖精の里商品券の使用期限

令和３年８月３１日（火）まで

令和３年３月から発行している「妖精の里商品券」の使用期限は令和３年８月３１日（火）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、ご活用ください。

◎問い合わせ：産業係 ☎５４－５３２２

新潟・福島豪雨から１０年

「あいづの今」パネル展開催中

平成２３年７月新潟福島豪雨から１０年を迎えるのに合わせたパネル展「あいづの今」を開催して

います。当時の被害状況や現在の復旧状況などを撮影した写真を展示していますので、ぜひご覧くだ

さい。

○展示会場 道の駅「奥会津かねやま」

○展示期間 令和３年８月６日（金）まで

○主 催 会津地方振興局 ○共 催 金山町

手足がしびれる、

冷たい

めまい、

吐き気がする

ズキンズキンとす

る頭痛がある

汗をかかない、

体が熱い

意識がぼんやりする

体がだるい

まっすぐ

歩けない

熱中症の主な症状
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８ 月 の 診 療 体 制

８月９日（月）１３日(金）、１６日(月)は休診とさせていただきます。

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。

・３１日(火) 午後２時００分～ 乳幼児内科健診

◎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 横山秀二先生 (宮下病院)

水
４日、１８日 押部信之 先生 押部信之 先生

１１日、２５日 押部信之 先生 竹石遼平先生 (宮下病院)

木 押部信之 先生 会津医療センター医師

金 中島勇貴先生 (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
○ ８月診療日：１１日、２５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。

・ ３日(火) 午後 かねやまホーム訪問診療

・１７日(火) 午後 かねやまホーム訪問診療 ・３１日(火) 午後 乳幼児歯科健診
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令和３年度 第１回 金山小中学校

