町制施行五十五周年記念式典開催

町民みんなが主役の町づく り

子孫に誇れる
町づくりを目指して
本日ここに西川町町制施行五十

力添えいただきました国・県を始

事業であり︑これまでご指導︑お

が町にとりまして欠くべからざる

安心︑交流人口の拡大を目指すわ

積み重ねてきた町づくりの経験を

たひとつの節目として︑これまで

西川町誕生の原点に立ち返り︑ま

本日︑記念すべき日にあたり︑

﹁クオリティライフにしかわ﹂︑
更には物と心の調和した幸福を求

数のご来賓並びに町内関係者各位

ム﹂が山形県代表として全国消防

また昨年は﹁西川町消防団チー

日︑北に月山︑西に朝日連峰の山々

省みますと昭和二十九年十月一

このあとの町の功労者表彰で特別

練に取り組んできた成果であり︑

合言葉として長期間にわたって訓

ました︒これは関係者全員が絆を

う観点から新築一校でご理解をい

みよい町づくり︑町民の幸せとい

いを行ってきたところであり︑住

して議会や町民皆様と充分話し合

工夫をこらし︑町政の将来を見つ

が︑常に時代感覚を磨き︑創意と

不透明な厳しい状況下にあります

れた中で財政的には極めて先行き

す︒政治的にも歴史的転換がなさ

世はまさに激動の時代でありま

ただき︑本年本体工事に着工いた

自然と人間が共存し︑自立・自

めながら︑その具体化に努めてま

助・互助の地域社会づくりを通し

した次第であります︒町の将来を
育環境・教育のために︑平成二十

て︑町民各位が町づくりの主役と

いる所存であります︒
四年度開校に向けて着実に進めて

して更に積極的に参加されんこと

振興発展のためにその活動を支援

若者定住を促すとともに各地域の

どの行政サービスを更に充実して

譲し︑保健・医療・福祉・教育な

限りない発展と町民各位のご健勝

て深甚なる敬意を表し︑西川町の

議会の皆様そして町民各位に改め

ました歴代町長始め歴代議長︑町

最後に︑今日の西川町を築かれ

を切望する次第であります︒

し︑﹁住んでみたい町・住んでよ

を祈念し式辞といたします︒
るような町づくりを今後も積極的
に進めてまいりたいと存じます︒
これら施策の推進につきましては︑
ご来賓各位並びに町議会︑町民各
位のご支援︑ご協力の賜物と衷心
より感謝申し上げますとともに︑
今後とも尚一層のご支援をお願い
申し上げる次第であります︒

近松捷一

西川町長

かった町﹂を目標に︑子孫に誇れ

として新たに住宅団地を造成・分

また︑このエリアを人口集積地

まいります︒

託す子どもたちのより充実した教

区再編につきましても四年を費や

と存じます︒

める﹁西川しあわせづくり物語﹂︑
そして現在︑町民と町が協働して

のご臨席を賜わり記念式典を挙行

操法大会に出場し︑第五位︑優良

をいただき︑清流寒河江川に姿を

さらには︑課題でありました学

も大きな土台とし︑町政の更なる

ていました︒

づくりに向けて気持ちを新たにし

られ︑出席者一同︑これからの町

式典の最後は万歳三唱で締めくく

れまでの町のあゆみを振り返り︑

五十五周年を祝うとともに︑こ

露され︑会場を盛り上げました︒

沢見附神楽︵みつけかぐら︶が披

して大井沢に古くから伝わる大井

また︑町制施行五十五周年を祝

チームの八名が表彰されました︒

五位入賞を果たした西川町消防団

大会に県代表として出場し︑見事

催された第二十一回全国消防操法

表彰として︑昨年十月に東京で開

品が贈られ︑さらに︑特別功労者

対し︑近松町長から表彰状と記念

いただいたお二人と二つの団体に

わたり町政の振興︑発展にご尽力

行われ︑それぞれの分野で長年に

いさつに続いて︑町功労者表彰が

式典では︑町長式辞や議長のあ

目を祝いました︒

の出席者とともに五十五周年の節

ーあいべで開催され︑約百六十人

五周年記念式典が西川交流センタ

十月一日︑西川町町制施行五十

式典

め関係者の皆様に心から感謝と敬

町民皆が質の高い生活を目指す

町制施行
55周年記念
発展に向けて努力してまいりたい

自立の町づくりを進めていく﹁豊
かさと自立への挑戦﹂など︑時代
に即応した町づくりに取り組み︑
町政は着実な発展を遂げてまいり
ました︒
最近に至りましては︑若者の住
む魅力あふれるせせらぎ住宅団地
の造成分譲や白い発芽胚芽米﹁月
山まんま﹂の製造販売︑そして新
たな生涯学習施設﹁西川交流セン
ターあいべ﹂をリニューアルし︑
多くの方々にご利用いただいてお

できますことは︑主催者として誠

賞受賞という快挙を成し遂げ︑西

ります︒

に欣快とするところであり厚く御

川町消防団の士気を鼓舞してくれ

映す西山︑川土居︑本道寺︑大井

また︑本年度は月山地区地すべ

功労賞をお贈りする予定ですが︑

り対策工事が全国でただ一箇所国

沢の四ヶ村が大同団結し西川町が

この間︑合併当時の﹁天の恵み

町民挙げて拍手を送りたいと思い

の資源を活用するまち﹂に始まり︑

直轄事業として新規着工の運びと

誕生してから早や五十五年の歳月

その後﹁雪と緑と太陽のまち﹂︑

なりましたことは︑住民の安全・

ます︒

次に物の豊かさから心の豊かさへ︑

が流れました︒

きんかい

大井沢に約300年前から伝わる
「門まわり」という家内安全などを
祈る風習がありましたが、約140年
前に一度途絶え、それを何とか復活
させようと地域の有志20人が平成２
年２月15日に大井沢見附神楽保存会
を発足。現在も毎年正月に門まわり
を行っているほか、地域の行事や結
婚式などで披露されています。
今回は、55周年記念式典の席上、
特別に披露していただき、会場を盛
り上げていただきました。
意を申し上げるところであります︒

