
1

第 １ １ ２ ９ 号
平 成 ２ ０ 年 ７ 月 １ 日 発 行
西 川 町 役 場
http://www.town.nishikawa.
yamagata.jp

７月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は７月３１日(木)です。
　期限内に完納しましょう。
▽ 固定資産税２期　　　▽ 介護保険料１期
▽ 国民健康保険税１期　▽ 後期高齢者医療保険料１期

お知らせお知らせ

役場からのお知らせ

町外関係機関からのお知らせ

「平成20年度西川町職員採用試験」の実施

【問合】総務企画課庶務係 TEL 74-2119
　平成21年度採用予定の西川町職員採用試験を
次のとおり実施します。
☆職種及び採用予定人数
　▽行政職(一般行政職　上級)　若干名
　▽行政職(一般行政職　初級)　若干名
☆受験資格
　▽行政職(一般行政職　上級)　昭和54年４月
　　２日から昭和62年４月１日までに生まれた
　　方で、大学卒業程度の学力を有する方
　▽行政職(一般行政職　初級)　昭和59年４月
　　２日から平成３年４月１日までに生まれた
　　方で、高校卒業程度の学力を有する方(四年
　　生大学卒業の方は受験出来ません。)
　▽住所要件　なし
　▽次のいずれかに該当する方は受験できません。
　　○日本国籍を有していない者
　　○地方公務員法第16条に該当する者
☆試験期日及び試験科目等
　▽第１次試験
　　○試験日時　９月21日(日)午前10時から
　　○試験科目
　　　(一般行政　上級)大学卒業程度教養試験
　　　　　　　　　　  専門試験
　　　(一般行政　初級)高校卒業程度教養試験
　　○試験会場　寒河江市立陵東中学校
　▽第２次試験　作文試験、面接試験及び健康
　　診断を行います。日時や場所等は第１次試
　　験合格者に通知します。
☆受験手続方法等　役場総務企画課庶務係へ申
　込用紙を請求し、必要事項を記入のうえ、８
　月８日(金)の午後５時15分までご提出くだ
　さい。※郵送の場合は８月８日(金)必着のこと。
　▽申込用紙の請求先
　　〒990-0792
　　山形県西村山郡西川町大字海味510番地　
　　西川町役場総務企画課庶務係
　　※郵送で請求の場合は、封筒の表に「受験
　　　案内請求」と朱書きし、120円切手を添
　　　付した送り先明記の返信用封筒(角型２
　　　号)を同封のうえ、お送りください。
☆勤務条件･給料等　勤務条件･給料等について
　は、本町の条例及び規則によって定められて
　おります。

「真夏の雪体験バスツアー」のご案内

【問合】村山総合支庁北村山総務課
　　　　雪ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進担当 TEL 023-632-2296
　最近は、雪をどのようにしたら克服できるか
だけでなく「どのように利用し、親しむか」に
変わりつつあります。そこで、実際に雪に触れ
て楽しみながら、利雪･親雪について学んでみ
ましょう。
▽日時　８月７日(金)午前９時～午後４時15分
▽集合場所と時間　次の２箇所のうち、いずれ
　かを選択してください。
　①村山総合支庁本庁舎／午前８時45分
　　(山形市鉄砲町２-19-68)
　②村山総合支庁北庁舎／午前９時45分
　　(村山市楯岡笛田４-５-１)
▽ツアーの行程
　○雪氷防災研究センター新庄支所
　○最上総合支庁産地研究室雪むろ
　○尾花沢市役所(雪山による簡便冷房ｼｽﾃﾑ)
▽定員　40名(先着順)
　○小学生以下の方は保護者の同伴が必要です。
　○参加費は無料ですが、昼食代として500円
　　をご負担いただきます。
▽その他　開催要領と参加申込書は役場総務企
　画課企画係(℡74-2112)でも取り扱っていま 
　す。

「知的財産権制度説明会(初心者向け)」のご案内

【問合】(社)発明協会山形県支部 TEL 023-644-3316
　知的財産権をこれから学びたい、興味があ
る、また企業等の地財部門に新たに配属され
た初心者レベルの方を対象にした知的財産権
に関する『初心者向け説明会』を開催します。
　この説明会では、特許･実用新案･意匠･商標
権制度の概要を中心に、産業財産権に関連す
る支援策等も紹介していきます。
▽内容　知的財産権制度の概要について
▽講師　特許庁産業財産権専門官
▽日時　７月10日(木)午後１時30分～５時
▽会場　伝国の杜(米沢市丸の内１丁目２－１)
▽定員　100名(先着順)
▽参加費　無料
▽申込方法　上記へ電話で申込みください。
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「ﾁｬﾚﾝｼﾞｷｬﾝﾌﾟ2008『ぶっちぎり!!夏･味･感』」の

