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第 １ １ ４ ０ 号 の ①
平成２０年１２月１５日発行
西 川 町 役 場
https://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　　　　▽ 介護保険料６期
　▽ 国民健康保険税６期　▽ 後期高齢者医療保険料６期

お知らせお知らせ
お知らせ版等の１月の発行日について
「お知らせ版」・・・新年１月５日(月)、15日(木)
「ネットワーク西川(町報)」・・・新年１月15日(木)
上記のとおり各町内会長さんへ配達します。よろ
しくお願いします。

１月の行事予定

　１日（木）元日
　　　　　　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
　２日（金）休日当番医　さとうクリニック（TEL　83-3300）
　３日（土）休日当番医　陵南さとう整形外科（TEL　85-5511）
　４日（日）休日当番医　武田産婦人科･内科医院（TEL　86-2641）
　５日（月）官公庁 御用始め
　　　　　　消防署西川分署特別点検（消防署西川分署(役場駐車場) 午前８時３０分から）
　　　　　　新春名刺交換会（交流センター　午後４時から）
　６日（火）
　７日（水）
　８日（木）
　９日（金）
１０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）
１１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）
１２日（月）成人の日　エコトーンやまがた（大井沢自然博物館　午前１０時から）
　　　　　　休日当番医　土田内科医院（TEL　86-8282）
１３日（火）
１４日（水）にしかわ保育園もちつき大会（にしかわ保育園　午前１０時から）
１５日（木）町長室開放（役場　午後３時から）
　　　　　　にしかわ保育園だんごさし（にしかわ保育園　午前９時３０分から）
１６日（金）
１７日（土）
１８日（日）第52回婦人会一口発表会･第15回婦人会リサイクルバザー（交流センター　午前９時３０分から）
　　　　　　小正月を楽しむ ゆきんこ祭り（自然と匠の伝承館　午前１０時から）
　　　　　　休日当番医　寒河江の庄病院（TEL　86-2185）
１９日（月）
２０日（火）子育て支援センターだんごさし（にしかわ保育園　午前９時３０分から）
２１日（水）子育て支援センター身体測定（子育て支援センター　午前１０時から）
２２日（木）月山学講座（弓張平パークプラザ　午後１時３０分から）
　　　　　　３歳児健診（にしかわ保育園　午後１時１５分から）※
　　　　　　さがえドック（成人病検査センター　午前７時５０分から）※
２３日（金）
２４日（土）古文書解読講座（交流センター　午後１時３０分から）
　　　　　　生涯学習・スポーツ総合表彰式（交流センター）
２５日（日）山形県知事選挙投票日
　　　　　　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）
２６日（月）
２７日（火）子育て支援センターパン作り（保健センター　午前１０時から）
２８日（水）
２９日（木）楽楽運動教室（保健センター　午後７時から）
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「成人病検査センターレディース健診」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
　今年度最終のレディース健診を下記の日程で
実施します。今年度未受診の方で子宮がん･乳が
ん健診の受診を希望する方は、12月19日(金)ま
で、上記へ申込みください。
▽期日　12月25日(木)
▽受付　午後１時～１時30分
▽会場　成人病検査センター
▽費用　○子宮がん　1,700円
　　　　○乳がん　　　800円
　　　　○乳がん(ﾏﾝﾓ) 800円(２方向1,600円)

「１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
☆１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

　６日(火) 午後５時30分 内科(伊藤)

１３日(火)
↓

外科(武田)

２０日(火) 内科(大河原)

午後６時30分

「生涯学習支援施設の冬期閉鎖」について

【問合】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課生涯学習係/スポー
　ツ振興係 TEL 74-3131
　次の施設が冬期間休館となります。
▽施設名　生涯学習支援施設(旧西部中学校校
　舎及び体育館)
▽期間　平成21年3月31日(火)まで

役場からのお知らせ

「平成21年度森の恵み王国山形支援事業」の募集

【問合・申込】産業振興課農林係 TEL 74-2113

　平成21年度の事業について次のとおり募集します。
▽内容　特用林産物(山菜･キノコ等)の栽培地
　を新たに造成する場合に、その経費の３分
　の１を補助する事業です。
▽要件　３戸以上の農林家で組織する団体
▽申込期限　平成21年１月９日(金)まで上記
　へ申込みください。

外科(須貝)２７日(火)

「平成20年工業統計調査にご協力ください」

【問合】総務企画課企画係 TEL 74-2112
　我が国の製造業の実態を把握するために、毎年
12月31日現在で工業統計調査を実施しています。
　この調査結果は、国や地方公共団体の行政施策
の基礎資料、企業や大学の研究資料等として広く
利用されています。調査対象となる事業所には調
査員が訪問しますので、ご協力をお願いします。
　なお、調査票に記入していただいた内容につき
ましては、統計法に基づき秘密が厳守されます。
☆調査の概要
　▽調査日　　12月31日現在
　▽調査対象　主として製造業を営む事業所
　▽調査方法　調査員が調査票を配布し、回収します。

３０日（金）にしかわ保育園お店屋さんごっこ（にしかわ保育園　午前１０時から）
３１日（土）
　※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。

