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平成２０年１２月１日発行
西 川 町 役 場
http://www.town.nishikawa.
yamagata.jp

１２月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は１月５日(月)です。
　期限内に完納しましょう。
▽ 町県民税４期　　▽ 国民健康保険税６期
▽ 介護保険料６期　▽ 後期高齢者医療保険料６期

お知らせお知らせ

役場からのお知らせ

「おとこの料理教室」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
　男性のみなさん、食生活改善推進員と一緒に
料理の楽しさを体験してみませんか。
　「料理に関心はあるけれど…」という初心者
の方でも簡単においしくできるメニューです。
▽日時　12月16日(火)午前10時～午後１時
▽場所　保健センター調理実習室
▽対象者　おおむね60歳以上の男性(先着15名)
▽内容　調理実習と楽しく元気に生活するため
　の食生活アドバイス
▽持ち物　エプロン、三角巾
▽参加料　200円(材料代)
▽申込み　12月10日(水)まで、上記へ申込み
　ください。

期 日 休日当番医名
市町(地区)名
(電話番号)

１月１日(木)

　　２日(金)
寒河江市日田
(TEL 83-3300)

　　３日(土)

　　４日(日)

　　11日(日) 町立病院
西川町海味
(TEL 74-2211)

１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

寒河江市内ノ袋
(TEL 85-5511)

町立病院
西川町海味
(TEL 74-2211)

さとうｸﾘﾆｯｸ

武田産婦人科･
内科医院

陵南さとう整形
外科

寒河江市中央
(TEL 86-2641)
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　　12日(月) 土田内科医院
寒河江市元町
(TEL 86-8282)

　　18日(日) 寒河江の庄病院
寒河江市本町
(TEL 86-2185)

　　25日(日) 町立病院
西川町海味
(TEL 74-2211)

「町議会第４回(12月)定例会｣の開催

【問合】議会事務局　TEL 74-5055
　町議会第４回定例会が、次のとおり開催され
ますので、お気軽に傍聴ください。
▽期日  12月３日(水)～５日(金)
▽場所  町議場(役場３階)
▽日程等
　３日(水)本会議(議案上程等)
　　　　　総務厚生･産業建設常任委員会
　４日(木)本会議(一般質問)
　　　　　広報公聴常任委員会
  ５日(金)本会議(議案審議･採決)
  ※いずれの日も午前９時30分から会議が行われます。
▽その他  傍聴される方は、事前に役場３階で
　受付けをしてください。(傍聴席に限りがあ
　りますので、混雑時は傍聴をご遠慮いただく
　場合があります。)

「ＮＨＫ海外たすけあい義援金」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
　海外たすけあい義援金は、世界各地で支援を
必要としている方々のために役立てられていま
す。ご協力をお願いします。
▽受付期限　12月25日(木)まで
▽受付場所　役場町民税務課総合窓口係、交流
　センター、保健センター。ただし、役場と保
　健センターは平日のみの受付になります。
▽受付時間　午前８時30分～午後5時15分
▽その他　当義援金は、税制上の優遇措置適用
　(寄付金控除の対象)となります。

「西川町の企業は西川町の方を探している！」

老人保健福祉施設ケアハイツ西川　(TEL 74-4065)
▽職種
　○正介護職員(平成21年４月１日付採用)
　○臨時介護職員(平成21年１月１日付採用)
▽採用予定人員　各１名
▽受験資格　年齢不問。正職員は介護福祉士資格を
　有していること。臨時職員は資格要件はありません。
▽応募方法　自筆履歴書(写真添付)１通を12月
　15日(月)午後５時まで下記へ直接持参又は郵
　送してください。
▽申込及び問合せ
　〒990-0702 西川町大字海味548
　老人保健福祉施設ケアハイツ西川総務課［担
　当/伊藤］
▽勤務条件及び給料等　ケアハイツ西川給与規
　程及び就業規則によります。
▽採用選考　応募後本人宛に詳細を通知します。

「子ども遊学館「みる」コンサート」の開催

【問合】山形県生涯学習センター　TEL 023-625-6411
▽内容　音楽影絵劇「100万回生きたねこ」
▽日時　12月20日(土)午後２時開演
▽場所　遊学館ホール(山形市緑町)
▽参加料　無料(電話予約が必要です。)

