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５月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は６月２日(月)です。
　期限内に完納しましょう。
▽　固定資産税１期
▽　水道料、下水道料及び保育料

「女性の健康相談」について

【問合】村山保健所地域保健予防課保健支援係
TEL 023-627-1203

▽相談日時等
　◇日時　第２･第４金曜日
　　　　　午後１時30分～３時
　◇場所　村山保健所３階
▽主な相談内容
　助産師による面接相談(予約制)です。
　・不妊、妊娠、避妊について
　・授乳について
　・婦人科疾患
　・更年期障害
　・思春期に関すること

「エイズ出張相談」について

【問合】村山保健所地域保健予防課感染症予防担当
TEL 023-627-1117

▽日時　６月１日(日)午後１時～４時
▽場所　山形市保健センター３階(霞城セン
　トラル内)
▽内容　エイズ相談・HIV迅速血液検査
▽定員　50名
　・相談、検査は匿名･無料です。
　・事前予約制ですが、当日の受付も可能です。

「年金相談」の実施

【問合】寒河江社会保険事務所　TEL 84-2551
　寒河江社会保険事務所では、休日や平日の
夕方も年金相談を実施しています。
▽５月の休日相談日　24日(土)、25日(日)、
　31日(土)
▽６月の休日相談日　14日(土)、21日(土)、
　22日(日)
▽受付時間　午前９時30分～午後４時
▽その他　５月中の平日については、受付時
　間を午後７時まで延長して実施しています。
　また、相談の際には、「年金手帳」もしく
　は「免許証等」ご自身を証明できるものを
　持参ください。

「県産木材を活用した町づくり」の募集

【問合･申込】村山総合支庁森林整備課
TEL 023-621-8152

　観光地、商店街、公園等、多くの人の目に
触れる空間において、地域住民が行う県産木
材製品や間伐材製品の導入を公募により支援
します。
▽補助対象事例　案内看板、標識、ベンチ、
　ごみステーション、プランター、東屋等
▽応募対象団体　自治会(町内会等)、商店街組
　合等、その他任意団体。ただし、規約等を有
　し、会計処理が適正に行われていること。
▽補助率　２分の１
▽募集期限　５月30日(金)まで

女性リーダー育成事業「チェリア塾」の参加者

【問合】山形県男女共同参画センター「チェリア」
TEL 023-629-7751

　地域で活動する団体やグループの女性リーダー
を育成するセミナーを７回コースで実施します。
▽開催日及び内容

お知らせお知らせ
　５月１日～６月５日まで「不法投棄パト
ロール強化月間」を実施中です。
　みんなで不法投棄を撲滅しましょう。
　⇒詳しくは３ページへ

６月の行事予定
　１日（日）休日当番医　菊地胃腸科内科医院（℡ 86-2301）
　　　　　　第４回全国山菜文化産業祭（水沢小学校 午後１時30分開会行事）(～２日）
　２日（月）
　３日（火）離乳食教室（子育て支援センター 午前10時から）
　４日（水）
　５日（木）すくすく･よちよち･とことこ健診（保健センター 午後１時15分から）※
　６日（金）
　７日（土）婦人教室開級式（西川町開発センター 午前９時30分から）
　　　　　　県高校総体カヌー競技大会（月山湖 午前８時30分から）
　　　　　　少年少女カヌー教室（長沼 午前９時から）
　８日（日）休日当番医　町立病院（℡ 74-2211）
　　　　　　西川のまちづくり応援団関東ブロック総会（東京都 午後３時から）
　９日（月）
１０日（火）
１１日（水）西川町議会第２回定例会（町議場 午前９時30分開会･開議）（～13日まで）
　　　　　　困りごと相談（老人福祉センター 午後１時から３時まで）
１２日（木）
１３日（金）
１４日（土）西村山地区中学校総合体育大会（～15日）
　　　　　　キッズクラブ（県立自然博物園）
　　　　　　少年少女カヌー教室（長沼 午前９時から）
　　　　　　風吹地蔵尊交通安全祈願祭（地蔵尊前 午後３時30分から）
１５日（日）休日当番医　町立病院（℡ 74-2211）
　　　　　　西川のまちづくり応援団東北ブロック総会（仙台市 午後３時から）
　　　　　　森の教室（本道寺地区集会センター 午前９時集合）
１６日（月）
１７日（火）月山夏スキー場リフト切替作業（～20日まで）
１８日（水）
１９日（木）スケッチクラブ（県立自然博物園 午前９時30分から）
２０日（金）
２１日（土）少年少女カヌー教室（月山湖 午前９時から）
　　　　　　パパママ マタニティスクール（にしかわ保育園 午前10時から）
２２日（日）休日当番医　熊坂整形外科医院（℡ 86-3101）
　　　　　　朝日連峰夏山開き（鳥原山小屋前 午前11時から）
　　　　　　困りごと相談（老人福祉センター 午後１時から３時まで）
２３日（月）
２４日（火）遊歩道保全活動（県立自然博物園 午前９時30分から）
　　　　　　楽楽(らくらく)運動教室（保健センター 午後２時から）
２５日（水）西川町歴史文化学習会（役場 午後７時から）
２６日（木）２歳児歯ピカピカ健診（保健センター 午前９時から）※
２７日（金）
２８日（土）自然散策と詩を読む会（丸山薫記念館 午前９時30分から）
　　　　　　県国体予選カヌー競技大会（月山湖 午前８時30分から）（～29日）
　　　　　　古文書解読講座（老人福祉センター 午後１時30分から）