おおいさわみつけかぐら

礼を申し上げます︒

五周年記念を迎えるにあたり︑多

写真：大井沢見附神楽
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これに呼応し︑寒河江川流域の

ました︒
西山︑川土居︑本道寺︑大井沢の

ムや高速道路等多くの事業が次々
と完成し︑町も大きく変貌してき
ました︒

に強力な財政力を持つ文化に富ん

住民の福祉を増進するため︑さら
民挙げて努力し︑邁進してきたこ

や山形県の支援を受け︑議会︑町

変化を的確に受け止め︑国の制度

歴代町長を中心として︑時代の

だ新町を目指し︑昭和二十九年十
とは周知のとおりであります︒

新築︑町民グラウンド整備等々が

建設︑水田の基盤整備︑町立病院

月山道路の開設︑広域簡易水道

事業が実施されてまいりました︒

発等︑建設計画が策定され︑各種

道一一二号の改修︑月山の観光開

を活用した電源開発︑六十里越国

新町建設のため︑豊富な水資源

議会といたしましても︑これら

向け鋭意努力されております︒

ており︑豊かさと自立への実現に

や︑総合産業化の推進等にあたっ

事などの生活排水対策事業の推進

小学校建設の着工︑公共下水道工

め︑実施計画を策定し︑町立西川

られた各種計画を着実に進めるた

﹁豊かさと自立への挑戦﹂に掲げ

しておりますが︑第五次総合計画

の厳冬期のまつりとして全国に先

消防操法大会山形県代表チーム︶

▽西川町消防団︵第二十一回全国

晃︵吉川︶

月山志津温泉組合

防団の技術の高さを全国に示すと

かしい成績を収められ︑西川町消

❹
2009-10

ƝƉŽǁ

四カ村は︑小異を捨て大同に立ち︑

月一日に西川町が誕生したわけで

行われ︑さらに町は様々な大規模
町の実態を踏まえまして︑町執行

今︑西川町は様々な課題に直面

町制施行五十五周年記念の日を
事業を推進してきました︒その結
部と車の両輪のごとく話し合いな

あります︒

ここに迎えるにあたり︑町議会を
果︑国道一一二号自動車専用道の

豊かで希望の持てる

代表し一言︑お祝いの言葉を申し
開設︑弓張平運動公園︑寒河江ダ
がら協力し合い︑町民の負託に応

最初に︑町功労者として表彰さ

町づくりに邁進

上げます︒
れます二名︑二団体の皆様方に対
えられるよう真剣に取り組んでい

駆け開催し︑二十年の長きにわた

▽第 二 分 団 長・菅野喜章︵間沢︶

特別功労者

り実施された活動は地域活性化の

▽第一分団第一部・土田嘉勝︵睦合︶
▽第一分団第二部・飯野

剛︵海味︶
誠︵間沢︶

れた第二十一回全国消防操法大会

平成二十年十月十二日に開催さ

▽第三分団第三部・渋谷章吾︵入間︶

▽第二分団第二部・大泉

▽第二分団第一部・和田健一︵海味︶

▽第二分団第一部・長岡

▽第一分団第二部・髙橋孝一︵吉川︶

模範となるものです︒

地区民が中心となって二月下旬

▽大井沢雪まつり実行委員会

黒坂久一

西川町議会議長

あいさつといたします︒

くりに邁進することを申し上げ︑

ともに︑豊かで希望の持てる町づ

各位に敬意と祝意を申し上げると

き日にあたり︑先人の労苦と町民

本日︑合併五十五年の記念すべ

く所存であります︒

しまして︑これまでのご尽力とご
労苦に対し︑心からの敬意とお祝
いを申し上げます︒
昭和二十九年十月︑四カ村が合
併し︑新生西川町が誕生し︑以来
五十五年の時代の変化や町の移り
変わりがうかがえてきます︒
戦後における国民の勤勉な復興
や高度経済成長の道を進む中で︑
より健全な地方自治体を実現する

自治功労者

大井沢雪まつりの花火

に山形県代表として出場し︑小型

豪雪を逆手に利用し︑厳冬期に

ともに︑消防団員︑さらには町民

ポンプの部で第五位入賞という輝

﹁月山さるなし栽培研究会﹂会

出羽三山信仰の宿場として栄えた

に感動をもたらしてくれました︒

▽雪旅籠の灯り実行委員会

長として︑長年にわたり﹁さるな

街並みを雪で再現する新たなイベ

▽佐藤一男︵入間︶

し﹂の栽培技術の確立と優良品種

︵敬称略︶

誠
―におめでとうございました︒

今から10年前の45周年記念
事業で「20世紀の私から21世
紀へのメッセージ」が募集さ
れました。
このたび、自分や家族など
に向けて書かれたその手紙が、
10年の時を経て10月１日の消
印とともにそれぞれの手元に
届けられました。

ため町村合併法が公布され︑いわ

55Topix

月山

ント創出による温泉街活性化を図

産業経済振興功労者

されました︒

地方自治の振興と町政発展に寄与

教育委員として長年にわたり︑

▽清野ちよ子︵海味︶

平成24年度の開校に向けて、西川小学校
校舎建設が進められています。

表彰

の確保に努められ︑産業振興に寄

４５周年記念事業

り︑観光振興に寄与されました︒

過去からの手紙

ゆる昭和の大合併が進められてき

▼55周年記念事業
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町制施行
55周年記念
西川町が誕生した昭和29年
の合併からこれまでの歩みを
写真とともに振り返る記念誌
が発行され、10月１日に全世
帯に配布されたところです。
年代ごとに主な出来事をピ
ックアップし、55周年にちな
んで55のトピックスで構成さ
れています。

与されました︒

記念誌の発行

町制施行55周年
町制施行55周年
町功労表彰受賞者の皆さん

眞理子
残す人はほとんどなく︑ごみ
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食べていただこうとの考えで
りました︒説明もいくらかス

ムーズにできたように思って

2009-10

本で一番の駅弁の種類が揃っ

す︒内容は次の通りですが︑

会場係りは︑設楽與八さん

ているそうです︒選択の幅は

とても広いのですが酢飯がだ
一口で食べられる大きさで十
めな人︑もち米系が苦手な人︑ 二個入りです︒皆さんに食べ

をチーフに佐藤章さん︑佐藤

ƝƉŽǁ

います︒

ていただきながらこの弁当を

て準備してくれました︒例年

NETWORK

油っこいのが苦手な人もいる

︽メニュー︾

江口さんは︑﹁茶葉を急須で

高喜さん︑中野三樹さん︑山

・仙台名物牛タン入り

口正彦さん︑伊藤隆子さん︑

ました︒

などの意見が出ました︒さら
選んだ理由︑食材と産地など
に見栄えはどうか︑日持ちは︑ を説明しました︒

入れる熱いお茶でないとおい

も出ずに後片付けも楽に終わ

鶏肉のシギ焼き︑お浸し︑そ

しくない﹂と急須を使うので

七夕交流会のお弁当の事

コロッケ

井上紀子さんたちが心をこめ

そして大学生が提案した仙

・気仙沼産さんまの立田揚げ

すが︑五十人分ともなると結

の他四〜五品ひとつひとつ丁
価格はどうか等の条件をクリ
寧な手作りの物ばかりでした︒ アする弁当を探すことになり

山圏駅弁﹁仙山芭蕉めぐり﹂

・宮城県産ひとめぼれ

間沢出身︵仙台市在住︶

りました︒ただ千六百円とい

を選びました︒宮城学院女子

設楽

私が七夕交流会に係わった

う価格に︑もう少し安いのが

構大変です︒今年は江口さん

のは︑会場が宮城県民会館か

季節のご飯

ら仙台市民会館へ移り︑さら

あるのではと他の方にお願い
大学の学生︑平本福子教授︑
してみました︒鶏のから揚げ︑ ﹁弁当のこばやし﹂の共同企
が七夕案内にまわりましたの

画で︑仙台・山形交流連携の

用してみました︒味はいまい

・宮城県産みやこがねの赤飯

にエルパーク一四一に替わっ

フライ︑天ぷらなどが中心の

一環として両県の食材や郷土

ちでしたが︑ボトルよりは確

で︑緑茶をパックに入れて使

た年からだったと思います︒

弁当は若い者にはともかく︑

料理を盛り込んだ弁当です︒

かにおいしいお茶になりまし

た︒お茶請けの菓子も︑以前

は仙台名物の﹁白松がモナカ﹂

を用意しましたが︑大皿に盛

ったせいかあまり食べてもら

えず︑また持ち帰ってももら

えませんでした︒袋入りの古

・県北産みちのく鶏の照り

応援団には登録していません

盛夏の時期︑お年寄りにはち

他にも﹁仙山スタイル﹂﹁仙

焼きと県産卵の玉子焼き

が︑夫がビール︑お茶︑菓子

ょっと苦労を掛けた様子で︑

山がんこおやじ﹂などもあり

・仙台名物笹かまぼこと

等の手配に苦心しているのを

食べきれず残した方が多かっ

ました︒竹の皮で編んだ入れ

長茄子漬

見かねてつい手伝いを申し出

たようでした︒残った物はプ

物が持ち帰って再利用できる

・気仙沼産ふかヒレの

たのが発端でした︒

ラスチックの空き箱と共にご

と採用の決め手になりました︒

あんかけチンゲン菜添え

第一回目から︑弁当は﹁の

み処理に廻すことになりまし

﹁仙山がんこおやじ﹂は宮城

・県産牛肉とエリンギの

だや﹂にお願いしていました︒

た︒翌年再度﹁のだや﹂に千

川名物﹁パパ好み﹂をお出し

甘辛炒め

代表世話人の阿部さんが社長

のひとめぼれを名水月山で炊

・宮城名物はらこめし

県産梅干

二百円の弁当をお願いし何年

き上げた健康に配慮した弁当

・宮城県産ひとめぼれと

をしていた東北ポール㈱の村

か続きましたが︑残念なこと

井さんが紹介してくれたそう

するようにしましたら︑ほと

に店を閉めてしまいました︒

てしまいました︒その年は皆

したので喜んでいます︒

でしたが︑惜しくも撰に漏れ

です︒木製の弁当箱を大きな

平成十八年七月﹁七夕弁当

さん残さず食べてくれました︒

七夕飾りの感動と共に︑宮

城県のおいしい食べ物をほん

んどの方が持ち帰ってくれま

風呂敷に包んで定刻に配達し

選定委員会﹂と仰々しい名称

次の年も試食を重ねて︑今

の少しでも口にしていただい

・大河原産みちのく〝もち豚〟
の仙台味噌焼きと

て︑空いた箱をまた風呂敷に

をつけて井上健さんを中心に

度は﹁宮城まるごと弁当﹂を

今年も選定委員会を開いて

季節の地場野菜

包んで持ち帰りました︒弁当

七〜八名が集まり︑交流会の

選びました︒せっかく宮城の

・仙台駄菓子と季節の果物

の中身は保冷材を敷いて鮮度

打合せを兼ねて数種類の弁当
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を保持した刺身と人参︑牛蒡︑
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て喜んでもらえればと願って
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﹁政宗弁当﹂なども試してみ
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神輿の担ぎ手に挑戦。

います︒

This month has been great for making friends and
meeting new people. I hope to make many more
in the coming year. I also had a chance to attend a
wonderful concert in Yamagata City starring
Nishikawa`s very own Chisa Nishitani. The
concert was superb. Everyone performed beautifully and I am looking forward to the next performance.
The next event that I was invited to attend was the
Sagae Matsuri. To my surprise the Mikoshi was
much heavier than I had expected. I was surprised
at how well everyone was able to perform such a
grueling task for nearly 3 hours. Its four days later
and my shoulders and legs are still sore. I tried my
best, but I still feel that I was more of a hindrance
than a helper. Regardless, thank you Kenichi
Wada for inviting me to help with the Mikoshi, it
was an experience I won’t soon forget.