「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

☆12月の子育て支援センター
　▽２日(火)　離乳食作り　午前10時～
　▽９日(火)　生活発表会のため午前休み
　▽11日(木)　生活発表会のため午前休み
　▽12日(金)　クリスマスリース作り　午前10時～
　　○お子さんと一緒に、簡単なかわいいリー
　　　スを作ります。参加希望の方は５日(金)
　　　まで上記へ申込みください。(先着20組)
　▽17日(水)　身長体重測定　午前10時～
　▽19日(金)　クリスマスお楽しみ会　
　　○参加希望の方は５日(金)まで上記へ申込
　　　みください。(先着20組)
　▽20日(土)　パパ･ママ マタニティースクール
　　午前９時30分～
　　お話ぴーつく来園　午前10時30分～
▽その他
　○当初９日(火)に予定していたリース作りは
　　12日(金)に変更させていただきます。
　○22日(月)～１月５日(月)まで年末年始の
　　お休みになります。６日(火)より開園します。

町外関係機関からのお知らせ

「県道の通行制限」のお知らせ

【問合】村山総合支庁西村山道路計画課 TEL 86-8126
　道路改良工事のため、次のとおり通行を制限
します。
☆主要地方道貫見間沢線
▽制限箇所　西川町大字沼山地内
　※下記図面を参照してください。
▽制限内容及び期間
　○片側交互通行(終日)
　　平成21年３月19日(木)まで
　○車両全面通行止め
　　平成21年３月20日(土)～６月８日(月)
　○片側交互通行(終日)
　　平成21年６月９日(火)～６月30日(火)
▽迂回路　現場の案内板に従ってください。

通行制限箇所図

「やまがたゆきみらいシンポジウム参加者」の募集

【問合】村山総合支庁北村山総務課
　　　雪プロジェクト推進担当 TEL 0237-47-8614
　少子高齢化等により、屋根雪や宅地内雪処理
の担い手が確保できないなど、雪対策が深刻な
課題になってきています。
　このため、急増する除雪要支援者への支援体
制を構築し、誰もが安心して暮らすことのでき
る安心安全で快適な雪国づくりのために、シン
ポジウムを開催しますので、ご参加ください。
▽日時　12月５日(金)午後１時30分～午後４時
▽場所　村山総合支庁北庁舎講堂(村山市楯岡
　笛田４－５－１)
▽内容
　○基調講演　「越後雪かき道場」について
　○事例発表
　　①「長井市発！地域ボランティア＆ＮＰＯ
　　　法人の除雪支援の取組み」
　　②「尾花沢市社会福祉協議会の除雪支援の
　　　取組み」

「標準営業約款制度Ｓマークをご存知ですか」

【問合】(財)山形県生活衛生営業指導センター
TEL 023-623-4323

　標準約款制度は、法律で定められた消費者
(利用者)擁護に役に立つための制度です。
　厚生労働大臣認可の約款に従って営業する
ことを登録した「理容店」、「美容店」、
「クリーニング店」、「めん類飲食店」、
「一般飲食店」では、店頭にＳマークを掲
げています。登録店は、安全･清潔･安心を
約束する信頼できるお店です。

「放送大学４月入学生」の募集

【問合】放送大学山形学習センター TEL 023-623-4323
　放送大学はテレビやラジオを利用して授業
を行う通信制大学です。１科目からでも学べ
ます。
▽募集学生
　○全科履修生　大学卒業を目指す編入学可、
　　18歳以上
　○選科履修生　１年間在学、15歳以上
　○科目履修生　６ヶ月間在学、15歳以上
▽募集期間　12月15日(月)～平成21年２月28日(土)
▽大学説明会
　○日時　・平成20年12月５日(金)午後６時～
　　　　　・平成21年１月18日(日)午後２時～
　○場所　両日ともに放送大学山形学習セン
　　ター(霞城セントラル10階)
▽その他　資料請求及び問合せは上記へお願
　いします。

「がん患者相談室」のご案内

【問合】山形大学医学部附属病院がん臨床センター
　　　　がん患者相談室 TEL 023-628-5159
　相談室では、がんに関する治療や検査、療養上
の悩み、医療費などについて、患者さんやご家族の
不安や心配事に専任相談員の看護師が対応します。
▽受付時間　午前８時30分～午後５時(土、日、
　祝日を除く)
▽相談場所　山形大学医学部附属病院がん患者
　相談室
▽相談方法　対面相談又は電話相談(無料)
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「冬期間における「水道･下水道使用料金」及

