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８月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は９月１日(月)です。
　期限内に完納しましょう。
　▽ 町県民税２期　　　　▽ 介護保険料２期
　▽ 国民健康保険税２期　▽ 後期高齢者医療保険料２期

お知らせお知らせ
『林家いっ平さん』がやってくる！
　来る９月６日(土)に、ＮＨＫハートフォーラム
が交流センターあいべで開催されます。林家いっ
平さんの健康トークショーと落語をぜひお楽しみ
ください。入場整理券も残りわずか！お早めに！

９月の行事予定
　１日（月）
　２日（火）離乳食教室（子育て支援センター　午前10時から）
　　　　　　村山地区図書館協会総会･職員研修会（交流センターあいべ　午後１時から）
　３日（水）西川町議会第３回定例会（予定）（町議場　午前９時30分開会･開議）（～11日まで）
　　　　　　海外観光おもてなし事業プロジェクトin月山（役場　午後２時から）
　４日（木）栄養教室（調理実習）（保健センター　午前10時から）
　５日（金）レディース健診（成人病検査センター　午後１時から）※
　６日（土）自然観察会（県立自然博物園　午前９時30分から）
　　　　　　ＮＨＫハートフォーラム健康講話･落語（交流ｾﾝﾀｰあいべ　午後１時30分から）
　７日（日）県中学高校新人カヌー競技大会（月山湖ｶﾇｰﾚｰｼﾝｸﾞ競技場　午前９時から）
　　　　　　休日当番医　豊岡整形外科医院（TEL 86-4331）
　８日（月）口之宮湯殿山神社例大祭（口之宮湯殿山神社　午前11時から）
　９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）
１０日（水）さがえドック（成人病検査センター　午前７時50分から）※
　　　　　　海外観光おもてなし事業プロジェクトin月山（役場　午後２時から）
１１日（木）
１２日（金）結核健診（上間沢　午後１時30分から）※
１３日（土）町立図書館おはなし会（町立図書館　午後１時30分から）
　　　　　　にしかわ保育園運動会（にしかわ保育園　午前９時から）
　　　　　　少年少女カヌー教室（最上川　午前９時30分から）
　　　　　　湯殿山神社秋の例大祭「前日祭」（大井沢大日寺跡湯殿山神社　午前８時から）
　　　　　　岩根沢三山神社例大祭「太々神楽」（岩根沢三山神社　午前11時から）
１４日（日）湯殿山神社秋の例大祭「例大祭」（大井沢大日寺跡湯殿山神社　午前11時から）
　　　　　　六十里越街道「六十からの詣で」（～15日まで）
　　　　　　休日当番医　西川産婦人科小児科医院（TEL 86-3215）
１５日（月）敬老の日　休日当番医　町立病院（TEL 74-2211）
１６日（火）文化鑑賞会（交流センターあいべ　(小学校)午前10時30分から　(中学校)午後1時30分から）
１７日（水）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）
　　　　　　海外観光おもてなし事業プロジェクトin月山（役場　午後２時から）
１８日（木）スケッチクラブ（県立自然博物園　午前９時30分から）
１９日（金）西川町健康づくり推進員研修会（交流センターあいべ　午前９時から）
２０日（土）キッズクラブ（県立自然博物園　午後２時から　～21日まで）
２１日（日）第７回町民ゴルフ大会（天童カントリークラブ　午前８時から）
　　　　　　休日当番医　にとう小児科医院（TEL 84-5311）
２２日（月）六十里越街道を行く（～27日まで）
２３日（火）秋分の日　休日当番医　町立病院（TEL 74-2211）
２４日（水）楽楽運動教室（保健センター　午後７時から）
　　　　　　海外観光おもてなし事業プロジェクトin月山（役場　午後２時から）
２５日（木）３歳児健診（にしかわ保育園　午後１時15分から）※
　　　　　　月山遥拝所例大祭（月山リフト上駅　午前11時から）
２６日（金）西川町健康づくり推進員研修会（夜間の部）（保健センター　午後６時から）