「2009年やまがた県民手帳」の訂正

【問合】山形県統計協会 TEL 023-623-3131
　『2009年やまがた県民手帳』の掲載内容に一
部誤りがありましたので、お詫びして下記のと
おり訂正します。
☆訂正の内容
　【統計資料編】
　都道府県勢一覧(３－１)(P.16)
　２．人口・総数・全国
　（正）127,770,794
　（誤） 12,770,794

「町立図書館自主事業「してみっか講座」参加者」

【問合】交流ｾﾝﾀー 内町立図書館 TEL 74-3131
　好評につき文学に関する学習講座を継続開
催しますので、受講を希望する方は、上記へ
電話で申込みください。
▽講座紹介
　○はじめての俳句講座　12月～
　○はじめての川柳講座　12月～
　○はじめての論語講座　12月～
　　※各講座とも、日中２時間程度の３回コースです。
▽場所　町立図書館(交流センター内）
▽その他　詳しい内容は、上記へお問合せください。

 の募集

「老人福祉センターの年末の休館」について

【問合】西川町社会福祉協議会 TEL 74-5677
　12月29日(月)から12月31日(水)まで老人福
祉センターが休館となります。
　新年は１月１日(木)から営業しますので、
各種団体の新年会等でぜひご利用ください。
　また、海味温泉も元日から通常どおり営業
します。皆様のおいでをお待ちしています。

町内関係機関からのお知らせ

町外関係機関からのお知らせ

「山形県知事選挙」のお知らせ

【問合】町選挙管理委員会事務局[総務企画課庶務係内]
TEL 74-2119

　任期満了(満了日：平成21年２月13日)に伴
う山形県知事選挙が、次の日程で行われます。
　今後の県政を託す代表者を選ぶ重要な選挙
ですので、みなさん忘れずに投票しましょう。
≪選挙期日等≫
　▽投票日　平成21年１月25日(日)
　▽投票時間　午前７時～午後８時
　　※一部の投票所で、投票終了時刻が午後
　　　７時になる予定です。
　▽その他　投票所の施設など詳しくは、次
　　回のお知らせをご覧ください。
≪期日前投票≫
　お忙しい方などは、期日前投票をご利用ください。
　▽投票期間　平成21年１月９日(金)から24
　　日(土)までの16日間
　▽投票時間　午前８時30分～午後８時
　▽投票場所　役場１階 第１町民相談室

「母性健康管理指導事項連絡カード」をご存知ですか

【問合】山形労働局雇用均等室 TEL 023-624-8228
　厚生労働省では、男女雇用機会均等法第13条
に基づき、妊娠中及び出産後の女性労働者に対
する医師等の指導事項が的確に事業主に伝達さ
れ、それに基づいて事業主が母性健康管理上の
措置を適切に講じることができるようにするた
め、「母性健康管理指導事項連絡カード」の利
用を勧めています。
　「母性健康管理指導事項連絡カード」は、山形労
働局雇用均等室でも配布するほか、厚生労働省ホー
ムページからダウンロードすることもできます。
☆ホームページアドレス
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/jos
ei/hourei/20000401-25-1.htm
　また、ほとんどの母子健康手帳に様式が記載
されています。
▽妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査
　等の結果、医師等から指導を受け、その旨の
　申し出があった場合は、事業主は、それに対
　応する措置を講じなければなりません。
▽母性管理に係る情報を提供するサイト「女性
　にやさしい職場づくりナビ」も開設されてい
　ます。(http://www.bosei-navi.go.jp)

～にっこり投票　みんな行くべ～

「中小企業年末特別金融相談」のご案内

【問合】西川町商工会 TEL 74-3135
　年末に「中小企業年末特別金融相談窓口」
を設置し、町内企業者の相談に対応します。
お気軽にご利用ください。
▽日時　12月29日(月)・30日(火)午前10時～
　午後３時
▽場所　西川町商工会

「日本司法支援センター法テラスからのお知らせ」

【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」というときは、上記ま
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の無料提供

「デジタル･アーキビスト養成講座」のご案内

【問合･申込】山形県生涯学習ｾﾝﾀｰ TEL 023-625-6411
FAX 023-625-6415/Eﾒｰﾙ yama@gakusyubunka.jp

　デジタル･アーキビストとは、文化資料等の
デジタル化についての知識と技能を持ち合わせ、
文化活動の基礎としての著作権･プライバシー
を理解し、総合的な文化情報の収集、管理、保
護、活用、創造を担当できる人のことです。
▽期日　平成21年１月10日(土)・11日(日)
▽場所　遊学館(山形市緑町１－２－36)
▽受講料　無料。ただし、NPO法人日本デジタル･
　アーキビスト資格認定機構の受験料5,000円は
　自己負担となります。(希望者のみ)
▽申込み等　FAX又はEメールで郵便番号、住
　所、氏名(フリガナ)、電話番号、Eメール、
　所属を明記の上、12月24日(水)まで申込み
　ください。