町外関係機関からのお知らせ

「平成20年度山形県警察官採用試験」のご案内

【問合】寒河江警察署　TEL 83-0110

☆警察官Ａ区分
▽受験資格　昭和48年４月２日から平成３年
　４月１日までに生まれた方で、大学(短大
　除く。)を卒業した方又は平成21年３月ま
　でに卒業見込の方
▽試験日程等
　○第１次試験　７月13日(日)
　○第２次試験　８月上旬及び８月下旬
▽申込期間　５月30日(金)～６月30日(月)
☆警察官Ｂ区分
▽受験資格　昭和48年４月２日から平成３年
　４月１日までに生まれた方で、警察官Ａ区
　分の受験資格に該当しない方
▽試験日程等
　○第１次試験　９月21日(日)
　○第２次試験　10月中旬及び11月上旬
▽申込期間　８月１日(金)～９月１日(月)
▽その他　山形県のホームページからインター
　ネットでのお申し込みもできます。

「ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｻﾗ金･悪質商法なんでも110番」のご案内

【問合】山形県青年司法書士協議会
　　[西村山地区担当/髙橋浩昭]　TEL 023-656-8156
▽日時　５月24日(土)午前10時～午後４時
▽相談形態　電話による無料相談
▽相談電話番号　TEL 023-615-7874
　(当日のみの臨時設置電話です。)
▽相談内容　サラ金やクレジット会社からの
　借入れに関するお悩みなど

募集

月　日 内　容

６月21日(土) オリエンテーション

７月19日(土) 自分流情報の活用法

８月28日(木)
　～30日(土) 県外施設宿泊研修

９月20日(土) もっと知りたい市民参加型の政治

10月25日(土)
　～26日(日)

自己表現セミナー

11月15日(土) ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ力を高めるセミナー

12月13日(土) 女性の社会参加

▽会場　遊学館(山形市)
▽時間　午前10時～午後４時
▽対象者　30～40代の女性
▽定員　25名(応募者多数の場合は抽選)
▽受講料　5,000円
▽申込締切　５月31日(土)まで
▽その他　セミナーの詳細･申込用紙は、教
　育文化課生涯学習係(TEL 74-3131)までお問
　い合わせください。
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「すくすく･よちよち･とことこ健診」の実施

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課健康推進係　TEL 74-5057

▽期日　６月５日(木)
▽場所　保健センター
▽健診開始時間(時間までおいでください。)
　○とことこ　午後１時15分
　○よちよち　午後１時30分
　○すくすく　午後１時45分
▽対象者
　○すくすく　平成20年１月１日～２月29日
　　　　　　に生まれた児
　○よちよち　平成19年６月～７月に生まれた児
　○とことこ　平成18年11月～12月に生まれた児
▽内容　身体測定･小児科医内科診察･歯科診察
　及びフッ素塗布（よちよち･とことこ健診の
　み）･歯磨き指導･発育相談･栄養相談
▽持ち物　母子健康手帳、歯ブラシ(よちよち･
　とことこのみ)
　※よちよち健診を受診された方に絵本をプレ
　ゼントします。

