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１０月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は１０月３１日(金)です。
　期限内に完納しましょう。
▽ 町県民税３期　▽ 国民健康保険税４期
▽ 介護保険料４期　▽ 後期高齢者医療保険料４期

お知らせお知らせ

役場からのお知らせ

「成人病検査センター早朝健診」のご案内

【問合･申込】保健ｾﾝﾀー 内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057
▽受診対象者　平成20年度健診未検者で、国民
　健康保険加入者及び社会保険被扶養者の方又
　は町民がん健診受診希望者
▽日時　10月31日(金)午前６時30分から受付開始
▽申込等　受診を希望する方は、10月17日(金)
　までに上記へ申込みください。
▽その他　申込者に対して後日詳しい受診案内
　を送付します。

期 日 休日当番医名
市町(地区)名
(電話番号)

10月５日(日)

　　12日(日)
寒河江市元町
(TEL 86-6188)

　　13日(月)

　　19日(日)

　　26日(日) 町立病院
西川町海味
(TEL 74-2211)

10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

西川町海味
(TEL 74-2211)

町立病院
西川町海味
(TEL 74-2211)

横山耳鼻咽喉科
医院

あびこ耳鼻咽喉
科クリニック

町立病院

寒河江市南町
(TEL 84-3026)

「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
☆10月の子育て支援センター
▽１日(水)　就学時健診のためお休みです。
▽８日(水)　芋煮会　午前９時30分保育園出発
　　　　　　　　　　午後２時保育園到着
　○参加希望の方は、参加費500円(おやつ、保険
　　代等)を添えて２日(木)まで申込みください。
▽22日(水)　人形劇鑑賞　午前10時から
　○劇団すぎのこによる「わらってリッキ！」
　　というお話です。鑑賞代一家族500円を当
　　日集金します。　
▽24日(金)おやつ作り　午前10時から
▽28日(火)身長体重測定　午前10時から
▽30日(木)ゆきんこ　午前10時から

「平成21年度にしかわ保育園入園の申込み」に

【問合･申込】にしかわ保育園 TEL 74-2303
　平成21年４月から「にしかわ保育園」に入園
を希望される方は、下記により申込みください。
▽入園できる基準　児童の保護者等が次のいず
　れかの事情にあり、その児童の保育をするこ
　とができない場合です。
　○労働　家の外で仕事をしたり自営業や内職
　　等をすることが普通の場合
　○出産・病気等　出産の前後、病気、負傷、
　　心身の障害などがある場合
　○病人の看護等　長期にわたる病人等の介護
　　をしている場合
　○家庭の災害　災害等の不幸により家屋を失
　　ったり、破損したため、その復旧にあたる
　　場合
▽受入児童の年齢　６ヶ月児から小学校就学前
　まで
▽申込等　10月15日(水)から30日(木)までの間
　に、申込書を上記へ提出してください。申込
　書は、にしかわ保育園、保健センター、役場
　総合窓口にあります。

「歯周疾患検診の実施と追加申込み」のご案内

【問合･申込】保健ｾﾝﾀー 内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057

　歯周病の早期発見と早期治療を目的に、歯周
疾患検診を下記のとおり実施します。
▽受診対象者
　昭和12年４月２日～昭和13年４月１日生まれの方
　昭和22年４月２日～昭和23年４月１日生まれの方
　昭和32年４月２日～昭和33年４月１日生まれの方
　昭和37年４月２日～昭和38年４月１日生まれの方
　昭和42年４月２日～昭和43年４月１日生まれの方
　昭和47年４月２日～昭和48年４月１日生まれの方
▽検診受診期間　12月31日まで
▽検診内容　問診及び歯周病書式検査
▽実施医療機関　町内の歯科医院及び山形県歯
　科医師会所属医院
▽受診申込　受診を希望する方は、10月31日(金)
　までに上記へ申込みください。
▽自己負担金　1,300円
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「予防接種(ポリオ追免)」の実施

【問合･申込】保健ｾﾝﾀー 内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057

▽対象児　平成19年７月１日から12月31日ま
　でに生まれた児及び未接種児
▽期日　10月17日(金)
▽受付時間　午後１時15分から30分まで
▽場所　保健センター
▽その他　母子健康手帳と予診票をお持ちくだ
　さい。