【問合】建設水道課管理係 TEL 74-4120
　冬期間は、積雪及び雪囲い等によりメーター
検針が不可能となるため、認定(推定)使用水量
で料金を算定しますのでご了承ください。
☆適用期間　12月請求分(11月使用分)から検針
　可能になるまで
☆認定料金の精算方法等　来春、メーター検針
　が可能になり次第、お知らせします。
☆凍結事故と予防について
　一般に水道の場合は、気温が－４℃以下になる
と日中においても、凍結事故が急に増加しますの
で、次のようなところは特に注意しましょう。
　・屋外で露出している水道管
　・北向きで風当たりが強い水道管
　また、長期間、家を留守にする場合は、水道
管破裂、漏水が大変多くなりますので、休止手
続きをお勧めします。
☆水道の開栓･閉栓の申込みについて　事前に
　届出書の提出が必要です。
　▽手続き方法　事前に直接来庁し、届出書を
　　提出するか、開栓･閉栓日当日に立会いの
　　うえ、その場で届出書を提出してください。
　　上記が困難な場合はご相談ください。
　▽受付時間　午前８時30分～午後５時15分
　　(土、日、祝日は除く。)
　▽受付場所　水道管理センター
　▽手数料　1,000円(原則として申込みの際、
　　納付してください。)
　▽注意事項　電話のみの受付は行いません。
　　必ず書面で本人の意思を確認したうえでの
　　開栓･閉栓となります。土、日、祝日及び、
　　時間外の開栓・閉栓は行っておりません。

「12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　12月16日(火)
▽開放時間　午後３時～７時(対話時間は30分)
▽申込期限　12月12日(金)まで

「高齢者の除雪対策の助成事業」の実施

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課在宅支援係 TEL 74-3243

▽指定業者　町との協定業者又は個人委託の場
　合は、町と個人の方との委託契約になります。
▽対象者　次のいずれにも該当する方。ただし、
　お子さんが町内又は西村山１市３町(寒河江･
　朝日･大江･河北)で生活している方は対象に
　なりません。
　○概ね65歳以上の自力で除雪出来ない一人暮
　　らしの高齢者、高齢者夫婦世帯又は身体障
　　害者のみの世帯
　○所得税非課税世帯
▽利用者負担　除雪に要する経費の５割。ただ
　し、重機等を使用した場合の経費は、すべて
　個人負担になります。
▽実施回数　制限なし
▽申請方法等　12月19日(金)までに、各地区
　の民生委員へ申請してください。

び「水道の凍結事故と予防」」について

「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1274-5(西川せせらぎ
　団地内 ※下記地図参照)
▽募集戸数　１戸(６号)
▽建物構造　木造平家建て３LDK・床面積91.91㎡
▽家賃　入居希望者世帯の所得額による。

▽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159,000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　12月下旬
▽申込方法等　12月10日(水)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。

募集住宅周辺図

入居者の所得区分(月平均) 月額家賃

445,001円～601,000円 60,000円

322,001円～445,000円 56,000円

200,001円～322,000円
53,000円

159,001円～200,000円

「子どもの遊びの広場」の開催

【問合】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
▽日時　12月７日(日)午前９時～11時
▽場所　西川交流センターあいべ
▽内容　○子どもビデオ鑑賞会
　　　　　幼児向け「ダンボ」、小学生向け「手
　　　　　塚治虫ワールド」
　　　　○遊びの屋台コーナー
　　　　　紙飛行機飛ばし、バルーンアートなど
▽その他　事前申込みは必要ありませんので、
　お友達同士で気軽にお越しください。

「町民スキー場のオープン」について

【問合】交流ｾﾝﾀｰ教育文化課スポーツ振興係
TEL 74-3131

　西川町民スキー場が次のとおりオープンしま
す。開設期間は12月19日(金)から平成21年３月
22日(日)を予定していますが、積雪の状況によ
って変わる場合がありますのでご了承ください。
☆スキー場開き(安全祈願祭)
　▽日時　12月19日(金)午前11時～
　▽場所　管理センター前ゲレンデ
　▽その他　積雪がある場合は当日昼から通常
　　営業になります。
☆リフト営業時間
　▽平日営業時間
　　○午後４時～９時
　▽土･日･祝日営業時間
　　○午前９時～午後４時30分
　　○午後５時30分～９時
　▽年末年始(12月29日～１月４日)
　　○午前９時～午後４時30分
　　○午後５時30分～９時