「６月の夜間診療及び午後診療日程」について

【問合】町立病院　TEL 74-2211

☆６月の夜間診療

「平成20年度西川町高齢者住宅整備資金の借入

【問合･申込】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課在宅支援係
TEL 74-3243

　今年度の「高齢者住宅整備資金」借入申込
みの受付をします。
▽対象者　町内に居住し満60歳以上の親族と同
　居している方で、今年度中に高齢者の専用居
　室等を整備(増改築又は改造等)される方
▽貸付限度額　１戸あたり250万円
▽貸付利率　年利1.5％(確定時に再設定します。)
▽償還方法　10年以内の元利均等による月賦、
　半年賦又は年賦償還
▽保証人　２名(町内に住所を有する方)
▽申込期限　６月30日(月)まで

 ◎ 午後６時までに受付を済ませてください。
☆午後診療日程
▽期日　平日(土、日を除く。)
▽診療時間　午後３時～４時30分
▽受付時間　午後４時まで
▽その他　手術日の場合は、外科休診となり
　ます。

期  日 診療時間 診療科

　３日(火) 午後５時30分 内科(伊藤)

１０日(火)
↓

外科(武田)

１７日(火) 内科(大河原)

２４日(火) 午後６時30分 外科(須貝)

「ミャンマー・サイクロン災害被災者救援金」

【問合】保健ｾﾝﾀー 内健康福祉課在宅支援係 TEL 74-3243

　ミャンマーでのサイクロン災害に対し、赤十
字が活動を行うための救援金の受付を行います。
　ご協力をお願いします。
▽受付期間　６月10日(火)まで
▽受付場所　保健センター、役場総合窓口

の受付について

申込」について

「後期高齢者医療被保険者証の送付」について

【問合】(資格関係)町民税務課保険給付係　TEL 74-4406
　　　　 (保険料関係)町民税務課税務係　　TEL 74-2117
　長寿医療制度(後期高齢者医療制度)がこの４
月１日から施行され、満75歳以上の方と４月中
に75歳になられた方に対して、３月末に保険証
を送付しています。
　今後75歳を迎える方は、75歳の誕生日の日か
ら、後期高齢者医療制度に該当することになり
ますが、特に手続きをすることなく、誕生日の
属する月の前月末までに、「後期高齢者医療被
保険者証」(保険証)を自宅に郵送します。送付
時にもお知らせしますが、誕生日以降、医療機
関等で受診されるときは、この保険証を必ずお
持ちください。
　なお、今年度の保険料は原則75歳の誕生日の
月から月割で計算されます。また、４月以降に
満75歳になられる方の今年度分の保険料は、年
金からの徴収は行われず、普通徴収となります。

「手続きはお済みですか。」

【問合】町民税務課総合窓口係　TEL 74-4118

　次のような方は、役場窓口での「届出」が
必要です。
▽国民年金(国民健康保険)に加入していて新
　たに仕事を始めた方
　○届出に必要なもの
　　社会保険証、国民健康保険証、印鑑及び
　　年金手帳
▽お勤めしていた会社を辞めた方
　○届出に必要なもの
　　離職票(資格喪失連絡票)、印鑑及び年金手帳

「鳥インフルエンザ」について

【問合】産業振興課農林係　TEL 74-2113
　　　　山形県家畜保健所　TEL 023-686-4410
　今年の４月29日、秋田県の十和田湖で発見され
た白鳥の死体から鳥インフルエンザ(H5N1型)が検
出されました。このウイルスは毒性が強く、恐ろ
しい鳥の病気です。通常、人には感染しないとい
われておりますが、感染した鳥に触ったり、食べ
るために解体したりした場合、人に感染すること
もありますので、次のことにご注意ください。
≪注意事項≫
①死んでいる野鳥を発見したら、絶対に近づい
　たり触ったりしない。
②飼っている鳥に異常があったり、死亡した場
　合、触らない。
≪飼っている鳥の予防≫
①鳥小屋や給水源への野鳥の侵入を、防鳥ネッ
　トなどで防いでください。
②家畜鶏を飼っている鶏舎に、関係者以外の方を
　むやみに立ち入らせないようにしてください。
③ネズミや衛生害虫の駆除を徹底してください。

「農業者年金受給権者の現況届」の受付

【問合】農業委員会農地係　TEL 74-2113
　農業者年金をもらっている方は、毎年１回現
況届の提出が必要です。期限まで忘れずに提出
してください。
▽受付期間　６月３日(火)～10日(火)
▽受付時間　午前９時～午後４時
▽場所　役場本庁舎１階「第１町民相談室」
▽その他　止むを得ない理由により、受付期間
　内に提出できない方は、６月30日(月)まで
　に農業委員会(役場２階産業振興課内)へ提
　出してください。