「路線バスダイヤの一部変更」について

【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404

　平成21年１月５日(月)から次のとおり一部の
ダイヤを変更します。
　安全確保のためのダイヤ改正になります。ご
理解とご協力をお願いします。
☆路線バスダイヤ

変更前 変更後
稲沢原⇒西川中 稲沢原⇒西川中

【小沼線】

⇒

【小沼線】

小沼　☆ 7:35 小沼　☆ 7:35
小沼口 7:39 小沼口 7:39
町立病院 7:45 町立病院 7:45
北梅沢 7:49 【稲沢線】(↓回送)
睦合小学校 7:50 稲沢原 7:55
石田 7:51 稲沢 7:56
熊野 7:55 熊野 7:58
稲沢 7:58 石田 7:59
稲沢原 8:03 睦合小学校 8:00
ぶどう団地 8:06 北梅沢 8:01
根際 8:07 坂の上 8:02
川土居小学校 8:08 根際 8:03
西川中学校 8:10 川土居小学校 8:04

西川中学校 8:06

※☆印の停留所から乗車する場合は、デマンド
　運行です。乗車の際は、前日までに月山観光
　タクシー(TEL 74-2310)に連絡してください。
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“定額給付金の給付をよそおった振り込め 

詐欺等にご注意ください“ 
 

※定額給付金について、総務省より下記のように広報啓発がありましたので 

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」に十分ご注意ください。 

 

総務省からのお知らせ 

今般、与党において決定された「定額給付金」については、住民の皆様へのご連絡や給

付を行う段階ではありません。具体的な給付の方法などが決まり次第、速やかに広報しま

す。 

 

○○！！  現在、申請手続きを含め、給付手続きはまだ始まっていません。（手続きが始 

まった場合には、総務省及び市町村等から広報がなされます） 

○○！！  市町村や総務省などが ATM（銀行・コンビニなどの現金自動預払機）の操作を 

お願いすることは、絶対にありません。 

○○！！  ATM を自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできま 

せん。 

○○！！  市町村や総務省などが、「定額給付金」の給付のために、手数料などの振込を 

求めることは絶対にありません。 

○○！！  現時点で、市町村や総務省などが住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号 

などの個人情報を照会することは、絶対にありません。 

 

★ ご自宅や職場などに市町村や総務省（の職員）などをかたった電話がかかってきたり、

郵便が届いたら、迷わず、役場や最寄の警察署（または警察相談電話（♯９１１０））

にご連絡ください。 

役場連絡先 ： 町民税務課  ℡ ７４－２１１１ 
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お知らせお知らせ
役場からのお知らせ

「平成21年度西川町臨時職員」の募集

【問合･申込】総務企画課庶務係 TEL 74-2119

▽募集職種

▽雇用予定期間
　平成21年４月１日から平成22年３月31日まで
　
▽応募資格
　○年齢
　　平成21年４月１日現在でおおむね65歳以下とします。
　○資格など
　　募集職種表の資格・技能欄に表示されている資格・免許を必要とします。
　○住所要件
　　原則として西川町内に住所を有する者としますが、指定する免許取得者については、この
　　限りではありません。

▽申込書受付期間
　平成20年12月16日(火）から平成21年１月９日(金）の午後５時15分まで

▽応募方法
　応募用の履歴書に必要事項をご記入のうえ、上記問合せ先に提出してください。なお、資格
技能が必要な職種の方は資格を証明するもの(免許証などの写しで可)を添付してください。ま
た、身体障害者手帳をお持ちの方は、写しを添付してください。
　応募用の履歴書は上記問合せ先に準備しています。また、町のホームページにも掲載してい
ますのでダウンロードしてご利用ください。
☆ホームページアドレス
　https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/

▽勤務条件・賃金等
　○賃金及び勤務形態は職種によって異なります。
　○健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入します。

▽採用試験
　応募者多数の場合は、「面接試験」を実施しますのでご了承ください。日時等については、
受付期間終了後に通知します。　　　　

▽採用内定通知
　採用内定者には、２月中旬までに通知します。

施設名 職種 資格・技能 雇用予定人員

にしかわ保育園 保育士 保育士 若干名

町立病院 看護師 看護師又は准看護師 若干名
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７５歳以上の皆様へ 

 

平成２１年度後期高齢者健診と町民がん検診の申込み 

をする前に、「主治医の先生に相談してください。」 

 

町では、来年の健診申込み取りまとめを、平成２１年２月上旬に

行います。（申込み書は１月下旬にお渡しします。） 

 

 
 

主治医の先生が、後期高齢者健診や町民がん検診と同じような

項目の検査をしてくれる場合には、町の健診申込みをする必要は

ありません。 

１２月か１月に主治医の先生に診てもらう予定のある方は、診

てもらう時に、先生に、来年度の健診の申込みが必要かどうかを

相談してください。 

 先生に「受けた方がいいです。」 

と言われた方は、健診の申込みを 

してください。 

 

 

なお、１２月と１月に通院予定がない方は、

わざわざ聞きに行かなくても結構です。 

ご自分の判断でお申込みください。 

 

 [問合せ先] 西川町保健セ ン タ ー   電話 ７ ４ －５ ０ ５ ７   

 

 

定期的に 治療を 受け て い る 方 


