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問　生活環境課（内線 2134）

問　中央生涯教育センター（☎ 44-3123、FAX44-3125）

注意！！
野外焼却が原因で火災が多発しています！

金ケ崎町自治会等活動総合補償のご案内

　今年度から、みなさんが安心して自治会活動やボラ
ンティア活動ができるように、活動中の思わぬ事故を
サポートするための保険に加入しています。
【金ケ崎町自治会等活動総合補償の内容】
■保険の対象者　
自治会等の活動を行う団体や公益的な活動を行う町民
■対象となる活動
⑴自治会活動やボランティア活動など公益的なまちづ
くり活動で次の要件を満たす活動
▶営利を目的とせず、自主的に計画し、かつ継続的に行ってい
る公益性のある活動　▶無報酬の活動　▶学校管理下（保育施
設も含む）の活動ではないこと　▶懇親等を目的とした活動で
はないこと　▶危険度の高い活動ではないこと　等

⑵活動を実施するための役員会や実行委員会
⑶活動場所への往復中の事故

■補償内容
⑴傷害保険　活動中に急激かつ偶然の事故で死亡また
は負傷した場合。細菌性食中毒、ウイルス性食中毒、
熱中症も対象になります。
⑵損害保険　活動者が過失により、他人にけがを負わ
せたり他人のものを壊して、損害賠償を求められ法律
上の責任を負う場合。
■事故が起こった際の手続き方法
⑴事故が発生した場合、事故発生の時間や場所、状況、
事故を証明できる人の氏名・連絡先、賠償事故の場合
は現場の写真など内容を記録してください。
⑵事故発生後速やかに中央生涯教育センターへ電話ま
たはファックス等で事故内容（氏名・連絡先、活動内
容、事故が発生した日時・場所・事故の状況）をご連
絡ください。※土日、祝日、平日夜間は職員不在

野外焼却は「県民の健康で快適な生活を確保するため
の環境の保全に関する条例」により原則禁止されてい
ます。落ち葉、その他の軽微な焼却や農林業を営むた
めにやむを得ないものとして行われる焼却は適用例外
となっておりますが、やむを得ず野外焼却をする場合
は注意事項を守り、火災を発生させないようにしま
しょう。

≪野外焼却の注意事項≫
▶乾燥時・強風時は絶対に野外焼却をしない。　　▶建物や燃えやすい物のそばで野外焼却をしない。
▶野外焼却している間は、その場から離れない。　▶消火用具（スコップ、水の入ったバケツ等）を準備する。

野焼きが拡大し原因者が消火できず、
消防署による消火活動が行われた現場
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検診スケジュール
令和元年度　検診スケジュール

実施日 受付
時間 会場 対象行政区

6 月 12日㈬ ① 三ケ尻地区生涯
教育センター 瘤木

6月 13日㈭ ① 三ケ尻地区生涯
教育センター 清水端

6月 14日㈮ ① 三ケ尻地区生涯
教育センター 中村・一の台

6月 17日㈪ ① 北部地区生涯教
育センター

長志田・遠谷巾・上平沢・
二ツ森

6月 18日㈫ ① 北部地区生涯教
育センター

上の町・二日町・穴持・金森・
改断

6月 19日㈬ ① 北部地区生涯教
育センター 下平沢・東町・二の町

6月 20日㈭ ② 和光地区研修集
会施設 和光

6月 21日㈮ ① 西部地区生涯教
育センター 川目・高谷野原・千貫石

6月 22日㈯ ② 保健センター 谷地下

6月 23日㈰ ② 保健センター 横道下・下百岡・上百岡

6月 26日㈬ ① 街地区生涯教育
センター 城内・矢来・諏訪小路

6月 27日㈭ ① 街地区生涯教育
センター 檀原・荒巻

6月 28日㈮ ① 街地区生涯教育
センター 町上・南町・栄町・町下

7月 1日㈪ ① 南方地区生涯教
育センター 谷地上・藤巻・高谷野

7月 2日㈫ ① 南方地区生涯教
育センター 横道上・御免・田園パーク

7月 3日㈬ ① 永岡地区生涯教
育センター

下永徳寺・上永徳寺・
上永沢第一・上永沢第二

7月 4日㈭ ① 永岡地区生涯教
育センター

野崎・下永沢第一・
下永沢第二

7月 5日㈮ ③ 細野振興会館 細野

7月 6日㈯ ② 保健センター 全行政区

7月 7日㈰ ② 保健センター 全行政区

10月 19日㈯ ④ 保健センター 未受診者

10月 20日㈰ ④ 保健センター 未受診者

特定健康診査・後期高齢者健康診査・健康診査・
肝炎ウイルス検診・胃がん検診・大腸がん検診・
前立腺がん検診・肺がん検診・肺がん喀痰検査・
結核定期健診

■受付時間
①午前6時30分～9時    ②午前6時30分～9時30分
③午前6時30分～8時30分  ④午前7時～9時30分

肺がん検診・肺がん喀痰検査・結核定期健康診断
実施日 会　場 受付時間

8 月 27日㈫

上永徳寺公民館 午前9時30分～9時45分
下永徳寺公民館 午前10時10分～10時25分
百岡部落公民館 午前10時50分～11時10分
細野部落集会所 午後1時30分～1時45分
野崎南公民館 午後2時10分～2時25分
二ツ谷合理化センター 午後2時45分～3時

8月 28日㈬

遠谷巾営農研修センター 午前9時30分～9時45分
東町公民館 午前10時15分～10時35分
瘤木公民館 午前11時～11時15分
中村地区構造改善センター 午後1時30分～1時45分
一の台自治会館 午後2時10分～2時25分
白糸まちなみ交流館 午後2時50分～3時

8月 29日㈭

真栄木公民館 午前9時30分～9時45分
上の町公民館 午前10時10分～10時25分
改断生活館 午前10時50分～11時5分
中組公民館 午後1時20分～1時35分
中央生涯教育センター 午後2時5分～2時25分
役場（街地区体育館） 午後2時50分～3時10分

8月 30日㈮

千貫石公民館 午前9時30分～9時45分
駒丘生活改善センター 午前10時10分～10時25分
大沢集会所 午前10時50分～11時5分
長志田集会所 午後1時30分～1時45分
御免公民館 午後2時10分～2時25分
保健センター 午後2時50分～3時40分

子宮頸がん検診・乳がん検診・骨粗しょう症検診・
大腸がん検診
実施日 対象行政区

9 月 5 日㈭ 谷地上・横道上・横道下・谷地下・藤巻・御免・高谷野・
田園パーク

9月 6 日㈮ 下百岡・上百岡・下永徳寺・上永徳寺・細野・野崎・瘤木・
中村・清水端

9月 8 日㈰ 上永沢第一・上永沢第二・下永沢第一・下永沢第二・
遠谷巾・上平沢・下平沢

9月 9日㈪ 川目・和光・高谷野原・千貫石・長志田・東町・二の町・
上の町・二日町・穴持・二ツ森・金森・改断

9月 10日㈫ 諏訪小路・檀原・一の台・荒巻・城内・矢来・町上・南町・
栄町・町下

11月23日㈯ 未受診者（骨粗しょう症検診はありません。）

■受付時間　午前 9時 30分～ 10時 30分、午後 1時～ 2
時 30分　　■場所　保健センター


