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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
 ｢農業用使用済プラスチック回収｣の実施

【問合】産業振興課農林係 TEL 74-2113
　農業用使用済プラスチックは、｢産業廃棄物｣と
なり、野焼きや不法投棄をすることは法律で禁止さ
れ、違法に処分すると罰せられます。
　野焼きは、悪臭を発生し近所の迷惑となるほか、
ダイオキシンの発生及び地下水汚染の原因にもなり、
その燃え殻を放置すると不法投棄になります。
▽日時  ７月25日(金)午前７時～９時
▽場所  農協西川支所前駐車場
▽主な回収物　園芸用パイプハウスのビニール、
　さくらんぼ及びぶどう雨よけのポリエチレン、マ
　ルチ用ビニール、肥料用ビニール袋、反射シート等
▽回収料金  １㎏あたり38円
  ※現金払い又は農協振替になります。
▽その他  １㎏あたりの回収料金は、容積に
　ついても考慮されますので、中の空気を抜き
　梱包してください。なお、農業用以外のプラ
　スチック搬入はご遠慮願います。

「青空教室」の開催について

【問合】産業振興課農林係 TEL 74-2113
　西川町集落営農推進協議会･営農組合では振興作
物の産地化を図るため、試験栽培の展示圃を設置
しています。
　事業の一環として、南瓜の展示圃で「青空教室」
を開催しますので、ぜひご参加ください。
▽期日　７月18日(金)※雨天の場合は中止
▽集合時間　午前９時30分
▽集合場所　大井沢原地内の展示圃場(下記地図参照)
▽作業内容　南瓜の誘引･枕敷き作業

町外関係機関からのお知らせ

「恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚者」の皆様へ

【問合】独立行政法人平和祈念事業特別基金
TEL 0120-234-933

　平和祈念事業特別基金では、いまだに請求
されていない恩給欠格者、戦後強制抑留者、
引揚者の「ご本人」に『特別慰労品』を贈呈
しています。(ご遺族の方は対象とはなりませ
ん。)「引揚者」は、終戦の日まで引続き１年
以上外地で生活していて戦後引き揚げてきた
家族全員が対象です。
　請求書等は、町健康福祉課にあります。請
求期限は、平成21年３月31日までですので、
未請求の方は、お早めに申請してください。
資格要件等の問合せは、上記へお願いします。

「食中毒に注意しましょう！」

【問合】山形県総務部危機管理室食品安全対策課
TEL 023-630-2621

★食中毒予防のポイント
　▽買い物の保存
　　○生鮮食品の期限表示の確認。
　　○冷蔵庫・冷凍庫は詰めすぎない。
　▽下準備・調理
　　○手を薬用せっけんでよく洗う。
　　○冷凍した食材は、解凍する。
　　○加熱は、中心まで十分に行う。
　　○使用した調理器具は、洗剤でよく洗う。
　▽食事前・食事後
　　○食事の前に手を洗う。
　　○調理した食品は、室温に長く放置しな
　　　い。
　　○残った料理は、容器に入れ、冷蔵庫で
　　　保存。

「仙台七夕交流会」の参加者募集

【問合】総務企画課企画係 TEL 74-2112
　宮城県在住の「西川のまちづくり応援団員」が
仙台七夕を案内する「仙台七夕交流会」を、次のと
おり行いますので、みなさんぜひご参加ください。
▽期日　８月８日(金)
▽行程(予定)
　○午前８時　西川町出発
　○午前10時～　仙台七夕見学･交流会
　○午後２時～　自由見学
　○午後５時　西川町到着
▽対象者　50才以上の健康な方。(定員20名程
　度、先着順)
▽交通手段　マイクロバス
▽参加料　2,000円
▽申込方法　７月25日(金)までに、上記へ電
　話で申込みください。
▽その他　詳細は、後日参加者に直接連絡します。

「全国一斉生活保護･多重債務110番相談会」の

【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
▽実施日　８月９日(土)
▽受付時間　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 0120-052-088
▽相談内容　生活保護に冠する悩みや消費者
　金融やクレジット会社への支払いについて
　の悩みなど

ご案内

「自死遺族会相談会」の開催

【問合】村山保健所地域保健予防課 TEL 023-630-2621
　強い絆にあった人が自殺してしまう経験を
した人は、大切な人を突然失った衝撃や悲し
みをはじめ様々な思いが駆け巡り、心のスト
レスを抱えることが多いと言われています。
　村山保健所では、下記の日程で、精神科医
師による自死遺族のこころの相談を行います。
▽日時　８月11日(月)午後１時30分～
　※相談時間は１時間程度
▽場所　村山保健所(山形市十日町１-６-６)
▽申込　８月６日(水)まで上記へ申込みください。

　７月19日(土)から21日(月)まで東北総合体育大
会カヌー競技が月山湖カヌーレーシング競技場で
開催されます。
　選手のみなさんへのあたたかいご声援よろしく
お願いします！