「町少年少女カヌー教室」の参加者募集

【問合･申込】町民体育館内教育文化課ｽﾎﾟｰﾂ振興係
TEL 74-3131

▽期日、時間及び場所

▽対象者　町内の小学校４年生以上(20名程度)
▽参加料　無料
▽申込方法等　６月３日(火)まで、上記へ電
　話又は直接お申し込みください。
▽その他　各自でスポーツ保険等の傷害保険に
　加入してください。

期日 時間 場所
第１回 ６月７日(土) 午前９時～11時 長沼
第２回 ６月14日(土) 午前９時～11時 長沼
第３回 ６月21日(土) 午前９時～11時 月山湖
第４回 ７月５日(土) 午前９時～11時 月山湖
第５回 ９月13日(土) 未　定 最上川

「月山・弓張平公園周辺施設利用」のご案内

【問合】建設水道課管理係　TEL 74-4120

　弓張平公園、寒河江ダムスポーツ広場が今
年も６月１日からオープンします。
　月山湖、月山周辺の各施設の開園期間、時
間等をお知らせします。多くの皆様のご利用
をお待ちしております。
　なお、ご利用のお申し込み又はお問い合わ
せは、各施設にお願いします。

施　設　名 電　話

県立自然博物園 75-2010

弓張平公園(植物
園、ｽﾎﾟｰﾂ施設区)

75-2040

弓張平公園
(ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場)

75-2003

弓張平公園
(ﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｻﾞ体育館)

75-2040

月山湖水の文化館 75-2555

寒河江ﾀﾞﾑｽﾎﾟｰﾂ広
場

利用期間 利用時間

５/１
～10/31

9:00
～17:00

６/１
～10/31

9:00
～17:00

６/１
～10/31

13:00～
翌11:00
(宿泊時)

通年
9:00
～17:00

11月末頃
まで

9:00
～18:00

６/１
～10/31

9:00
～16:00

75-2002

「障害者扶養共済制度加入」のご案内

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課健康推進係　TEL 74-5057

　障害のある方を扶養している保護者が、自ら
生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、
保護者に万が一(死亡･重度障害)のことがあった
とき、障害のある方に終身一定額の年金を支給
する制度です。
　加入を希望する方は、上記へお問い合わせく
ださい。
▽加入できる保護者の要件
　障害のある方を扶養している方で、次の全て
　の要件を満たしていること。
　①町に住所を有している方
　②４月１日現在の年齢で65歳未満の方
　③特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約
　　の対象となる健康状態である方
　④障害のある方１人に対して、加入できる保
　　護者は１人であること。
▽障害のある方の範囲
　次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独
　立自活することが困難であると認められる方
　①知的障害
　②身体障害　身体障害者手帳を所持し、その障
　　害が１級から３級までに該当する障害。
　③精神又は身体に永続的な障害のある方で、
　　①又は②と同程度の障害と認められるもの。
　　(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉
　　 症、血友病など)

２９日（日）休日当番医　町立病院（℡ 74-2211）
　　　　　　月山学講座（県立自然博物園 午後１時30分から）
３０日（月）
※の実施場所、時間、対象者等については、「平成20年度各種健診事業日程」をご覧ください。

役場からのお知らせ

「不法投棄」は犯罪です。

【問合】町民税務課生活環境係　TEL 74-4404

　現在、「不法投棄パトロール強化月間」を
実施中です。村山総合支庁環境課では「不法
投棄110番」を設け、多くの方から廃棄物の不
法投棄や不適正処理に関する情報を受けてい
ます。
　不法投棄等を見かけた場合には、上記又は
村山総合支庁環境課(TEL 023-621-8427)までご
連絡ください。
　また、不法投棄車両番号などを控えていた
だければ早期解決につながります。
　みんなで不法投棄を撲滅しましょう。

「仙境岩根沢～自然散策と詩を読む会～」の開催

【問合】町民体育館内教育文化課生涯学習係
TEL 74-3131▽期日　５月24日(土)

▽時間　午前９時30分～11時
▽集合場所　丸山薫記念館
▽参加費　大人300円／小人200円
▽服装　野山を歩きやすい服装