種　類

１日券

半日券

11回券

１回券

☆リフト料金

シーズン券

ナイター券

大　人

2,000円

1,000円

1,200円

120円

12,000円

1,000円

中学生以下

1,000円

500円

500円

50円

6,000円

500円

　※シーズン券の申込みは顔写真(横３cm×縦
　　４cm)を持参のうえ､スキー場リフト券売場
　　又は月山観光開発(株)に申込みください。
☆スキー場管理センターの営業時間
　▽平日
　　○午後４時～９時
　▽土･日･祝日･年末年始(12月29日～１月４日)
　　○午前９時～午後９時

「歳末たすけあい運動にご協力お願いします！」

　「みんなでささえあうあったかい地域づくり」
をスローガンに、歳末たすけあい運動が12月１日
から31日までの１ヶ月間全国一斉に展開されます。
寄せられた募金は、地域福祉活動に活用されます。
　12月10日までの間に各地区婦人会及び町内
会の奉仕団員の皆様が募金にお伺いしますので、
ご協力よろしくお願いします。
☆お願いしたい金額　1世帯あたり　500円以上

町内関係機関からのお知らせ

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

「平成21年新春名刺交換会」の開催

　西川町新春名刺交換会を下記のとおり開催し
ますので、ご参加ください。
▽日時　平成21年１月５日(月)午後４時～
▽場所　交流センターあいべ大ホール
▽会費　2,000円
▽申込み等　12月15日(月)まで上記へ電話又は
　FAXで申込みください。

【問合･申込】西川町商工会事務局
TEL 74-3135/FAX 74-3110

「スキー講習会」の開催

【問合】月山スキークラブ事務局 TEL 090-7934-6749
　スキー技術の向上と冬場の体力づくりを目的
に下記のとおり無料講習会を開講します。どし
どし申込みください。
▽対象　小学生児童及びその保護者
▽練習日　平成21年１月14日(水)～毎週水曜日
▽時間　午後７時～８時30分まで
▽会場　西川町民スキー場
▽指導者　月山スキークラブ(県スキー連盟ｲﾝｽﾄﾗｸﾀー ）
▽参加費　１人1,000円(スポーツ傷害保険加入料等)
▽申込み　申込用紙(交流センター窓口、スキー
　場管理センターにあります。)に必要事項をご
　記入のうえ、練習日に持参ください。
▽その他　初回練習日(１月14日)にスキー場
　管理センターにて開講式、オリエンテーショ
　ンを行いますので、申込児童、保護者の方は
　出席ください。

「農業振興地域からの農用地の除外の申出」について

【問合】産業振興課農林係 TEL 74-2113
　町では平成21年３月末をめどに西川農業振
興地域整備計画の見直しを行っています。こ
の計画は、将来とも農地として利用する区域
(農用地区域)と住宅地等の宅地化が見込まれ
る区域(白地区域)との区分を時勢に合うよう
に見直すものです。
　現在の農用地区域内に住宅等(農業用施設
を含む)の建設を計画されている方は、12月
10日(水)までに各地区の農業委員に申し出
てください。
　ただし、中山間地域直接支払制度に係る農
地は除外することが出来ないのでご注意くだ
さい。

「ケアハイツ西川施設体験見学会」の開催

【問合】ケアハイツ西川【担当/荒木】TEL　74-4065
　利用者の生活状況やリハビリ、特殊浴槽等の
体験見学会を下記のとおり開催します。
▽内容　施設見学、パワーリハビリ体験、昼食
　体験(月山まんま昼食)
▽日時　12月７日(日)午前９時30分～午後12時30分
▽場所　ケアハイツ西川デイサービスセンター
▽対象者　どなたでも無料で参加できます。
▽申込み　12月４日(木)までに上記へ電話で
　申込みください。(定員25名程度)
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お知らせお知らせ
冬の『安全・安心な暮らし』のために
今後、本格的な降雪期を迎えます。次の点をご確認の上、安全、安心な冬を過ごしましょう。