２７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）
　　　　　　古文書解読講座（老人福祉センター　午後１時30分から）
　　　　　　西村山地区中学校新人総合体育大会（～28日まで）
　　　　　　森の教室（県立自然博物園　午前９時から）
２８日（日）第24回西川町民カヌー大会（長沼　午前８時から）
　　　　　　休日当番医　町立病院（TEL 74-2211）
２９日（月）子育て支援センター身体測定（にしかわ保育園　午前10時から）
３０日（火）糖尿病予防改善教室（保健センター　午後２時から）
　※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。
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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
　無理なく楽しく気持ちよく、体を動かしてい
く教室です。運動が苦手な方も、気軽にお越し
ください。
▽日時　８月28日(木)午後２時～３時30分
▽場所　保健センター２階
▽内容　「リズム体操で楽しく体を動かそう！」
　　　　講師：スポーツトレーナー笹原綾子氏
▽参加料　無料
▽持ち物　内履き、バスタオル、フェイスタオル
▽服装　動きやすい服装。(半袖、短パンなど)
▽その他　申込みは不要です。当日直接お越し
　ください。

「９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
☆９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

　２日(火) 午後５時30分 内科(伊藤)

　９日(火) ↓ 外科(武田)

１６日(火) 内科(大河原)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。
☆町道上間沢団地線
　▽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　車両全面通行止め(終日)
　　※20～30ｍ区間、通り抜け出来ません。
　▽制限期間　８月18日(月)～12月19日(金)
☆町道上間沢線
　▽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、通り抜け出来ません。
　▽制限期間　８月25日(月)～12月19日(金)

通行制限箇所図

「富山県７月大雨災害及び金沢豪雨災害」義援

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課在宅支援係 TEL 74-3243
　７月の大雨等での災害に伴う義援金の受付を
行っています。ご協力をお願いいたします。
▽受付期間
　○富山県7月大雨災害　９月30日(火)まで
　○金沢豪雨災害  平成21年１月30日(金)まで
▽受付場所　保健センター／役場 総合窓口
▽その他
　下記の義援金も期間を延長し受付ております。
　○平成20年岩手･宮城内陸地震
　　８月31日(日)まで
　○平成19年新潟県中越沖地震
　　平成21年１月16日(金)まで

役場からのお知らせ

「第18回排水設備工事責任技術者試験の実施

【問合･申込】建設水道課上下水道係 TEL 74-4411
　日本下水道協会山形県支部第18回排水設備
工事責任技術者の県内統一試験が下記日程で
行われます。
▽日時　11月16日(日)午後1時～3時
▽場所　山形ビックウイング(山形市平久保100)
▽申込期間　９月１日(月)～10月３日(金)
▽講習会　希望者を対象に受験講習会を開催
　します。
▽その他　詳細及び申込みは上記へお願いし
　ます。

「栄･栄養(エイ･エイオー！)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

　簡単に作れて、しかもおいしい「健康料理」
を作って試食します。栄養のバランスはもち
ろん、食事の適量や味付けを目で見て、舌で
感じてください。
▽日時　９月４日(木)午前10時～午後１時30分
▽場所　保健センター２階
▽内容　・調理実習、試食
　　　　・食べたら運動！かんたん体操
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、三角巾
▽申込み　８月28日(木)まで上記へ電話等で
　申込みください。(先着15名）

「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

▽日時　８月23日(土)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

金の受付について

「国民健康保険被保険者証の一斉更新」について

【問合】町民税務課保険給付係 TEL 74-4406
　９月１日から使用いただく国民健康保険の被
保険者証の更新を行います。新しい被保険者証
は、８月下旬に郵送しますので、国民健康保険
加入者の方はご確認ください。