【問合】山形県朝日少年自然の家研修係 TEL 62-4125
▽期日　７月29日(火)～８月３日(日)
▽場所　山形県朝日少年自然の家･志津野営場･
　月山･最上川(大江町左沢～中山町長崎)
▽対象　小学４年生～中学３年生
▽定員　30名
▽主な日程

「自死遺族相談会」について

【問合】村山保健所地域保健予防課精神保健福祉担当
TEL 023-627-1184

▽日時　８月11日(月)午後１時30分～４時
▽場所　村山保健所３階相談室
▽内容　精神科医師による個別相談(要予約)
▽申込方法　８月６日(水)まで、上記へ電話
　で申込みください。
▽その他　詳細については、上記へお問合せ
　ください。

ご案内

日にち 内容 活動場所

７月29日(火)

・出会いのつどい
・いかだ作り
・My Cup作り
・自然の家泊(館内)

朝日少年自然の家

　　30日(水)

・テント設営(志津)
・班毎探
・野外炊飯(外)
・野営場泊(テント)

志津野営場

　　31日(木)

・野外炊飯(朝)
・月山登山
・野外炊飯(夕)
・ボンファイヤー
・野営場泊(テント)

志津野営場
月山

８月１日(金)

・野外炊飯(朝)
・テント撤収
・班毎Free Time
・自然の家泊(館内)

志津野営場
朝日少年自然の家

　　２日(土)
・いかだ下り
・ﾌｪｱｳｪﾙﾊﾟｰﾃｨｰ
・班毎自由泊

最上川
朝日少年自然の家

　　３日(日)
・ふりかえり
・別れのつどい

朝日少年自然の家

▽参加費　15,000円(食事代、保険代、活動費
　等)
▽申込方法　７月11日(金)まで、上記に電話で
　①氏名、②性別、③学校名、④学年、⑤保護
　者名、⑥郵便番号、⑦住所、⑧電話番号を述
　べて申し込んでください。
▽その他　申込も多数の場合は、抽選になりま
　す。参加者確定後にキャンセルなされた場合
　は返金できない場合があります。
　詳細については、上記へお問合せください。

(社)日本青年会議所東北地区山形ブロック協議会

【問合】(社)日本青年会議所東北地区山形ﾌ゙ ﾛｯｸ協議会
TEL 023-632-8665

▽日時　７月13日(日)午後１時30分～３時30分
▽場所　河北町総合交流センターサハトべに花
▽内容　北野大氏(明治大学教授)による講演会
▽演題　「地球環境を救う新しいライフスタイルへ」
▽参加費　無料
▽その他　申込方法等の詳細については、上
　記へお問合せください。

主催「山形ブロック会員大会河北大会メイン

フォーラム」のご案内

「町臨時職員(保育士)」の募集

【問合】総務企画課庶務係 TEL 74-2119
▽勤務場所　にしかわ保育園
▽勤務内容　保育業務
▽勤務期間　平成20年９月16日～平成21年３月31日
▽募集人員　１名
▽募集要件　○保育士資格を有する方
　　　　　　○普通自動車免許を有している方
▽応募方法　７月25日(金)午後５時15分まで
　に、西川町役場総務企画課庶務係へ自筆履歴
　書(写真貼付)１通を提出してください。
　※郵送の場合は、７月25日(金)必着のこと。
▽採用等　応募者多数の場合は、選考により採
　用する方を決定します。
▽その他　詳細については、上記までお問合わ
　せください。

「お詫びと訂正」

【問合】総務企画課庶務係 TEL 74-2119
　６月1 6日発行の「お知らせ」に掲載いた
しました「７月の行事予定」並びに「お知
らせ」とともに配布いたしました「役職員
名簿」に間違いがありましたので、お詫び
して次のとおり訂正します。
☆「お知らせ」の訂正(第1128号の①１ページ)
　▽７月の行事予定
　　法律無料相談
　　　７月12日(土) ⇒ ７月11日(金)
☆「役職員名簿」の訂正
　▽１ページ
　　◎総合開発審議会
　　　委員　大川健嗣 ⇒ 会長　大川健嗣
　　　委員　奥山悌二 ⇒ 副会長　奥山悌二
　　　委員　荒木邦昭 ⇒ 委員　黒坂久一
　　◎情報公開審査会
　　　委員　荒木竹彌 ⇒ 委員　佐藤郁男
　　　委員　渡邊賀三 ⇒ 委員　日塔正太郎
　　　委員　松田淳子 ⇒ 委員　工藤キクエ
　▽８ページ
　　◎西川のまちづくり応援団 ⇒ 西川のま
　　　ちづくり応援団運営委員会

「７月の町長室開放」について

【問合･申込】総務企画課庶務係 TEL 74-2119
▽開放期日　７月15日(火)
▽開放時間　午後３時～７時(対話時間は30分)
▽申込期限　７月11日(金)まで
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「全国大会等出場選手への激励金交付」について