ついて

「西川フェア2008臨時シャトルバス運行」のお知らせ

【問合】西川町商工会 TEL 74-3135
　西川フェアの開催に合わせて、10月５日(日)に次のとおり臨時シャトルバスを運行します。
　当日は会場駐車場の混雑が予想されますので、臨時シャトルバスをご利用ください。なお、臨
時シャトルバスの発着は、町営バスのバス停になります。

▽月山銘水館⇒大井沢

▽睦合⇒月山銘水館

銘水館 入間小 石倉 横岫 月岡 本道寺 伝承館

１０：４０ １０：４４ １０：４７ １０：５２ １０：５９ １１：００ １１：２０

１５：００ １５：０４ １５：０７ １５：１２ １５：１９ １５：２０ １５：４０

熊野 石田 睦合小 北梅沢 南梅沢 川土居小 西川中

 ９：００  ９：０１  ９：０２  ９：０３  ９：０５ ９：１０  ９：１２

１１：２５ １１：２６ １１：２７ １１：２８ １１：３０ １１：３５ １１：３７

旧東部保育所 老人センター 役場 町立病院 町営バス車庫 開発センター 間沢

９：１３  ９：１６  ９：１８  ９：２０  ９：２３  ９：２４ ９：２５

１１：３８ １１：４１ １１：４３ １１：４５ １１：４８ １１：４９ １１：５０

綱取不動尊 銘水館

 ９：３０  ９：３５

１１：５５ １２：００

▽月山銘水館⇒睦合

銘水館 綱取不動尊 間沢 開発センター 町営バス車庫 町立病院 役場

１０：５０ １０：５５ １１：００ １１：０１ １１：０２ １１：０５ １１：０７

１５：００ １５：０５ １５：１０ １５：１１ １５：１２ １５：１５ １５：１７

老人センター 旧東部保育所 西川中 川土居小 南梅沢 北梅沢 睦合小

１１：０９ １１：１２ １１：１３ １１：１５ １１：２０ １１：２２ １１：２３

１５：１９ １５：２２ １５：２３ １５：２５ １５：３０ １５：３２ １５：３３

石田 熊野

１１：２４ １１：２５

１５：３４ １５：３５

伝承館 本道寺 月岡 横岫 石倉 入間小 銘水館

９：００ ９：２０ ９：２１ ９：２８ ９：３３ ９：３６ ９：４０

１１：３０ １１：５０ １１：５１ １１：５８ １２：０３ １２：０６ １２：１０

▽大井沢⇒月山銘水館
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「ロータリ除雪車売却に係る公募」

【問合･申込】建設水道課管理係 TEL 74-4120

「詩のコンクール丸山薫少年少女文学賞『青い黒

【問合･申込】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課生涯学習係
TEL 74-3131

▽対象　20歳以上で町内に住んでいる方又は町内
　に勤務している方
▽作品の規格　作品は、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。
▽応募方法　作品に題名を記入し、別紙に住所、
　氏名、年齢、電話番号を明記のうえ、上記へ郵
　送又は持参により応募してください。
▽応募締切　10月31日(金)
▽発表　　平成21年１月上旬
▽表彰式　　平成21年１月24日(土)

　ロータリ除雪車を次により売却します。
▽公募資格　町内に事業所又は住所を有する方
▽機械名　ロータリ除雪車(日本除雪機社製)
▽仕様　○形式　HTR-202
　　　　○規格　220ps
　　　　○年式　昭和62年式
　　　　○総重量　13,625㎏
　　　　○運転時間　5,981時間
　　　　○走行距離　19,168㎞
　　　　○車検　平成20年12月２日
▽売却最低価格　30万円
▽売却条件　最高購入価格を提示した方に売却
　します。
▽提出書類及び期限　見積書(見積書用紙は建
　設水道課にあります。)を10月14日(火)正午
　まで上記へ提出してください。
▽その他　詳細については、上記へお問合せく
　ださい。