ましたが昨年と同じ弁当にな

◀小 学 校 の 運
動会に参加
したジョー。
（西山小）

西川町に来て、約２ヶ月がたちました。私に
とっては、大変前向きな経験であったといえるで
しょう。私は、積極的に地域の行事に参加してき
ました。
９月６日には西山小学校の運動会に参加しまし
た。私は、ムカデ競走に出てほしいと頼まれまし
た。チームのメンバーはわかっていると思います
が、私は足並みをうまく合わせることができませ
んでした。しかしながら、とても楽しいものでし
た。学校で、子どもたちが躍動しているのを見る
と胸が熱くなります。
今月は、友達を作ったり、新しい出会いがあっ
たりとすばらしい月になりました。この１年で、
さらにたくさんの友達をつくりたいと思っていま
す。また、私は、山形市で行われた西川町出身の
西谷知紗さんが出演するすばらしいコンサートに
行ってきました。それは本当にすばらしいもので
した。出演者全員の歌や演奏はすばらしく、私は、
次のコンサートも期待しています。
次に私が招かれたイベントは寒河江祭りでした。
神輿が自分の想像をはるかに超えて重かったこと
には、びっくりしました。私は、あんなにつらい
ことを３時間近くも、よくできるものだと驚きま
した。あれから４日たったのに、肩と脚にはまだ
痛みが残っています。私は、最善を尽くしたつも
りでしたが、力を貸したというより、足手まとい
になったのではないかと思っています。ですが、
神輿担ぎは忘れられない経験になりました。担ぎ
手に誘ってくれた和田健一君、ありがとう。

宮城の特産物を使った弁当を

It has been nearly two months since coming to
Nishikawa town. I must say that it has been a very
positive experience. I have been trying to keep
busy with activities around the community. On
the 6th of September I attended the Nishiyama
Elementary School undokai. I was asked to
participate in the mukadekyousou. I am not very
coordinated as my team members can verify, but
it was fun nonetheless. It is always exciting to see
the students get active at their school.

流

幸いなことに︑仙台には日

交

Getting Involved

仙台に来てもらったのだから
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の試食会を開きました︒

ǝȌ½Ơ

しいたけ︑高野豆腐︑こんに

ゃくなどの含め煮︑厚焼き卵︑

第２話
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いつでも

だれでも どこでも
気軽にスポーツを楽しめる環境を
しずつ整備したほうが良いの
ではないか︑また︑クラブ運
営に欠かせないクラブマネー
ジャーをはじめとする人材の
するか︑多世代のニーズには

クラブ設立に向けた
検討二年目
西川町では︑昨年に引き続
どう対応していくかなど数多

発掘や自主財源の確保をどう
き︑総合型地域スポーツクラ
くの意見が出されました︒

実現を目標に︑地域のスポー
に精査し︑西川町にあった総

後︑その課題や問題点をさら

そのような中にあって︑今

ブ設立について検討を重ねて

ツ環境の整備を進め︑地域住
合型地域スポーツクラブがど

います︒生涯スポーツ社会の

民の皆さんが︑﹁いつでも
のようなものか︑具体的なク

ベントやスポーツ教室を今後

どこでも﹂スポー

実施していく予定です︒﹁お

だれでも

今年度は︑スポーツ振興く
知らせ﹂などで広報いたしま

ラブ像の検討を進めるために︑

じ助成事業の創設支援クラブ
すので︑興味関心のある方は

ツを気軽に楽しむことができ

の指定を受け︑町体育協会を
ご参加下さい︒また︑ぜひ運

年齢や経験を問わず︑誰でも

中心に︑地域の実情や昨年度
営スタッフとして活動してみ

るよう目指しているところで

ご協力をいただいたスポーツ

参加できるようなスポーツイ

意識に関するアンケートの結
たいと思う方は交流センター

す︒

果を踏まえ︑西川町らしいク
までご連絡下さい︒

昨年度行われ
たプレ事業の
様子。参加者
は様々な種類
の軽スポーツ
を体験してい
ました。

地域の皆さんが主体的に取り組みながら
運営し、
「町のコミュニティ」として、各々
がアイデアを出しながら自主的に創り上げ
ていくことを目標としたスポーツクラブで
す。
誰もが、年齢、興味、関心、技術、技能
レベルに応じて参加でき、そうした活動を
通した、それぞれの地域に見合ったスポー
ツ環境の実現が期待されています。

れもー﹂と一緒に食べる素
振りをします︒
時々︑お兄ちゃんと一緒
に本を読むときもあります︒
絵もいろんな色が使って
あり︑子どもの目を引くよ
うです︒色彩豊かで季節感
がたっぷり感じられ︑とて
もわかりやすかったです︒
これからも家族で楽しく
本と関わっていきたいと思
います︒

由美さん
︵吉川︶

作／せきゆうこ
出版社／小学館

◆総合型地域スポーツクラブとは…

伊藤
この本は︑何でも食べち
ゃうくいしんぼうの〝ぱく
ちゃん〟のお話です︒
春なら︑ピクニックのお
弁当︑夏はお祭りに花火︑
秋は山でいろいろ収穫し︑
というように︑
冬は豆まき …
四季に合わせたおいしいも
のがたくさん出てきて︑ぱ
くちゃんはいつでも大きな
お口で﹁あ〜ん︑ぱくっ﹂
と食べます︒
息子の直大︵なお︶も一
緒に﹁ぱくっ﹂と手でつま
んで︑﹁おいしいねぇ﹂﹁こ

﹃ぱくっ﹄

問 西川交流センターあいべ
☎七四 三
一三一

ラブづくりの方向性などにつ
いて︑運営委員とともに協議
を行ってきました︒各委員か
らは︑クラブづくりには︑最
初からすべてを完成した形で

親子編

はなく︑できるところから少

★性格／マイペース
★趣味／読書、ドライブ
★理想の女性／気の合う人、落ち着いている人
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さん

唯
菅 野

▲▶スポーツ教室「ヨガ体験」。幅広い年齢層の方
から参加をいただきました。

今年の４月からニシカワで働いており、主
に屋根の塗装や外壁塗装を行っています。塗
装と一言で言っても様々な技術が求められる
ため、毎日が勉強の日々です。
休日には、中学校からの友人と食事に行っ
たり、アウトドアを楽しんだりと毎週のよう
に遊んでいます。町に残っている友人は本当
に数少ないので、これからもずっと大事にし
ていきたいですね。

ひろば
ゆい
の
かん

生涯学習の
No.153

青の

双子座生まれ／23歳／吉川

地域
域域域域域域域域域ににににににににににににに
域域域域域域域域域域域域
域域域
域域域域域
域域域域域域
域域域域域域域
ににににににに根
にににににににににににににににに
に
にににに
根根根根根ざ
根根根
根根根根
根根
ざざざざした
ざざ
保保保保健
保
健健健・医
医医医医医医医療
療療療療・福福
療療
福祉のために
西川町立病院の役割と現状について
西川町立病院院長