「医療費に係る限度額適用・標準負担額減額認定

【問合】町民税務課保険給付係 TEL 74-4406
　入院したときに支払う医療費の一部負担金が
自己負担限度額を超えたときは、高額療養費と
して払い戻しされますが、「限度額適用認定証」
をあらかじめ提示することにより、医療機関で
支払う一部負担金を自己負担限度額に抑えるこ
とができます。
　また、低所得者への特例措置として、「標準
負担額減額認定証」を提示することにより入院
時の食事代などが減額されます。
　上記認定証の申請方法や所得の階層区分など
詳しいことは、上記にお問い合わせください。
☆国保の70歳未満の自己負担限度額(月額)

申請」について

区分 食事代(１食) 自己負担限度額

世帯員の誰にも
住民税が課され
ていない世帯

(90日までの入院) 35,400円
160円

(91日以上の入院)
35,400円

100円

世帯員の誰かに
住民税が課され
ている世帯

260円
80,100円+(医療費-
267,000円)×１%

年間600万円を
超える所得があ
る世帯

260円
150,000円+(医療費-
500,000円)×１%

☆国保の70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)

区分 食事代(１食) 自己負担限度額

世帯員の誰にも
住民税が課され
ていない世帯の
１割負担の方

※低所得Ⅰ 100円 15,000円

※低所得Ⅱ

24,600円
(90日までの入院)

210円

(91日以上の入院)
160円

世帯員の誰かに
住民税が課され
ている１割負担
の方

260円 44,400円

３割負担の方の
うち、自己負担
限度額「※一般」
の方

260円 44,400円

３割負担の方で
上記以外の方

260円
80,100円+(医療費-
267,000円)×１%

表中※についての詳細は、町民税務課保険給付係
(TEL 74-4406)へお問合せください。

☆長寿医療(後期高齢者医療)制度該当者(75歳以上)
　長寿医療(後期高齢者医療)に加入している方は、
入院した場合も負担割合に応じて一部負担金が一定
額に抑えられていますが、認定証を提示することに
より食事代などが減額されます。
・認定証がある場合の入院時上限額

区分 食事代(１食) 自己負担限度額

世帯員の誰にも
住民税が課され
ていない１割負
担の方

※低所得Ⅰ 100円 15,000円

※低所得Ⅱ

24,600円

(90日までの入院)
210円

(90日以上の入院)

160円

・以下の方は申請不要です。
　次の食事代、自己負担限度額が適用されます。

区分 食事代(１食) 自己負担限度額

世帯員の誰かに
住民税が課され
ている１割負担
の方

260円 44,400円

３割負担の方の
うち、自己負担
限度額「※一般」
の方

260円 44,400円

３割負担で上
記以外の方

260円80,100円+(医療費-
267,000円)×１%

「長寿医療(後期高齢者医療)保険料に係る社会保

【問合】町民税務課税務係 TEL 74-2117
　所得税･個人住民税の社会保険料控除につい
ては、居住者が、各年において自己又は自己と
生計を一にする配偶者その他親族の負担すべき
社会保険料を支払った場合には、その支払った
方に社会保険料控除が適用されることになりま
す。
　本保険料については、原則として年金から天
引き(特別徴収)されています。この場合、本
保険料を支払った方は年金の受給者自身である
ため、その年金受給者に社会保険料控除が適用
されます。
　去る７月15日、本保険料の通知書に同封し
た黄色のチラシにてお知らせいたしましたが、
年金からの天引きを止めて口座振替による納付
方法に切替えることができます(一定の要件が
必要)。この場合、年金からの天引きではなく
なるため、社会保険料控除を適用される方は、
年金受給者とは限らず、本保険料を負担した方
に適用されることになります。
　本保険料の納付方法が、年金からの天引き　
(特別徴収)か、口座振替かによって、社会保
険料控除の適用される方が変わる場合があるた
め、世帯全体で見たときの所得税･個人住民税
の負担額が変化する場合があります。

険料控除」について