８月の行事予定
　１日（金）夜の月山リフト空中散策と星空鑑賞（月山リフト　午後７時20分から）
　２日（土）西川町歴史文化学習会一泊研修（庄内地方　午前９時から　～３日まで）
　　　　　　夜の月山リフト空中散策と星空鑑賞（月山リフト　午後７時20分から）
　３日（日）統合小学校基本計画町民検討会（交流センターあいべ　午前９時から）
　　　　　　第25回月山カップ野球大会（弓張平公園　午前８時30分から）
　　　　　　第11回山形県ジュニア駅伝競走大会（蔵王坊平　午前９時30分から）
　　　　　　西村山地区壮年ソフトボール大会（町民グラウンド　午前９時から）
　　　　　　夜の月山リフト空中散策と星空鑑賞（月山リフト　午後７時20分から）
　　　　　　山形県消防協会西村山支部消防操法大会（河北町サハトべにばな　午前８時から）
　　　　　　休日当番医　町立病院（TEL 74-2211）
　４日（月）夜の月山リフト空中散策と星空鑑賞（月山リフト　午後７時20分から）
　５日（火）高齢者大学開校日（交流センターあいべ　午前９時30分から）
　　　　　　夜の月山リフト空中散策と星空鑑賞（月山リフト　午後７時20分から）
　６日（水）にしかわ保育園七夕まつり･保育参観（にしかわ保育園　午前９時30分から）
　７日（木）すくすく･とことこ･よちよち健診（保健センター　午後１時15分から）※
　８日（金）西川町戦没者追悼式（交流センターあいべ　午前10時から）
　　　　　　夜の月山リフト空中散策と星空鑑賞（月山リフト　午後７時20分から）
　９日（土）キッズクラブ（県立自然博物園　午前９時30分から）
１０日（日）第39回西川町公民館･生涯学習大会（交流センターあいべ　午前９時から）
　　　　　　夜の月山リフト空中散策と星空鑑賞（月山リフト　午後７時20分から）
　　　　　　（社）日本カヌー連盟カヌー体験研修会（長沼）
　　　　　　休日当番医　武田婦人科･内科医院（TEL 86-2641）
１１日（月）困りごと相談（老人福祉センター　午後１時から）
　　　　　　夜の月山リフト空中散策と星空鑑賞（月山リフト　午後７時20分から）
１２日（火）
１３日（水）
１４日（木）西川町成人式（交流センターあいべ　午前10時から）
１５日（金）
１６日（土）
１７日（日）休日当番医　田村内科･消化器科クリニック（TEL 85-8700）
１８日（月）
１９日（火）
２０日（水）
２１日（木）スケッチクラブ（県立自然博物園　午前９時30分から）
２２日（金）結核健康診断（町内各地　午後１時30分から）※
２３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）
２４日（日）困りごと相談（老人福祉センター　午後１時から）
　　　　　　休日当番医　町立病院（TEL 74-2211）
２５日（月）
２６日（火）結核健康診断（町内各地　午後１時30分から）※
２７日（水）さがえドック（県成人病検査センター　午前７時50分から）※
　　　　　　西川町歴史文化学習会（交流センターあいべ　午後7時から）
２８日（木）楽楽運動教室（保健センター　午後２時から）
２９日（金）
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「楽楽(らくらく)運動教室」の開催

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057
▽日時　７月31日(木)午後７時～８時30分
▽場所　保健センター２階和室
▽内容
　・健康チェック
　・らくらくストレッチ
　・やさしいエアロビクス
　※内容は変更になることがあります。
▽その他　申し込みは不要です。当日直接お越
　しください。

「８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
☆８月の夜間診療

 ◎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

１２日(火) 午後５時30分 外科(武田)

１９日(火) ↓ 内科(大河原)

２６日(火) 外科(須貝)午後６時30分
「町道の通行制限」のお知らせ

【問合】建設水道課上下水道係 TEL 74-4411
　公共下水道管渠工事のため、次のとおり通行
制限を行います。
☆町道西間沢田中線
　▽制限箇所　西川町大字間沢地内①
　　※下記図面を参照してください。
　▽制限内容　車両片側通行止め(終日)
　　※20～30ｍ区間
　▽制限期間　７月22日(火)～11月28日(金)
☆町道西間沢線
　▽制限箇所　西川町大字間沢地内②
　　※下記図面を参照してください。
　▽制限内容　車両全面通行止め(終日)
　　※20～30ｍ区間、通り抜けできません。
　▽制限期間　７月22日(火)～12月12日(金)
☆町道下堀･鶴部線
　▽制限箇所　西川町大字間沢地内③
　　※下記図面を参照してください。
　▽制限内容　車両全面通行止め(終日)
　　※20～30ｍ区間、通り抜けできません。
　▽制限期間　７月22日(火)～12月12日(金)

「日本赤十字社社費」納入のお願い

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課在宅支援係 TEL 74-3243
　平成20年度日本赤十字社の社費について、
町内会長を通じて、隣組長より各戸から集金し
ていただくことになっております。
　つきましては、赤十字社の事業推進のため、
１戸あたり700円以上の社費を納入してくださ
いますよう、ご協力よろしくお願いします。