須貝昌博

す︒
▽町の保健事業への協力

生活習慣病予防教室講演など

健委員会︑各種予防接種︑各

体制ですので︑医師は一カ月

視鏡で行っているため︑内視

当院では胃癌検診を直接内
の医療費は︑全国平均︑県平

行っており︑皆さんの一年間

健診や様々な事業への協力を

ることはできません︒当院は

四月に︑ＷＨＯが新型イン

長い方で三十年以上という方

維持透析を続けられており︑

名︶が︑一日二交替制の中で

した患者さん︵現在は二十四

町内外からの︑腎臓を悪く

あり︑これまでにない新たな

間に型を共有しているものが

が決まっていますが︑人との

全国的に見ても珍しいもので

す︒このような施設の形態は

いう大きな安心となっていま

﹁いつでも診てもらえる﹂と

入所者やその家族にとっては

す︒こうしたことからも︑マ

触れることで引き起こされま

た後に目や口の結膜や粘膜に

ィルスが付着したものを触れ

引き起こされ︑接触感染はウ

す︒

んのご理解とご協力が必要で

の努力だけでは難しく︑皆さ

と思われますが︑医療従事者

れています︒

く抑えることができるといわ

しまった場合でも︑症状を軽

しにくくなり︑仮に感染して

177

人の呼吸器の細胞にとりつ

石鹸やアルコール等の脂肪融

覆う膜は脂質でできており︑

インフルエンザウィルスを

▼マスクを着けて過ごす

▼タオルなどを共用しない

を避ける

うとして働きます︒その双方

異物︵ウィルス︶を駆除しよ

利用して体の中に入ってきた

▼不要不急の外出はせず︑

を触らないようにする

▼不用意に手で口・鼻・目

がいの慣行

▼しっかりした手洗いとう

▼こまめな水分補給

施

▼室内の定期的な換気の実

▼できるだけ家族との接触

の作用の結果︑高熱や筋肉痛︑

人ごみに近づかない

を接種することによって感染

インフルエンザはワクチン

の再診を︒

⑤十分な休養と︑解熱後も
二日間は外出の自粛をお願
いします︒

❿
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もいらっしゃいます︒
▽在宅医療
部としての医療の提供に力を

乳幼児︑学校健診︑学校保

入れていきます︒平成七年か
に協力しています︒

に約六回の当直と︑そのほか

鏡の件数は県内の町立病院で
最近病院の医療崩壊が全国

均のいずれも下回っています︒

町内唯一の医療機関であり︑

この流れはすぐには食い止め
特別養護老人ホームの診療

療
を週二回行っています︒一本

それでは当院の現状を紹介

フルエンザの発生を宣言して
型が人に感染し︑人から人へ

PART
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生活に根ざした︑生活の一

らは訪問看護︑訪問診療を︑
▽救急医療

現在では癌︵がん︶や各種疾
に日直があります︒当直明け

二十四時間︑三百六十五日

そして平成十一年からは訪問

患の末期の方の看取りも行っ

リハビリテーションを始め︑

ています︒
も通常勤務となり︑かなりの
負担がかかっています︒

▽健診事業
平成二年から﹁人間ドック﹂

名が配置されており︑内科︑

を開始しています︒また︑寒

外科︑小児科︑整形外科を標

約六十パーセント︑外来患者

町では︑平成二年に﹁保健

さらに平成五年に保健センタ
榜しています︒

と医療と福祉の町﹂を掲げて︑ 数一日あたり約百六十名︑看

ーを開設し︑これらと町立病
▽外来診療

的に叫ばれており︑私たちの

以上のように西川町立病院

院を一本の廊下で連結して︑
午前診療︑午後診療︑夜間
最多の年間約千六百例となっ
診療︵週一回午後五時半〜︶︑ ています︒また︑最近は経鼻
間近の病院にもすでに広まっ

河江成人病センターでの健診

保健︵保健センター︶と医療

内視鏡を希望される方が増え
ています︒政権が代わっても︑

平成四年にケアハイツ西川を︑ 護配置は患者十人に対して一

︵町立病院︶と福祉介護︵ケ

ています︒

は患者さんの診療だけでなく︑

アハイツ西川︶の一本化︑一
出張診療︵大井沢︑岩根沢︑
▽ケアハイツ西川入所者の診

行われています︒

にも協力しています︒

元化を図りました︒
小山の三カ所で隔週一回︶が

主な役割については︑
▽病棟診療

この中で当院の果たすべき
①皆さんの健康の保持︑増進
入院患者さんは︑自分で歩

②患者さんの病状悪化防止
くことができない高齢の方が

③在宅医療︻生活の一部とし
ほとんどです︒

いたします︒当院は︑病床数

半年が経ちますが︑新聞等で
の感染を繰り返すことで新型

祝祭日︑夜間でも診療可能で︑ 守るためにも維持継続が必要

﹁保健と医療と福祉の町﹂を

ての医療︼
▽血液透析

の廊下で結ばれているため︑

④救急医療

五十一床︑職員数七十二名

も報じられているとおり︑現

以上のように考えています︒

︵常勤医四名︶︑病床利用率

在︑新型インフルエンザは全

◇自宅療養の方法

スクや手洗いによる予防は有

インフルエンザで診察を受
けると︑大部分の方は自宅で

いたウィルスは細胞内で大量

解剤で簡単に壊れ︑感染する

◇感染を予防するには

のインフルエンザとして確立

四千件を超えました︒
今後︑冬期間にかけて︑季
て本格的な流行期に入ってい

に複製され︑他の細胞に取り

力をなくしてしまいます︒

療養するようになります︒

くものと思われますが︑感染

付いて増殖を繰り返していき

節性のインフルエンザを含め

予防に十分に注意をはらい︑

ます︒人の体は︑免疫機能を

◆自宅で療養する場合

感染した場合には︑症状に応

関節痛︑咳︑咽頭痛︑鼻水︑

▼十分な睡眠と休養
症
※状が悪化した場合は早め
頭痛等を引き起こします︒

◇インフルエンザかなと思っ

▼室内の換気を十分に行い
たら

人によっては重症化するこ

適度な湿度を保つ

①必要に応じて医療機関の

とがあり︑肺炎や脳症を引き

受診を

▼人の密度が高いときはマ
▼症状がある人は咳エチケ

②受診の前には必ず電話を

起こし︑生命に重大な影響を

ット︵マスク︶の着用

スクを着用する

▼普段から十分な睡眠と栄

とともに放出されたウィルス

④感染予防に十分注意を

③受診の際はマスク着用を

を健康な人が吸入することで

◇インフルエンザと予防接種

養をとっておく

与えることがあります︒
◇感染はどのように広がるか
インフルエンザの感染経路
は飛沫感染と接触感染といわ
れています︒飛沫感染は感染
インフルエンザのウィルス

した人の咳︑くしゃみの飛沫
には特定の動物が感染する型

◇新型インフルエンザとは

の四分の一を占めています︒

で︑現在でも世界全体の死因

な動植物に生じる病気の総称

原体の感染により︑より高等

菌︵カビ︶︑ウィルス等の病

感
※染症＝寄生虫︑細菌︑真

は違う病気です︒

る感染症です︒通常の風邪と

エンザウィルスを病原体とす

インフルエンザはインフル

◇インフルエンザとは

す︒

じた早めの対応をお願いしま

◇インフルエンザの症状は

世界的にまん延し︑国内にお

西川町保健医療福祉サービスエリア

効だといえます︒

保健センター

します︒

町立病院

町の保健医療福祉サービスシステムの拠点
として平成４年に建設された保健センターは、
隣接する町立病院とケアハイツ西川に廊下で
つながっており、一体的なサービスが行える
ようになっています。
また保健センター内には、診察室のほか、
具体的な指導が行えるよう健康指導室や栄養
指導室などもあり、地域住民に密着した対人
保健福祉サービスを目指しています。
ケアハイツ西川

第１回

いても集団発生の累計は一万

ߵকから
まちの

NETWORK
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ƝƉŽǁ
NETWORK

⓫

インフルエンザへの
対応について
お元気ですか？

“地酒・地ワイン・地ビールまつり”西川フェア２００９開催

▲水沢小太鼓を披露する
児童。
◀吉川権現太鼓と西川中
の有志による競演。息
の合った見事な演奏を
披露。

▲家族や友人、会社の同僚同士などで
賑わいを見せるメイン会場。その会
場のあちこちで、それぞれの好みの
お酒を片手に、「乾杯」の元気の良
い掛け声が響き渡っていました。
▲先着200名に配られた白い発芽胚芽米入り
おにぎり（２個入り・さがえ西村山農協提
供）には、配布と同時にひと際長い行列が
できあがり、あっという間に完売してしま
月山のガイドも務める設楽國雄さん
いました。
（睦合）の写真などが展示されました。