道路・流雪溝関係

★除雪作業にご協力を！
　道路除雪等に関して、今冬も町民のみなさん
のご協力をお願いします。また、町道除雪につ
いての要望等は、区長又は町内会長へご連絡く
ださい。
☆町民のみなさんへのお願い
　▽町道への路上駐車はご遠慮ください。路上
　　駐車があると、除雪車が通行できないなど
　　の支障が生じます。特に夜間は路上に駐車
　　しないでください。また、来客の方にもそ
　　の旨をお知らせください。
　▽屋根から下ろした雪や玄関先の雪など、町
　　道に雪を出さないでください。
　▽構造物に目印を付けてください。町道沿い
　　にある家屋や塀などの構造物が、積雪で除
　　雪車の運転手から見えにくい場合がありま
　　す。構造物には赤い旗などの目印を付けて
　　ください。
　▽除雪車と一定の間隔を保ってください。作
　　業中の除雪車に近づき過ぎると非常に危険で
　　す。一定の間隔を保ち、除雪車が停止するの
　　を待つか、誘導員の指示に従ってください。
　▽空き地を雪置場として利用させていただき
　　ます。町道を除雪した雪は、町道沿いの空
　　き地に置きますのでご了承ください。また、
　　町設置の雪捨て場の使用の際は、建設水道
　　課へご連絡のうえ、ご使用ください。
☆区及び町内会へのお願い
　▽排雪場所は、責任を持って確保してくださ
　　い。
　▽除雪路線の雪置場は、必要に応じ降雪前に
　　現地確認を行いますので、立会をお願いし
　　ます。
　▽春の雪解け前に、排雪場所の除雪や石拾い
　　を行ってください。
☆消防関係者へのお願い
　▽消火栓や防火水槽は雪囲いをし、標識を設
　　置してください。
☆その他
　注意しながら除雪作業を行いますが、次のよ
うな場合もありますのでご了承ください。
　▽一時的な通行止めを行うこと。
　▽町道を除雪した雪に混ざって、田や畑に砂
　　利等が入ること。
　▽予想を上回る降雪のため、予定時間までに
　　除雪作業が終わらないこと。

★流雪溝の利用は計画的に！
　▽流雪溝の管理をお願いします。近年町が整
　　備を進めている流雪溝は、利用者のみなさ
　　んが計画的に使用し、正しく管理すること
　　でその機能を発揮します。流雪溝管理組合
　　の規定等に基づいて、円滑な排雪を心がけ
　　てください。また、流雪溝の投雪口は、使
　　用後は必ずしっかり閉めてください。
　▽流雪溝を利用する場合は、周囲の状況や天
　　候などを十分に考慮した上で、計画的に使
　　用してください。
　▽大量の雪の一斉投入は水上がりの原因にな
　　ります。特に、家庭用ロータリー除雪機な
　　どから、直接投入口に排雪した場合、たと
　　え雪は細かくなっていても、一度に投入さ
　　れる量が非常に多くなり、水上がりの原因
　　となります。絶対にしないでください。

★雪下ろしは早めに！
　▽家屋倒壊予防のため、屋根の雪下ろしは早
　　めに行ってください。
　▽屋根の雪が、道路や住民の方々が利用する
　　箇所に落ちないよう落雪防止対策をお願い
　　します。落雪による事故が発生した場合は、
　　その建物の所有者の責任が問われます。

★降雪前にも水路の管理を！
▽水路に落葉やごみがつまっていると融雪災害
　の原因になります。降雪前も水路管理を行っ
　てください。

★道路・流雪溝に関する問合せ先は？
　⇒ 建設水道課建設係 TEL 74-2116

水道関係

★水道管の凍結と破損防止
　▽気温の低下による水道管(特に露出してい
　　るもの)の凍結や、雪下ろしによる破損に
　　ご注意ください。
　▽特に気温が低い時は、湯沸器や温水器等の
　　水抜きも心がけてください。

★留守宅の水道管理
　▽留守宅の止水や水抜きはしていますか？現
　　在留守宅の場合は、ご親戚や隣組の方々で
　　ご確認ください。
　▽町内会館や公民館等の水道管理は大丈夫で
　　すか。これらの施設は管理者や利用者がし
　　っかり点検しましょう。
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消防･防災関係

★除雪中の事故に注意！
　▽屋根の雪下ろしを行う際は、はしごを固定し、
　　命綱をつけるなどにより転落を防止するとと
　　もに、できるだけ複数人で行いましょう。ま
　　た、電線や電話線の切断にも注意しましょう。
　▽好天で気温が上がると屋根の雪が緩み、一
　　気に落下してくる危険性がありますので、
　　巻き込まれないように注意してください。

★避難経路を確保しよう！
　▽火災や災害が発生したときに避難の妨げに
　　ならないよう、常に家の周囲を除雪し、避
　　難経路を確保しておきましょう。

★煙突や吸排気口、ガスや灯油の配管は大丈夫？
　▽ストーブの煙突やファンヒーターの吸排気
　　口が雪でふさがったり、折れ曲がったりし
　　ていないか常に点検してください。
　▽屋根からの自然落雪や、雪下ろしで落とし
　　た雪によってＬＰＧボンベや灯油の配管が
　　はずれないように注意し、必要に応じた防
　　護策を講じてください。