役場からのお知らせ

「町営住宅(特公賃住宅)入居者」の募集

【問合】建設水道課管理係 TEL 74-4120

▽団地名　せせらぎ住宅
▽住所　西川町大字海味1273-8(西川せせらぎ
　団地内 ※下記地図参照)
▽募集戸数　１戸(11号)
▽建物構造　木造平家建て２LDK・床面積82.98㎡
▽家賃　入居希望者世帯の所得額による。

「西川町臨時職員」の募集

【問合･申込】教育文化課教育総務係 TEL 74-2114
☆募集職種
　▽調理師補助員(調理師免許不要)
　　○募集人員
　　　１名
　　○勤務場所
　　　睦合小学校
　　○雇用期間
　　　平成20年８月19日～平成21年３月31日(予定)
　　○勤務時間
　　　午前８時30分～午後４時15分
　　○募集要件
　　　平成20年４月１日現在でおおむね65歳
　　以下で西川町内に住所を有し、普通自動車
　　運転免許をお持ちの方
☆応募方法　７月31日(木)までに、履歴書を
　上記問合せ先に提出してください。
☆勤務条件･賃金等
　▽賃金等は町の条例･規則に基づき支給します。
　▽基本的に、健康保険、厚生年金保険及び雇
　　用保険の加入となります。
☆採用等　応募者多数の場合は、選考により採
　用者を決定します。
☆その他　詳細は、上記へお問合せください。

「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　８月７日(木)
▽場所　保健センター
▽開始時間(時間までにおいでください。)
　○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２時
▽対象者
　○すくすく　平成20年３月１日～平成20年４
　　月30日に生まれた児
　○よちよち　平成19年８月～９月に生まれた児
　○とことこ　平成19年１月～２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。

▽敷金　家賃の３ヶ月分
▽入居資格
　○自ら居住するため住宅を必要としている
　　方で、現に同居する親族がある方。また、
　　婚姻を予定されている方。
　○入居者世帯の年間所得から所定の控除額
　　を控除した所得の月平均が200,000円を超
　　え601,000円以下であること。ただし、　
　　200,000円以下でも144,000円を超える所
　　得があり、今後所得の上昇が見込まれる
　　者として町長が認める方。
　○入居に際し、連帯保証人１名が必要とな
　　ります。
▽入居時期　８月中旬
▽申込方法等　７月31日(木)午後５時までに、
　直接又は郵便(必着)で申込みいただき、郵
　便の場合はご連絡ください。
　また、申込用紙は、上記へお問合せいただ
　くか、町ホームページからダウンロードし
　てください。なお、入居希望者多数の場合
　は抽選になります。

入居者の所得区分(月平均) 月額家賃

445,001円～601,000円 55,000円

322,001円～445,000円 51,000円

200,001円～322,000円
48,000円

144,001円～200,000円

「NHK介護百人一首2008」パネル展の実施

【問合】交流センターあいべ内教育文化課生涯学習係
TEL 74-3131

　町とNHK山形放送局との共催で、「NHK介護
百人一首2008」パネル展を実施します。全国
から応募された介護に関わる短歌100首をパネ
ルにして展示します。全国十ヶ所ほどの展示に
なりますのでぜひこの機会にご来場ください。
入場無料です。
▽期間　７月20日(日)～27日(日)午前9時から
　午後9時まで
▽場所　西川交流センターあいべロビー

「西川町統合小学校建設基本計画説明及び町民

　統合小学校の基本計画説明と、町民及び関係
者の皆さんからご意見をお聞きするため、町民
検討会を開催します。多数のご参加をお願いし
ます。
▽日時　８月３日(日)午前９時～12時
▽場所　西川交流センターあいべ
▽対象　町民、学校関係者
▽内容　①基本計画説明
　　　　②ワークグループ方式で意見交換
　　　　③全体会
▽その他　役場、交流センターあいべ、町ホー
　ムページに「基本計画」を掲示しております
　ので、ぜひご覧ください。

「水道料金検針票及び納付書の変更」について

【問合】建設水道課管理係 TEL 74-4120

　８月の水道メーター検針から、検針票の様式
が変更になります。
　また、納付書で納めていた方については、メ
ーター検針の際に発行される納付書により納め
ていただくようになります。

「仙境岩根沢～自然散策と詩を読む会～」の開催

【問合】交流センターあいべ内教育文化課生涯学習係
TEL 74-3131

　丸山薫の詩の題材となった岩根沢を散策して
みませんか。
▽期日　７月26日(土)
▽時間　午前９時30分～午前11時頃
▽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

検討会」の開催

【問合】教育文化課教育総務係 TEL 74-2114

３０日（土）古文書解読講座（老人福祉センター　午後１時30分から）
　　　　　　森の教室（県立自然博物園　午前９時から）
３１日（日）第54回西川町駅伝競走大会（町内各地　午前７時30分開会式）
　　　　　　月山学講座（県立自然博物園　午後１時30分から）
　　　　　　休日当番医　町立病院（TEL 74-2211）

※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。