▶飲み物の交換ブースには、ひっきり
なしにお客様が訪れ、ひと息つく間
もなさそうでした。

10/４

秋晴れの清々しい日

ƝƉŽǁ

曜となった十月四日︑

西川フェア２００９が

NETWORK

名水公園︵水沢︶で開

催され︑町内外から訪

れた七千五百人の方々

で賑わいました︒

〝地酒・地ワイン・地

ビールまつり〟として

すっかり定着し︑広く

知られるようになった

こともあり︑昨年より

西川フェア2009開催

五百人も多い来場者と

なりました︒

会場では︑地酒やワインな

ど三種類全ての酒の飲み比べ

を楽しむ方や︑地元商店街の

方々が出店したブースで振る

舞われた山菜そばや芋子汁に

舌鼓を打つ方など︑お酒を飲

む方はもちろん︑お酒を飲ま

ない方も十分に楽しめたよう

でした︒

また︑ステージでは︑睦合

囃子の披露や︑吉川権現太鼓

と西川中学校有志との競演︑

地元の水沢小学校児童による

2009-10

太鼓演奏などが行われ︑見ど

ƝƉŽǁ

ころも十分︒さらに︑迫力満

NETWORK

点の海神會の神輿渡御も行わ

⓭

れ︑会場の雰囲気を盛り上げ

◀会場中の注目を集めた海神
會の神輿。担ぎ手たちの威
勢の良い掛け声で、会場は
一気に盛り上がりました。

ていました︒

▲小学生も加わり、迫力満点
の演舞を披露して下さった
睦愛會の皆さん。最後の
ポーズもお見事！

地酒・
地
ワ
イ
ン
・
地ビール

県内で揃うのは西川町だけ ！

◀月山銘水館前の駐車
場が９時30分で満車
になってしまう盛況
ぶりでした。おいし
いものが揃った各
ブースも大盛況。

2009-10

⓬

西川町の産業探訪

リーを吉川に構えるきっかけにな

に行えるといった背景も︑ワイナ

の原料となるブドウの調達も容易

ウの生産が行われており︑ワイン

吉川ブドウ団地でも大規模にブド

巡回し︑品質の向上と生産者間の

の園地を専門家なども交え全員で

ています︒八月には︑その契約者

くらんぼやブドウの栽培を委託し

十カ所の園地と契約を交わし︑さ

十アールの自社園地のほか︑県内

Ｔ Ｅ Ｌ

74-4315
取締役社長

表

昭和57年

貯蔵庫に保管された
ワイン樽
（約250ℓ）

ワイン

西川町の企業︑産業を紹介
してきたシリーズ﹁西川町の
産業探訪﹂︒第八回の今回は︑
﹁月山山麓ワイン﹂で知られ
る虎屋西川工場をご紹介しま
す︒

吉川でのワインづくり
チェリーワインの醸造を始めた
昭和四十七年から三十七年もの間︑
ワイン製造を手掛けてきた合資会
社虎屋西川工場︵月山トラヤワイ
ナリー︶は︑県内でも指折りの歴
寒河江市にある千代寿虎屋株式

史を持つワイナリーです︒
会社の系列会社として発足した月
山トラヤワイナリー︒寒河江市の
特産︑さくらんぼをワインにでき
ないかという相談を受けた同社が
研究を重ね︑その醸造をするため
の拠点として選んだ場所が︑吉川
の現在の地です︒﹁当時︑醸造所
だった現在の建物が購入できる見
込みがたったことと︑その時代︑

山形県を代表する果物のラ・フラ

り︑いわゆる西欧系のワインから

ブドウワインも作られるようにな

主に行われていたものの︑その後︑

最初︑チェリーワインの製造が

い方ひとつにしても︑通常の重さ

とから︑契約栽培された原料の買

ウの量より質を上げたいというこ

ンづくりの中で︑原料となるブド

の出来に直結するというこのワイ

ブドウの品質そのものがワイン

今がピークの仕込み作業

顔が見えるワインづくり

きや︑大沼さんによれば﹁経済的

ンスなどのフルーツ系のワインま

な動向はもちろん︑近年の健康志

﹁ワインは女性を中心に︑幅広

取材にお邪魔したこの日も︑契約

向などもあって︑アルコール自体

ワインの製造は九月から十一月

園地から運び込まれた︑そのまま

や房の大きさなどの規格以外に︑

食べてしまいたくなるようなブド

を控える方が多くなってきてい

白ワインの場合︑一週間から十日

され︑発酵を待ちます︒こうして

は巨大な鋳物でできたタンクに移

らに︑甘い香りとともにこの果汁

す特殊な機械に入れられます︒さ

うなもので圧迫して果汁を絞り出

その後︑ブドウの実は風船のよ

様の信頼をいただける商品づくり

が︑そうした中だからこそ﹁お客

決して易しいものではありません

り︑国産ワインを取り巻く状況は

焼酎ブームといった他の要因もあ

価なワインが大量に市場に出回り︑

さらに︑大手ワインメーカーの安

減少傾向が続いているそうです︒

る﹂ということもあり︑全体では

ほどで出来上がり︑早いものでは

は話して下さいました︒

を心掛けていきたい﹂と大沼さん
に並ぶそうです︒

一カ月もすると瓶詰めされ︑店頭

実と軸に分けられていきます︒

ウが次々とコンベアに載せられ︑

で様々なワインが作られるように

主な製品

く親しまれている﹂という思い込

設立年月

みから︑消費も右肩上がりと思い

代

7名（うち町内2名）

従業員数

大沼

保義

山形で育まれた恵みを
ワインに込めて

ったと聞いている﹂と︑対応して
情報交換に寄与しています︒こう
とから﹁葉月︵はづき︶会﹂と呼

吉川79番地
がピーク︒この期間は︑七名の従

ばれ︑毎年行われるそうです︒

所
住

業員が総出で製造に当たります︒

◆会社の概要
糖度が価格に反映される仕組みが

現在は︑吉川尾畑山にある約三

ワイン作りに携わって11年になるという
大泉さん。「ワインはブドウをしぼったも
の。食べておいしいブドウは良いワインに
なる。手を掛けた分だけ味に表れるところ
が楽しい」とワイン作りの魅力を話して下
さいました。
今年のヌーヴォーは、大泉さんが工場の
責任者になって初めてのワイン。「従業員
がみんなで作り上げた、手塩に掛けたワイ
ン」と、携わった方々はもちろん、大泉さ
んの期待も込められた素敵なワインができ
たようです。

取り入れられています︒

契約栽培で高品質を維持

下さった大沼寿洋さんはその経緯

契約農家から送ら
れてきた原料の仕
込み作業。
した集まりは︑八月に行われるこ

このタンク群で発酵されます。
について話して下さいました︒

（月山トラヤワイナリー）

なっていきました︒

大泉奈緒子さん

⓮
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▲

特殊な機械でブドウの
果汁を絞り出します。
2009-10
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▲9月25日から発売が始まった月山
山麓ワイン（白）のヌーヴォー。
北は北海道から南は九州まで出荷
されます。生産されるワインのお
よそ７割は県外への出荷。

合資会社虎屋西川工場

平成20年度西川町決算報告
◆町税の内訳
区
町

分
民

税

額

構成率

１人当り

税

2億4,366万円

25.9%

36,189円

固 定 資 産 税

6億4,716万円

68.7%

96,117円

うちダム関係以外

2億7,856万円

29.6%

41,372円

軽 自 動 車 税

1,364万円

1.5%

2,026円

町 た ば こ 税

2,465万円

2.6%

3,660円

入

1,238万円

1.3%

1,839円

湯

税

合

計 22億4,017万円

◆町が所有している財産
43,587,733㎡
土 地（ 面 積 ）
71,245㎡
建物（総面積）
64台
自動車（台数）
8,599万円
有価証券等
財政力指数
財政力を示すもので、1に近
くあるいは1を越えるほど財
政に余裕がある。