資源回収ご協力の御礼並びに実績報告

第１回資源回収におきまして、下記の収益を上げることができました。収益金につきましては、例

年どおり児童会・生徒会活動費や部活動の備品購入費などにあて、大切に使わせていただきます。

今後とも、教育活動に対するご理解とご協力をお願い申し上げ、資源

回収の御礼とさせていただきます。

なお、資源回収に対するご意見・ご要望等がございましたら、金山小

学校のＰＴＡ資源回収担当まで、お電話等でお知らせください。

○対象の行政区

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

○実施した日 令和３年５月９日（日）

○回収実績

○お 願 い

第１回資源回収の回収物には、汚れている缶や異物が入っている缶もありました。このような缶は、

資源物として回収してもらえず、ゴミとして処分しなくてはなりません。

回収物については、より有効に資源として活用させていただくため、下記の点もご協力くださいます

よう、併せてお願いいたします。

①紙類はあまり重くならないように小分けして、しっかり十字に束ねてくださると、子ども達が助か

ります。

②感染症予防のためにも、アルミ缶は必ず中を洗ってできるだけつぶしてくださると、子ども達の作

業の安全と衛生上助かります。

大変お手数をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

◎問い合わせ：金山小学校 ☎５４－２２５１

種 別 数 量 収益金額

新聞紙 ９，２００ｋｇ ４０，４８０円

段ボール ５，５２０ｋｇ １８，２１６円

雑誌 ７，９４０ｋｇ ８，７３４円

牛乳パック ２００ｋｇ ２２０円

アルミ缶 ４１２ｋｇ ２２，６６０円

アルミサッシ ４３ｋｇ ２，６１８円

合 計 ９２，９２８円
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令和３年度 第２回 横田地域

資源回収のご協力のお願い

本年度の第２回資源回収を下記により実施いたします。つきましては、ご多用のところ恐縮ですが、

ご協力くださいますようお願い申し上げます。

※今後、町内外の新型コロナウイルス感染症の状況により、内容を変更する場合には町の防災無線で

お知らせいたします。

○対象の行政区

横田、上横田、土倉、西部、大塩、滝沢、田沢、山入一、山入二、越川

○日 時 令和３年９月１１日（土） 午前８時２０分

※小雨決行

○回収方法 各地区のＰＴＡ会員と児童・生徒が一緒に回収にまわります。

玄関先に午前８時頃までに出しておいていただければ幸いです。

○回 収 物

※ び ん 類 の 回 収 は し ま せ ん 。

大変お手数をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

何か不都合、ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。

◎問い合わせ：横田小学校 ☎５６－４８００

種 別 回収できるもの 回収できないもの

紙 類 ・新聞紙（チラシと分けて）

・チラシ（閉じられていない物）

・雑誌類

・段ボール（菓子箱など含む）

・牛乳パック

※あまり重くならないように小分けして、しっかり十字に束

ねてくださると、子ども達が助かります。

・左記以外のもの

金 属 類 ・アルミ缶

・アルミ鍋

・アルミサッシなど

※感染症予防のためにも、アルミ缶は必ず中を洗ってできる

だけつぶしてくださると、子ども達の作業の安全と衛生上

助かります。

・アルミ缶以外の金属

（スチール缶など）

・異物が入った缶

（吸い殻など）

・汚れた缶
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定住促進住宅入居者を募集します

町では下記の定住促進住宅の入居者を募集します。

なお、入居資格や申込時に必要な書類は町ホームページをご覧ください。

○募集住宅 上横田浜子住宅９－１号室 １戸 ２ＤＫ ４５.９５㎡

金山町大字橫田字浜子１４５８番地

○月額家賃 ２７，０００円

○募集期間 令和３年７月２７日（火）～令和３年８月５日（木）

※なお、中川カッコウハウス３０２号室も引き続き募集しています。

◎問い合わせ：建設係 ☎５４－５３１１

本名地区内の国道が

夜間一時車両通行止めとなります

令和３年８月１６日（月）～令和３年９月３日（金）

本名地区内の国道２５２号（スノーシェッド）でＪＲ只見線の復旧工事などのため、下記のとおり

夜間一時車両通行止めになりますのでお知らせします。

○区 間 本名地区内 国道２５２号（スノーシェッド）

○時間帯（８月１６日～９月３日）

・午後１１時００分～午後１１時３０分

・午前 ０時３０分～午前 １時００分

・午前 ２時００分～午前 ２時３０分

※なお、８月２５日（水）は通行止め時間が長くなりますので、ご注意ください。

○時間帯（８月２５日）

・午後１１時００分～午前 ０時００分

・午前 ０時３０分～午前 １時３０分

・午前 ２時００分～午前 ２時３０分

皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご協力よろしくお願いします。

◎問い合わせ：建設係 ☎５４－５３１１
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水道水 節水のお願い

毎年お盆の時期は水道水の使用料が多くなる傾向があります。そのため、一層節水にご協力いただ

きますようお願いいたします。

○水道水はこまめに開け閉めする

・蛇口を目一杯開きっぱなしで洗い物をしない。

・歯磨きはコップを使い、無駄に水を流さない。

・シャワーを使う時はこまめに使いましょう。

○洗濯は一定量貯めて洗う

・少量で頻繁に洗濯すると約１７０ℓ使ってしまいますが、洗濯物を溜めて洗濯すれば約１００ℓで済

みます。

・お風呂の残り湯を利用して節水しましょう。

○水道水での洗車はできるだけ控える

節水は小さな心掛けから・・・

◎問い合わせ：上下水道係 ☎５４－５３１５

「金山町ものづくり展/販売会」開催のお知らせ

「金山町ものづくり展/販売会」を下記のとおり開催します。

金山町民（１４団体・個人）による工芸品・手芸品・絵画作品等の展示、販売を行っていますので、

ぜひお越しください。

○開催期間 令和３年８月１１日（水）～令和３年８月２２日（日）

○開催場所

・金山町ものづくり展 東北電力奥会津水力館「みお里」内（午前１０時から展示開始）

・販売会 道の駅「奥会津かねやま」内（午前９時から販売開始）

○入 場 料 無料

◎問い合わせ：復興政策係 ☎５４－５２０３
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８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、穴を空けてから捨て

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

８月 ４日(水) プラスチック容器包装

５日(木) ペットボトル

７日(土) 段ボール

１８日(水) プラスチック容器包装

２１日(土) 紙類

月 日 種 類

８月１８日(水) 缶類

２５日(水) びん類・不燃ごみ

月 日 種 類

８月 ４日(水) 缶類

１１日(水) びん類・不燃ごみ