【問合】町民体育館内教育文化課ｽﾎﾟｰﾂ振興係
　　　　西川町体育協会事務局 TEL 74-3131
　西川町体育協会では、全国大会等の出場選
手への支援及び大会での活躍を祈念して、下
記のとおり激励金を交付しています。
　激励金交付については申請制度ですので、
該当する方は、申請書(町民体育館事務室にあ
ります。)をご記入のうえ、事務局に申請手続
きをお願いします。
▽支給対象の大会及び支給規定
　○オリンピック出場　50,000円
　○国体出場　10,000円
　○高校総体、全国小中学校大会、県･国の選
　　抜選手　5,000円
　○その他　5,000円

「西川交流センターあいべ、町民体育館、町民

【問合】町民体育館内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131

　交流センターあいべは７月13日(日)から利
用できます。
▽開館時間　午前９時から午後９時30分まで
　※図書館は、午前９時から午後４時30分まで。
　　ただし、火曜日は午後６時までの開館となります。
▽休館日　12月30日～１月１日
　※偶数月の第２月曜日は定期清掃のため、また、
　　図書館は、毎週月曜及び毎月第３日曜及び12
　　月29日から１月３日まで休館となります。
▽利用手続　７月１日より西川交流センターあ
　いべ、町民体育館及び町民グラウンドの利用
　手続は次のとおりになります。
　①予約は、交流センター窓口や電話で行って
　　ください。(これで仮予約となります。）
　②利用する前までに、窓口で申請書に記入の
　　うえ、使用料を現金にて納めてください。
　　(本予約、許可証交付となります。)
　　前納制となることから、利用する場合は、
　　必ず現金をご準備ください。

グラウンドからのお知らせ」

町外関係機関からのお知らせ

「西村山広域行政事務組合職員採用試験」の実施

【問合】西村山広域行政事務組合事務局 TEL 86-7424
▽試験区分及び採用予定人員等
　○初級行政　１名(寒河江地区クリーンセンター
　　の専門的知識、技術等の能力を必要とする業
　　務に従事)
　○消防　数名(消防業務に従事)
▽受験資格
　○年齢要件　昭和52年４月２日から平成３年
　　４月１日までに生まれた方
　○住所要件
　　◇競争試験受験者(初級行政･消防)
　　　平成20年５月31日以前から寒河江市、河
　　　北町、大江町、朝日町及び西川町(以下「関
　　　係市町」という。)に住所を有している方、又
　　　は保護者の住所が関係市町にあれば受験可。
　　◇選考試験受験者(消防)
　　　本人の住所又は父母等の住所が関係市町に
　　　ある方
　○資格要件
　　◇初級行政　工業系の高等学校、専門学校、
　　　短期大学、大学を卒業した者又は卒業する
　　　見込みの方
　　◇消防　消防士として、職務遂行に必要な体
　　　力を有する方。矯正視力を含み両方の眼で
　　　0.8以上、かつ、片方の眼でそれぞれ0.5
　　　以上の視力を有し、赤色、青色及び黄色の
　　　色彩が識別できる方
▽試験日程･内容･試験会場
　○競争試験
　　◇一次試験　９月21日(日)午前10時から
　　　教養試験/寒河江市立陵東中学校
　　　身体及び体力検査(消防)/勤労青少年ホーム
　　◇二次試験　一次試験合格者を対象に後日実施
　○選考試験(他の消防本部職員として勤務している方)
　　受験者に別途通知
▽受付期間
　７月７日(月)～８月11日(月)
　※午前８時30分から午後５時まで。郵送の場
　　合は８月11日(月)必着のこと。
▽受験案内及び申込書配布先
　西村山広域行政事務組合事務局で交付します。

「子育て支援センター」からのお知らせ

【問合･申込】にしかわ保育園内子育て支援センター
TEL 74-2303/Eﾒｰﾙ 0237771063＠pipopa.ne.jp

☆７月の子育て支援センター
▽３日(木)
　七夕たんざく作り　午前10時から
▽５日(土)
　おはなしぴーつく来園
▽８日(火)
　弓張平公園遠足
　○参加希望の方は、２日(水)まで参加費　
　　500円(おやつ･保険代)を添えて申込み　
　　ください。なお、当日は午前９時30分に
　　保育園を出発します。
▽12日(土)
　夏まつり
　○午後５時30分　受付
　　午後６時　開会
▽23日(水)
　身体測定　午前10時から
▽25日(金)
　おやつ作り　午前10時から
▽30日(水)
　ゆきんこ　午前10時から