2009-10

平成１９年度

平成２０年度

0.297

0.294

0.290

92.2%

95.3%

91.3%

財政構造の弾力性を示す数
値で、この値が100％に近
いほど、自由に使えるお金
が少ないことになる。

土木費
3億8,432万円
（8.3％）

公債費
9億8,548万円

衛生費
5億4,639万円
（11.8％）

（21.3％）

西川町の平成二十年度決算がこのほど

452万円

まとまり︑九月三日から十一日までの会

介護従事者処遇改善臨時特例基金

平成20年度決算

商工費
8,675万円（1.9％）
その他
8,965万円
（1.9％）

期で行われた町議会第三回定例会で議決

6,303万円

されました︒

介護給付費準備基金

町民の皆さんから納めていただいた町

275万円

税や国・県からの補助金︑地方交付税な

2億3,966万円

国民健康保険支払基金預託金

どがどのように使われたか︑主な内容と

国民健康保険給付基金

消防費
1億7,821万円
（3.9％）
農林水産業費
2億3,521万円
（5.1％）

町の財政状況をご紹介します︒

1,200万円

付税︑国庫支出金︑県支出金︑

5,507万円

用 品 調 達 基 金

地方債等︶が七五・六％で︑

育 英 奨 学 基 金

一般会計歳入は

ƝƉŽǁ

384万円

国庫支出金
1億1,930万円
（2.5％）
県支出金
2億2,719万円
（4.8%）

町 債
6億9,740万円
(14.8%)

その他
3億6,968万円
（7.8％）

地方交付税
23億7,170万円

教育費

総務費
5億4,831万円
8億9,771万円
民生費
（11.8％） 6億7,594万円 （19.4％）

町 税
9億4,148万円

（50.2％）

（19.9％）

（14.6％）

46億2,797万円

歳入

平成１８年度

財 政 力 指 数
経常収支比率

NETWORK

的 7億4,950万円 7億4,054万円
7,151万円
732万円
的
1億2,078万円
1億2,610万円
的
9,274万円 1億5,607万円
的

1億2,770万円

肉用牛特別導入事業基金

経常収支比率

◆主な財源指標
区
分

⓱

出

土 地 開 発 基 金

自主財源が前年度比六・四％

水 道 事 業

支

282万円

前年比六・八％の増

病 院 事 業

益
本
益
本

入

315万円

公務災害補償基金

減少しています︒

収
資
収
資

収

ふるさとづくり基金

歳入は︑前年度に比べ三億

分

560万円

教育費などで

区

丸 山 薫 記 念 基 金

〇一二六万円︵六・八％︶の

◆企業会計

2,321万円

歳出

次ページで財政健全化法に基づく指標を紹介しています︒
※

国 民 健 康 保 険 事 業 8億 513万円 7億1,797万円
329万円
335万円
大 井 沢 歯 科 診 療 所
6,782万円
7,027万円
老
人
保
健
事
業
2,222万円
2,983万円
簡
易
水
道
事
業
6,455万円
6,455万円
路
線
バ
ス
事
業
3億7,671万円
3億7,696万円
公 共 下 水 道 事 業
2,719万円
2,721万円
農 業 集 落 排 水 事 業
362万円
389万円
寒河江ダム周辺施設管理事業
7,044万円
7,082万円
後 期 高 齢 者 医 療 事 業
介
護
保
険
事
業 6億 670万円 5億9,728万円
0万円
0万円
宅
地
造
成
事
業

1億8,018万円

町有施設整備基金

前年比五・九％の増

出

地 域 福 祉 基 金

増となりました︒

支

9億1,822万円

基

主な増減は︑地方交付税が

入

金

債

歳出は︑前年度に比べ二億

収

5億9,842万円

減

八二一六万円︑経済対策や除

分

財 政 調 整 基 金

雪機械購入補助等による国庫

区

基金残高

五九五〇万円︵五・九％︶の

◆特別会計

基金区分

支出金が六二四万円︑統合小

63億8,680万円
8,452万円
3,385万円
17億8,778万円
2億9,587万円
2億7,401万円
5億6,293万円
94億2,576万円

◆町の基金（貯金）

主な増減は︑統合小学校建

65億5,777万円
8,987万円
3,196万円
17億9,034万円
3億1,106万円
3億 232万円
5億8,827万円
96億7,159万円

平成２０年

増となりました︒

平成１９年

学校建設や開発センターの改

計 区 分
平成１８年
一
般
会
計 71億6,660万円
9,476万円
簡易水道事業会計
3,727万円
路線バス事業会計
公共下水道事業会計 17億9,572万円
3億2,362万円
農業集落排水事業会計
3億2,685万円
病 院 事 業 会 計
6億1,281万円
水 道 事 業 会 計
合
計 103億5,763万円

修工事による地方債が四億四

会

設や開発センター改修工事に

◆町の起債残高

三五〇万円の増となっていま

町 債 現 在 高 71億6,660万円 65億5,777万円 63億8,680万円

より教育費が三億五四四一万

6,688万円

円︑除雪機更新等により土木

620万円

す︒一方で︑地方税では国か

−

らの国有資産等所在市町村交

うち繰上償還額

費が二五三一万円増となった

8億6,837万円

付金や償却資産分の大幅な減

8億6,273万円

一方︑後期高齢者システム委

8億 748万円

託料や国保・介護会計繰出金

元 金 償 還 等 額

歳出
687,356円

少により︑一〇六二万円の減

6億9,740万円

となりました︒

2億5,390万円

の減等により︑民生費が五〇
財源別の構成比率は︑自主
財源︵町税︑使用料︑手数料︑ 七八万円︑災害復旧事業が四

4億2,350万円

行

五九五万円の減となっていま

額

発

す︒

平成２０年度

財産収入︑繰入金等︶が二

平成１９年度

四・四％︑依存財源︵地方交

平成１８年度

健全な財政運営に向けて

町税負担額
139,831円

◆町債の状況
分

西川町決算報告

町民
1人あたり

139,831円
100.0%
総
額 9億4,148万円
※入湯税は、水沢・大井沢温泉管理運営事業、月山を中心とした
観光宣伝事業に充てています。

区

平成20年度
平

◆町民一人あたりの
町税負担額と歳出

47億2,675万円
NETWORK
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健全化判断比率とは