「モンテディオ山形ホームゲーム無料招待券の

【問合･申込】交流ｾﾝﾀー 内教育文化課ｽﾎ゚ ﾂー振興係 
TEL 74-3131

　(社)山形県スポーツ振興21世紀協会の企画に
よりモンテディオ山形ホームゲーム「市町村応
援デー」として西川町分招待券を町内在住の方
先着50名様に差し上げます。
▽対戦カード　「対 湘南ベルマーレ」
▽期日　10月26日(日)午後１時キックオフ
▽場所　NDソフトスタジアム山形(県総合運動
　公園競技場：天童市)
▽申込　上記へ電話で申込みください。
▽その他　定員になり次第締め切りとなります
　ので、お早めに申込みください。

「月山まんま料理コンテスト」のご案内

【問合･申込】西川町総合開発株式会社月山まんま料理
コンテスト係【担当/横溝】 TEL 74-2100 FAX 74-3270
　西川町の特産品「白い発芽胚芽米 月山まんま」
は健康志向の時代にマッチした食材です。
　「月山まんま」の良さをＰＲするため、下記
のとおり料理コンテストを開催します。
▽日時　11月７日(金)午前10時から
▽場所　月山銘水館　地ビールレストラン
▽募集内容
　○月山まんまを利用した料理(食事部門･デザー 
　　ト部門)
　○アイデア部門(自分で調理が不可能な方はア
　　イデアのみ受け付けます。)
▽応募方法等　10月31日(金)まで電話、FAX又
　は直接上記へご応募ください。
▽その他　詳細については上記へお問合せくだ
　さい。

「10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　10月14日(火)
▽開放時間　午後３時～７時(対話時間は30分)
▽申込期限　10月９日(木)まで

「平成20年地価調査」のお知らせ

【問合】建設水道課管理係 TEL 74-4120

　地価調査とは、都市計画区域内で基準とな
る土地を選び、その適正な土地価格を公表す
るもので、土地売買の目安になるものです。
　また、地価調査価格は、国や地方公共団体
等が公共用地を買収する場合の基準にするな
ど、適正な地価の形成に大きな役割を果たし
ています。

「赤い羽根共同募金にご協力お願いします」

【問合】山形県共同募金会西川町分会(町社会福祉協議会)
TEL 74-5677

　「地域の福祉、みんなで参加」をスローガン
に、今年も10月1日から赤い羽根共同募金が始
まりました。
　寄付は、誰でも気軽に参加できるボランティ
ア活動です。戸別募金は、10月15日までの間に
老人クラブ及び町内会の共同募金奉仕団員が各
世帯にお伺いしますので、ご理解とご協力をお
願いいたします。
☆お願いしたい額　一世帯あたり500円以上

「水沢温泉館･大井沢温泉館の冬期間の「営業時間」

【問合】水沢温泉館 TEL 74-4433
　　　　又は大井沢温泉館 TEL 77-3536
　水沢及び大井沢温泉館の冬期間の営業時間と
定休日が、下記のとおり変更になります。
▽水沢温泉館
　○期間　平成20年11月１日(土)～平成21年３月31日(火)
　○営業時間　午前８時～午後８時
　○定休日　毎週火曜日
▽大井沢温泉館
　○期間　平成20年11月１日(土)～平成21年３月31日(火)
　○営業時間　午前10時～午後７時
　○定休日　毎週木曜日

「山形クレジット･サラ金被害をなくす会の設立集

【問合】司法書士　佐藤正弓 TEL 0233-22-0352

▽日時　10月12日(日)午後１時～５時30分
▽会場　山形市保健センター(霞城セントラル３階)
▽日程　○被害者の会設立総会　午後１時から
　　　　○基調講演　午後２時から
　　　　○無料相談会(面談)　午後３時30分から
▽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

「子育て支援ファミリーサポートセンター協力

【問合･申込】にしかわ保育園内子育て支援ｾﾝﾀｰ
TEL 74-2303

　ファミリーサポートセンターは、子育てを支
援するため、「育児の援助を受けたい方」と　
「育児の援助をしてあげたい方」が、会員とし
て登録し、必要に応じて、会員同士が一時的に
有料で子どもの世話をする組織です。
　ファミリーサポートセンターでは、仕事の都
合などで、どうしても子どもの面倒を見られな
い保護者の子育てをサポートするために、子ど
もを一時的に有償で預かっていただける協力会
員を募集しています。
　協力会員として登録してみたい方は、上記へ
ご連絡ください。
▽資格等　自宅で乳児及び児童を預かれる方で、
　保育に熱意のある方(※経験、資格は問いません。)
▽報酬　基本額１時間あたり500円から800円ま
　で(※時間帯や曜日により異なります。)
▽保険　ファミリーサポートセンター補償保険
　に町が一括して加入しています。
▽その他　詳細については、上記へお問合せく
　ださい。