「西川交流センターあいべリニューアルオープ

【問合】町民体育館内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131

　リニューアルオープンを記念して、次のとお
り記念事業を行います。
　入場は無料ですが、整理券が必要です。座席
分のみの発行ですので、お早めに申込みください。
▽リニューアルオープン記念講演
　○日程　７月21日(月･祝)午後２時から
　○演題　「板東英二のがむしゃら人生」
　○講師　板東英二氏(タレント)
▽リニューアルオープン記念婦人会研修公開講座
　○日程　７月27日(日)午前10時から
　○演題　「郷土の五十年先を見すえて」
　○講師　菅原文太氏(俳優)
▽整理券配布先
　町民体育館窓口、役場総合窓口、保健センター

ン記念事業」入場整理券の配布について

「丸山薫少年少女文学賞『青い黒板賞』成人の部｣

【問合･応募先】町民体育館内教育文化課生涯学習係
TEL 74-3131

　町内の小中学生を対象とした詩のコンクール
「青い黒板賞」は今年で15回を迎えますが、15
回を記念して成人の部の募集を行います。
　ぜひご応募ください。
▽募集対象者　20歳以上の町内に住んでいる方
　又は町内に勤務している方
▽募集方法　手書きの場合は、現代詩を400字詰
　原稿用紙(B4版)に記入してください。
　パソコンの場合は、B4サイズの縦書きで400
　字(20×20)を１ページとします。
　作品の題名を明記し、別紙に住所、氏名、年
　齢、電話番号を明記してください。
▽応募方法　上記へ郵送又は持参してください。
▽応募締切　10月31日(金)(当日消印有効)
▽審査員　審査員長　杉山平一(宝塚市)
　　　　　審査員　　詩人　安達徹(東根市)
　　　　　　〃　　　詩人　菊地隆三(河北町)
　　　　　　〃　　　詩人　芝春也(山形市)
　　　　　　〃　　　詩人　いとう柚子(山形市)
　　　　　　〃　　　西川町教育長　奥山育男
▽発表　平成21年１月上旬
▽表彰式　平成21年１月24日(土)
▽表彰　入選及び佳作作品を３点程度選定します。

の募集

「さがそう！自分のボランティア」のご案内

【問合】山形県青年の家 TEL 023-654-4545

▽内容　夏休み期間中のボランティア体験をコー
　ディネイトします。
▽対象　中学生･高校生･専門学校生･大学生
▽日程
　○７月19日(土)　午後１時30分から事前説明会
　○夏休み期間　２日以上のボランティア体験
　○８月23日(土)　午前10時から体験発表
▽参加費　260円(ボランティア保険料)
▽申込方法　７月16日(水)午後５時まで上記へ
　申込みください。定員40名で応募多数の場合
　は抽選になります。

「平成20年岩手･宮城内陸地震」義援金の受付

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課在宅支援係TEL 74-3243
　先般の岩手･宮城内陸地震に伴う義援金の受
付を行っています。ご協力をお願いします。
▽受付期間　７月18日(金)まで
▽受付場所
　○保健センター
　○役場総合窓口

について

期 日 休日当番医名
市町(地区)名
　　(電話番号)

７月６日(日) 町立病院
西川町海味
　(TEL 74-2211)

13日(日) さとうクリニック
寒河江市日田
　(TEL 83-3300)

20日(日)

21日(月)
寒河江市西根
　(TEL 84-2161)

27日(日) 町立病院
西川町海味
　(TEL 74-2211)

７月の「休日当番医」

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057

町立病院
西川町海味
　(TEL 74-2211)

白田整形外科
歯科医院

「町立病院修繕工事のお知らせ」

【問合】町立病院 TEL 74-2211
　町立病院の給水、給湯管等の修繕工事が始まります。
▽内容　建物給排水設備の配管類のサビ除去及
　び管内部の腐食防止
▽期間　６月23日(月)～９月30日(火)
▽施工　㈱ヤマコン(山形市)
▽留意事項とお願い
　①騒音や粉塵対策は可能な限り行いますが、外来、
　　入院患者の皆様に工事期間中ご迷惑をおかけす
　　ることになります。ご協力お願いします。
　②院内に掲示してある注意書きを守ってください。

「花火の打上げのお知らせ」

【問合】にしかわ保育園 TEL 74-2303
　次のとおりにしかわ保育園夏まつりで花火
を打ち上げます。
▽日時　７月12日(土)午後７時30分頃
▽場所　にしかわ保育園付近

「法テラス」のご案内

【問合】日本司法支援センター山形地方事務所
TEL 050-3383-5544

　法的トラブルを解決するのにどのような方法
があるのかわからない、どこに相談すればよい
のかわからない、といったときは法テラスコー
ルセンター、又は山形地方事務所までお気軽に
お電話ください。
▽情報提供　法的トラブルの解決に役立つ情報の
　無料提供
▽民事法律扶助　資力の乏しい方のための無料
　法律相談や裁判費用などの立替え
▽犯罪被害者支援　被害者支援に詳しい弁護士
　や支援団体などに関する情報提供