ヌー愛好者が参加︒自分の技

財政健全化法に基づく算定結果
西川町算定結果

早期健全化基準

財政再生基準

①実質赤字比率

0.0％ （0.0％）

15.00％

20.00％

②連結実質赤字比率

0.0％ （0.0％）

20.00％

40.00％

③実質公債費比率

20.2％ （20.6％）

25.0％

35.0％

④将来負担比率

92.0％（111.2％）

350.0％
経営健全化基準

資金不足を生じた公営
企業はありません。

20.0％
（

）内の数字は昨年度のものです。

の地方公共団体にお

の姿を反映したものとは言え

はならず︑地方公共団体全体

くらあっても財政再建団体と

今後︑起債償還額の減少に

と同じ順位となっています︒

財政健全化法って何？

では一般会計と路線バス会

公共団体本体の会計︻西川町

を適正に運営するこ

計︼︶において︑赤字額が標

県や市町村の財政

とを目的として﹁地

となり︑その前の警告や注意

︶の二十％を
※

喚起という段階の指標があり

超えるとすぐに財政再建団体

︵財政健全化法︶﹂

ませんでした︒また︑特別会

準財政規模︵

が平成十九年六月に

方公共団体の財政の

公布されました︒こ

計や企業会計に累積赤字がい

健全化に関する法律

のことにより︑全て

県内市町村との比較

2009-10

本町の健全化判断

比率を県内市町村と

ƝƉŽǁ

比較してみると︑実

質公債費比率は︑県

NETWORK

内三十五市町村中︑

当町は二十九位︵昨

年度二十九位︶とな

っており︑昨年度よ

り〇・四ポイント改

善したものの︑昨年

この財政健全化法では︑﹁早

一方︑将来負担比率は︑県

いて︑平成十九年度決算から

期健全化﹂と﹁財政再生﹂の

内三十五市町村中︑六位︵昨

財政健全化にかかる各指標の

付けられました︒また︑平成

二段階で財政悪化をチェック

年度八位︶となっており︑今

よって︑平成二十四年度には

二十年度決算からは︑基準を

するとともに︑特別会計や企

ないものでした︒

超える団体は早期健全化計画︑

業会計も併せた連結決算によ

公表及び議会への報告が義務

あるいは財政再生計画を策定

後も起債残高及び職員数の減

十七・五％にまで改善する見

し︑早急に改善しなければな

り︑地方公共団体全体の財政

込みです︒

りません︒

第八回町民ゴルフ大会

飯野さんが優勝

九月二十日︑第八回町民ゴ

ルフ大会が天童カントリーク

ラブで開催され︑日頃鍛えた

技術を競い合いました︒今大

会には︑町民はもちろん︑町

内の企業で働いている方々︑

合わせて五十八名が参加︒競

少等により︑年々比率は改善

技は︑ダブルぺリア方式︵ハ

していく見込みです︒

ンディキャップの計算方法の

状況をより明確にするものと

力強いパドルさばきで競技を

一つ︶による全十八ホールの

大会の結果は次のとおりで

なっています︒

盛り上げる選手たちに︑会場

打数の合計で争われました︒

従来の財政再建法制では地

に駆けつけた観客から大きな

方公共団体の普通会計︵地方

声援が送られ︑終始賑やかな

大会となりました︒

■財政用語解説
①実質赤字比率
普通会計の実質赤字（歳入を歳
出が上回った額）が標準財政規模
に占める割合。
※【参考】平成20年度西川町標準
財政規模＝32億2730万円。
②連結実質赤字比率
すべての会計の実質赤字が標準
財政規模に占める割合。
③実質公債費比率
公債費および公債費に準じた経
費（普通会計公債費＋公営企業繰
出［公債費分］＋西村山広域行政
事務組合への公債費分担金＋ケア
ハイツ西川建設元利補給等）が標
準財政規模に占める割合。
④将来負担比率
地方債残高のほか一般会計等が
将来負担すべき実質的な負債（町
債現在高＋債務負担行為予定額＋
公営企業への繰出見込額＋西村山
広域行政事務組合への分担金予定
額＋町職員退職手当負担見込額
等）が標準財政規模に占める割合。
⑤公営企業における資金不足比率
公営企業ごとの資金不足額が事
業規模に占める割合。

町の財政を公的な指標で見てみよう

術に合わせて︑普及艇と呼ば

それぞれの
道に輝いて

カヌー競技の普及を目的と

れる初心者でも気軽に乗るこ

長沼に響く歓声の中で

して毎年開催されている町民

とができるカヌーの部門や︑

競技用のレーシング艇の部門

などに出場しました︒

カヌー大会が︑今年も長沼︵沼

山︶で開催されました︒

九月二十七日に行われた今

豪快に水しぶきを巻き上げ︑
す︒

◆大会の結果

2009-09
2009-10

①飯野政信︵写真中央・水沢︶

ƝƉŽǁ

②荒木多門︵同右・吉川︶③武

田隆︵同左・町立病院︶ 丸
※数

NETWORK

平成20年度西川町決算報告

⑤公営企業における
資金不足比率

※敬称略、順不同

字は順位︑敬称略︒

⓭
⓳

大会には︑町内の小学生から

①古澤 康太（西川中）
②松田 廉 （同）
③三澤 涼太（同）
▼中学・高校女子同
①佐藤 恵（谷地高）
②桑原みすず（西川中）
③柴田 真実（同）
▼中学･高校男子Ｋ−２
①白田俊太郎（寒河江
高）
・荒木琢磨（谷地高）
②古澤康太・松田 廉
（西川中）
▼中学生・高校Ｃ−１
①土田 拓郎（西川中）
②佐藤 海（谷地高）
③布施 元直（西川中）
▼中学生・高校Ｃ−２
①布施元直・土田拓郎
（西川中）
②佐藤 海・三澤大樹
（谷地高）
▼一般男子Ｋ−１
①長岡 剛
②荒木 政佳
③橋本 佳久
▼一般男子Ｃ−１
①鈴木 賢次
▼親子Ｋ−２
①設楽勝太・純市
②長岡くるみ・さくら・
剛
③吉見匠・覚
▼兄弟・姉妹同
①三澤大樹・涼太
②白田俊太郎・隆之
③桑原みすず・享平

元国体選手まで幅広い層のカ

◆主な大会結果
▼小学男子4年生以下
普及艇
①桑原 享平（沼山小）
②鈴木 海渡（同）
③白田 拓巳（同）
▼小学女子4年生以下同
①中村 天音（西山小）
②中村 静玖（同）
③榊
瑞希（同）
▼小学男子5年生同
①木村 大翔（西山小）
②工藤 大輔（沼山小）
③鈴木 賢太（同）
▼小学女子5年生同
①荒木 風花（沼山小）
②荒木 涼 （同）
▼小学男子6年生同
①白田 隆之（沼山小）
②白田 和豊（同）
③工藤 拓也（同）
▼小学女子6年生同
①渡辺 玲依（西山小）
②原田 萌未（同）
③荒木 久恵（沼山小）
▼一般男子同
①奥山 育男
②渡辺 聡
③後藤 一夫
▼小学男子Ｋ−１
①白田 隆之（沼山小）
②白田 和豊（同）
③桑原 享平（同）
▼小学女子同
①渡辺 玲依（西山小）
②原田 萌未（同）
▼中学・高校男子Ｋ−１

⓲

西村山中学校新人総合体育
大会が︑九月五日にはカヌー
競技︵兼県大会︶︑続いて九
月二十六日︑二十七日にはバ
レーボールや卓球︑野球など
の団体競技が行われ︑各会場

てきた成果を発揮しようと懸

体制のもと︑これまで練習し

①卓球男子

▼団体

◆主な競技の結果

では︑二年生を中心とした新

命な生徒たちの姿が見られま

①バレーボール女子
③バレーボール男子

②卓球女子

した︒
各競技では︑バレーボール
女子と卓球男子︵団体︶が見

③佐藤佳輝︵剣道・二年︶

③大泉

▼個人
事優勝を果たし︑県南ブロッ
ク大会への出場を決めました︒ ②松田悠季︵卓球・二年︶
その他の競技の主な結果は次

悠︵卓球・二年︶

のとおりです︒

▼カヌー︵兼県大会︶結果
①Ｋ１／古澤康太︵二年︶
①Ｃ１／土田拓郎︵二年︶
②Ｋ４／古澤・三澤・松田
・荒木
②ＷＫ４／桑原・白田・柴
田・小林
③Ｋ２／古澤・松田
③Ｃ２／土田・布施
順
※不同︑敬称略︒太字は十

月十七日から行われる県南ブ
ロック大会に出場︒

二年もの間︑大井沢で歯科診

昭和五十三年七月から三十

の中には︑交通手段を持たな

ですが︑現在の大井沢の住民

勤も便利になったということ

道路も飛躍的に良くなり︑通

今年︑対象となられたのは

お祝いしています︒

えた方に対し賀詞をお贈りし︑

わせて米寿︵八十八歳︶を迎

町では毎年︑敬老の日に合

白田

白田

工藤

幸雄︵原︶

りう︵原︶

塚田かめの︵沼山第三︶
もと︵沼山第三︶
白田キヌヱ︵原︶

また︑数え歳で白寿︵九十

横山

富代︵綱取︶

正子︵吉川第五︶

浩一︵吉川第一︶

九歳︶を迎えられる方には︑

古沢

ひさ︵綱取︶
山口とりよ︵上間沢︶

早坂おぢう︵綱取︶
贈呈された方々は次のとお

はる︵吉川第四︶

齊藤まさよ︵下堀︶
阿部

今野

つな︵入間第二︶

三郎︵志津︶

千春︵志津︶

吉見

佐藤

登五︵海味第一︶

佐七︵海味第一︶
奥山キチヨ︵海味第二︶

②

モト︵海味第二︶
さよ︵海味第三︶
イネ︵海味第四︶
リン︵梅沢第一︶

すず︵梅沢第二︶

小林 まさ︵ ケアハイツ西川︶
大沼 富弥︵ ケアハイツ西川︶

伊藤かをる︵梅沢第二︶

設樂キミヨ︵梅沢第二︶

佐藤

佐藤シゲノ︵梅沢第二︶

柴田あさの︵梅沢第一︶

伊藤ちよ江︵梅沢第一︶

秋場

太田

今野みつの︵海味第三︶

片桐

奥山

①延長戦のすえ、１対２
で河北中に敗れた野球部
（攻撃中）。②カヤック
シングルで優勝した土田
君（月山湖）。③ソフト
ボールは残念ながら決勝
進出ならず。④強豪陵西
中を相手に粘りを見せる
③ 西川中バレー部（手前）。
④