会員」の募集

▽平成20年『地価調査』結果(西川町の調査内容)
　対前年度変動率(単位：％)

住宅地 商業地 準工業地

西川町平均 ▲4.5 ▲5.8 －

山形県平均 ▲3.7 ▲4.5 ▲3.4

▽西川町標準地価格(単位：円/㎡、％)

標準地の所在 当年価格 前年価格 変動率

大字間沢字東355番4 8,230 8,650 ▲4.9

大字海味字アクト120番2 7,920 8,190 ▲3.3

大字吉川字久保251番6 7,180 7,580 ▲5.3

大字間沢字下堀65番1 13,000 13,800 ▲5.8

▽地価調査の結果の閲覧　地価調査の基準地価格、
　基準地が近接する道路の種類、幅員、基準地の
　周辺の土地利用状況等を詳しく記載した地価調
　査の関係書類は、県庁及び役場で閲覧できます。
▽土地売買の際の留意事項　売買対象の土地(土
　地の形状、道路の条件、最寄り駅からの距離、
　上下水道の整備状況など)と基準地を比較すれ
　ば、おおよその適正な価格がわかりますので、
　参考にしてください。なお、７月１日現在の価
　格ですので、あらかじめご了承ください。
▽届出が必要な土地取引　都市計画区域は5,000
　㎡、都市計画区域以外は10,000㎡以上の土地の
　売買等を行う場合は、契約を結んだ日から２週
　間以内に届出が必要ですので、土地を購入する
　方は必ず上記へ届け出てください。

板賞』成人の部」の募集

プレゼント

町内関係機関からのお知らせ

「全国消防操法大会壮行式(訓練成果披露)」の開催

【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
　10月12日(日)東京ビックサイトで開催される
全国消防操法大会に西川町消防団が出場します。
　これまで多くの方々のご支援･ご協力により、
訓練は順調に進みました。
　大会本番を目前に控え、これまでの訓練の成
果をご支援いただいた方々にご覧いただきたく、
下記のとおり壮行式(訓練成果披露)を開催しま
すので、ぜひご覧ください。
▽日時　10月5日(日)午前11時から
▽場所　交流センターあいべ「駐車場」
▽その他　小雨決行です。

及び「定休日」が変更になります」

「西村山地区高校再編整備に係る地域説明会」

【問合】山形県教育庁高校教育課高校改革推進室
TEL 023-630-2493

▽日時　10月21日(火)午後７時～８時30分
▽場所　交流センターあいべ
▽内容　西村山地区の高校再編整備についての
　概要説明と質疑応答
▽参加方法　直接会場にお越しください。
▽その他
　○託児サービス(無料)を実施します。
　○地域説明会は、西村山１市４町で開催しま
　　す。他会場への参加も可能です。詳細につ
　　いては、ホームページをご覧ください。
▽ホームページアドレス
　http://www.pref.yamagata.jp/pickup/
　interview/pressrelease/

町外関係機関からのお知らせ

会及び無料相談会」のご案内

のご案内

「西川のまちづくり応援団ふるさと交流会･植樹

【問合･申込】総務企画課企画係 TEL 74-2112
　今年で11回目となるふるさと交流会･植樹祭
を下記のとおり開催します。みなさんぜひご参
加ください。
▽日時　10月25日(土)午後１時～３時30分
▽場所
　○植樹祭　西川河川公園(吉川)
　○交流会　名水公園(水沢)
▽内容
　○植樹祭　西川河川公園へ桜を植樹します。
　○交流会　芋煮を囲んでの交流会です。
▽対象　どなたでも参加できます。
▽参加料　1,000円(当日集金します。)
▽申込　10月17日(金)まで上記へ申込みくだ
　さい。

祭」の参加者募集