★危険物の漏えいに注意！
　▽灯油などを給油する時は、終わるまで給油
　　場所を絶対に離れないでください。もし灯
　　油の流出事故等が起きた場合は、消防署等
　　にご連絡ください。

★雪崩に注意！
　短時間に多量の降雪があった場合や気温が上
昇した場合には、急斜面や積雪の多い斜面で雪
崩発生の危険があるので警戒しましょう。

★もしもの時は？
　事故発生時は応急処置を実施し、下記にご連

絡ください。⇒消防署 TEL 119

交通安全関係

★歩行者のみなさんへ
　▽除雪直後の道路は、大変滑りやすい時があ
　　りますので、路面の状況をよく確認して歩
　　きましょう。
　▽側溝など危険な場所には近づかないように
　　しましょう。
　▽できるだけ歩道を利用し、自らの安全を確
　　保しましょう。
　▽止まっている車の前や後ろからの横断は絶
　　対にしないでください。

★運転者のみなさんへ
　▽道路わきに雪が積もると、その影響で、非
　　常に見通しの悪くなる交差点やＴ字路があ
　　ります。十分に注意してください。
　▽急ハンドル、急アクセル、急ブレーキは交
　　通事故の原因となります。絶対にしないで
　　ください。

★雪対策の徹底
　▽ブドウ棚やサクランボ雨よけハウス、農業
　　用パイプハウス等の見回りを徹底し、早め
　　の雪下ろしや除雪を行ってください。
　▽農作業小屋や冬期間使わない物置小屋等も
　　見回りを行い、早めの雪下ろしや除雪を行
　　ってください。
　▽サクランボ、リンゴ、その他果樹等の雪折れに
　　注意し、早めの雪下ろしを徹底してください。

★作業中の注意事項
　除雪作業は安全確保のため２人以上で行ってください。

★農林業に関する災害等の問合せ先は？
　⇒ 産業振興課農林係 TEL 74-2113

農林関係

教育関係

　みなさんの周辺の通学路など、児童生徒が通
る場所で、屋根からの落雪や、なだれの危険性
がある場合は下記にご連絡ください。

　⇒ 教育文化課教育総務係 TEL 74-2114

福祉関係

　一人暮らし老人や老人夫婦世帯のみなさんが、
自力で雪下ろしや除雪ができない場合は、まず
各地域の民生児童委員の方々にご相談ください。
　その他、雪に関する困りごと等がある場合は

下記にお問合せください。

　⇒ 健康福祉課在宅支援係 TEL 74-3243

「歩行型除雪機による事故を防ごう！」

【問合】(社)日本農業機械工業会/除雪機安全協議会
TEL 03-3433-0415

　毎年、冬のシーズンになると全国で除雪機に
よる事故が多発しています。除雪機を使う際に
は、次の点に注意して操作しましょう。
▽作業を行う前に、必ず取扱説明書をよく読ん
　で、正しい使い方を理解しましょう。
▽雪詰まりを取り除くときは、必ずエンジンを
　停止し、回転部(オーガ、ブロワ)が完全に停
　止してから雪かき棒を使って行いましょう。
▽回転部に近づくときは、必ずエンジンを停止し、
　回転部が完全に停止してから作業を行いましょう。
▽発進時は、転倒したり、挟まれたりしないよう、
　足もとや後方の障害物には十分注意しましょう。
▽除雪作業中は、雪を飛ばす方向に人や車、建
　物がないことを確認しましょう。また、除雪
　機の周囲には絶対に人を近づけないようにし
　ましょう。
☆ホームページ　http://www.jfmma.or.jp

　▽吹雪の時などは普段以上に周囲の状況がわ
　　かりにくくなります。減速して安全運転に
　　努めてください。雪などで急に視界が遮ら
　　れた時は、慌てずに、ゆっくりと路肩に停
　　止するなど、自ら危険を回避しましょう。

★交通安全に関する問合せ先は？
　⇒ 町民税務課生活環境係 TEL 74-4404

★水道管の修繕等の依頼先は？
　▽宅内水道管破損等の修繕は、給水工事指定
　　店に直接依頼してください。

★上下水道に関する災害等の問合せ先は？
　⇒ 建設水道課上下水道係 TEL 74-4411