⓴
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卓球男子︑バレー女子が優勝 ！

▲

療を続けて来られた清野正博
い高齢者の方々も多く︑月に

松田ちゑの︵吉川第一︶

ご長寿を祝して

医師︵寒河江市︶に対して︑

四十六名の方々で︑近松町長

松田

健一︵入間第三︶

このたびその功績を称え︑山
六回のこの出張診療は︑地域

が各ご家庭を訪問し︑お祝い

佐藤

形県国民健康保険団体連合会

の言葉とともに賀詞を贈呈し

県知事より賀詞と記念品が贈

工藤

とり︵吉川第一︶

方々や町の協力があ

について︑﹁地域の

られ︑近松町長から伝達され

長岡

ったからこそこれま

ました︒

ました︒

で続けてくることが

す︒大井沢の方々と

元吉︵上間沢︶

布施およし︵上間沢︶

池上きみ子︵上間沢︶

阿部ちよゑ︵上間沢︶

山口

りです︒︵順不同・敬称略︶

す﹂と話して下さい
ました︒

直志︵大井沢第一︶

菅野しげよ︵宝沢︶
髙橋

忠雄︵水沢︶

阿部ハマエ︵間沢川︶

三澤シゲノ︵下堀︶
小川

友藏︵西岩根沢︶

フサ︵下堀︶
古澤

ヨネ︵ ケアハイツ西川︶

武一︵間沢川︶

落合

安孫子シゲヨ︵海味第一︶

志田

設楽なかゑ︵海味第一︶

みね︵ ケアハイツ西川︶

大泉

▽米寿︵町賀詞︶

荒木

佐藤
大泉ウン子︵ ケアハイツ西川︶

工藤新一郎︵沼山第三︶

澁谷

▽白寿︵県知事寿賀︶

町に感謝していま

清野正博医師

新宮キクエ︵吉川第四︶

できたと思っていま

清野医師はこのたびの受賞

の方々にとってなくてはなら

清野医師に感謝状

①

ないものとなっています︒

振り込め詐欺にご注意を！

NETWORK
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▲3戦全勝で予選リーグを突破し、準決勝で河北を
3−1、決勝で大江を3−2で下し優勝した男子卓
球部。女子は準決勝で大江を3−1で下しましたが、
残念ながら決勝では河北に1−3で惜敗。これか
ら行われる県南ブロック大会でのさらなる活躍が
期待されています。
バレーボール女子
決勝では、陵南中を
相手に、フルセット
の末逆転で勝利し、
見 事 優 勝を果たし
ました。
▲

うまい話にすぐのらない
「還 付 金」
「融 資」の 誘 い
は要注意。
送金はしない
ATM、エクスパックは注意。
誰かに相談する
まず、家族、警察に相談。
ベストな対応、本人に再確認
本人、役場などに確認。

清野医師が診療を始めた昭

〜その話、うそだべ…！〜

より表彰状が贈られました︒

61

◀ケアハイツ西川で
は、9月16日に慶
寿（けいじゅ）の
つどいが開かれ、
白寿と米寿を迎え
た６名の方々に対
し賀詞と記念品を
お贈りし、ご長寿
をお祝いしました。

それぞれの道に輝いて
和五十三年当時に比べると︑

ଟउਰ

月山朝日観光協会では九
月十一日︑道の駅にしかわ
のインフォメーションコー

また︑一般の方々も山伏た
意見を参考に︑今後の対応

ですが︑お客様等の要望や

定的に設置するということ

えていた神輿渡御がこのたび

ら昭和二十四年を最後に途絶

披露してくださいました︒

クなどの著名な曲︑約十曲を
ってもらおうと︑今年も西川

職業や勤労に対する意識を持

働くという体験を通じて︑

を積むことができたようです︒

の体験を通じて︑貴重な経験

五十四名が労働という初めて

られたこの活動では︑二年生

けられるということでした︒

障害に苦しんでいる方々へ届

▼

いことに戸惑いながらも熱心
に取り組んでいました︒

▼

老人福祉センターや病院な

この事業は今後も引き続き行

▶﹁町の特産品や観光スポッ
トなど︑町の魅力を伝えて
いきたい﹂と案内所の荒木
さん︵左︶と細谷さん︒

歩く湯殿山神社の神輿︒

▶六十年ぶりに地区内を練り

▼

無病息災を願って
大井沢湯殿山神社において
ナーを活用して︑観光案内
町の観光案内の拠点として︑

所をオープンさせました︒
周辺の市町を含めた観光情

九月十三日︑秋の例大祭が行
その前日の十二日夜に行わ
報を発信していくことにし

われました︒
れた火渡り神事には︑あいに

ちに続き︑炎と煙の中で火渡

を平成二十四年三月まで暫

同協会では︑この案内所

ています︒

くの雨にも関わらず︑地元の
方々や大勢の観光客が訪れ︑
その珍しい神事を写真に収め

りを体験し︑家内安全や無病
について︑検討を行ってい

る姿が見られました︒

息災などを祈念しました︒
きたい考えです︒

のためになるよう暮らしてい

に行われ︑小中学生と町民を
中学校では二年生を対象に九

仕事の内容としては︑掃除や

ど町内十カ所に収集用の箱を

われることになっています︒

観光案内所が水沢にオープン

六十年ぶりに復活しました
九月八日に行われた本道寺
口之宮湯殿山神社の例大祭に
おいて︑明治二十八年に栃木
県の信者の方々から奉納され
た神輿が今年︑六十年ぶりに
本道寺︑月岡地内を練り歩き
これは︑十二年に一度の丑

ました︒
年御縁年のたびに担がれてき
た歴史ある神輿を復活させよ
うと地域の方々が取り組んだ

ら︑大きな節目を迎えること
きたい﹂と感謝の気持ちを表

もので︑担ぎ手の問題などか

ができた︒この先︑六十年︑
しました︒

対象に︑山形交響楽団の迫力
月十五日から三日間︑町内の

〝働く〟を学ぶことができた三日間

実現したものです︒

七十年を目指し︑少しでも世

が﹁喜怒哀楽をともにしなが

太郎さん︑ヨシ子さんご夫妻

三十七組を代表し︑志田堅

贈られました︒

が刻まれた記念のレリーフが

れたご夫婦に︑お二人の名前

で半世紀をともに歩んで来ら

ーあいべで開催され︑これま

が九月二十五日に交流センタ

る﹁おしどり金婚さん顕彰式﹂

町老人クラブ連合会が主催す

十七組のご夫婦をお迎えし︑

今年金婚式を迎えられた三

半世紀をともに歩んで来られたお二人を祝福

▶山形新聞寒河江支社長から
記念のレリーフがお一人お
ひとりに手渡されました︒

山形交響楽団の演奏を堪能

ある演奏が行われました︒こ

受付など基本的な業務が中心

何でも挑戦し︑やってみよ

日︑西川中学校体育館を会場

の鑑賞会は︑本物の音楽や演

企業や学校など十六カ所で職

うという意味を込めて︑﹁ト

主催した側として︑本当に感

設置したところ︑約二カ月間

でしたが︑生徒たちは慣れな

場体験を行いました︒

毎年開催されているものです︒

ライやるウィーク﹂と名付け

の指揮に挑戦しました︒

今回お招きした山形交響楽

▶中学生がオーケストラ

技などに親しむことを目的に︑

町文化鑑賞会が九月二十四

御礼を述べる志田さんご夫妻。

団は︑一九七二年一月に発足
した東北初のプロのオーケス
トラという歴史ある楽団です︒
今回の鑑賞会では︑午前は小
学生︑午後は中学生向けに二
回の演奏を行っていただき︑
モーツァルトやドヴォルザー

謝しています﹂と感謝の気持

百六個の眼鏡が集まりました。
西川ライオンズクラブ︵工

ちを話して下さいました︒
今回お寄せいただいた眼鏡

藤健一会長︶では︑七月二十
け︑不要になった眼鏡を寄付

は︑アメリカの本部に郵送︑

五日から一般の方にも呼びか
してもらう取り組みを行って

という短い期間で百六個もの

町民の皆様のさらなるご協力

修理された後︑途上国で視力

眼鏡が寄せられ︑同クラブで

をお願いします︒
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きました︒

も予想以上の反響に︑﹁これ
も町民の方々の善意の賜物︒

「家が近く、これまで何度か利
用したこともあったので希望し
た」と水沢温泉館で職場体験し
た大泉悠君は、「一人で仕事を
するよりも人と接する仕事の方
にやりがいを感じた」と話して
くれました。

ガソリンスタンドで洗
車の手伝いをする佐藤
拓磨君。

町立図書館で、本が傷まないようにフィルム
コーティングの仕事を体験する荒木天祐君。
にしかわ保育園で活動した遠藤
なつきさんは、「泣いちゃった
子どものあやし方や接し方がわ
からなくて最初は戸惑ったりし
たが、３日間で少し慣れてきた。
今日で、子どもたちと会えなく
なってしまうことが寂しい」と
心境を話してくれました。

さい。
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