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２月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は３月２日(月)です。
　期限内に完納しましょう。
　▽ 国民健康保険税８期
　▽ 介護保険料８期　▽ 後期高齢者医療保険料８期

お知らせお知らせ
「自動車の検査･登録手続き」はお早めに…
　年度末は窓口が大変混み合います。自動車の継
続検査や名義変更、抹消等の登録手続きは、早め
にお済ませください。
　お問合せは、山形運輸局(TEL 050-5540-2013)へ
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役場からのお知らせ

 町内各地の「積雪等状況」

【問合】総務企画課企画係 TEL 74-2112

　平成20年12月１日から平成21年１月31日までの各町内会の積雪及び気温の状況は次のとおり
です。昨冬と比較すると、各地区でほぼ同じか20㎝程度雪が多いようです。
　また、１月末現在の県内における雪の事故による死傷者数は25名(死亡４名、負傷21名)にな
っています。特に、週末の土曜日や日曜日に雪下ろし中の事故が続発しています。雪下ろしの際
は、命綱やヘルメットの着用など、安全な作業を心がけましょう。
　このほど、山形県が作成した「安全な雪下ろし作業」のD V Dを町内の各除雪ボランティ
ア団体に配布しました。個人の方でもD V Dの貸出しや複製に応じますので、上記へご連絡
ください。

３月の行事予定
　１日（日）婦人教室閉級式（交流センター　午前９時３０分から）
　　　　　　『おくりびと』上映会（交流センター　昼の部午後１時３０分から　夜の部午後６時３０分から）
　　　　　　休日当番医　山崎医院（TEL　86-0005）
　２日（月）
　３日（火）
　４日（水）町議会第１回定例会（予定）（町議場　午前９時３０分開会･開議）（～１２日）
　５日（木）すくすく･よちよち･とことこ健診（保健センター　午後１時１５分から）※
　６日（金）雪旅籠の灯り（月山志津温泉街内）（～８日）
　７日（土）子育て支援センターお話ぴーつく来園（子育て支援センター　午前１０時３０分から）
　８日（日）家族介護者交流会（玉貴　午前１１時から）
　　　　　　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
　９日（月）
１０日（火）子育て支援センター離乳食つくり（子育て支援センター　午前１０時から）
　　　　　　保健･医療･福祉合同研修会（交流センター　午後１時３０分から）
１１日（水）
１２日（木）
１３日（金）観光講演会（役場　午後１時30分から）
　　　　　　家族介護者交流会（玉貴　午前１１時から）
１４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）
　　　　　　テクニカルスキー教室（町民スキー場　午後７時から）
１５日（日）休日当番医　渡辺外科胃腸科医院（TEL　86-6408）
１６日（月）西川中学校卒業式（西川中学校　午前９時４５分開式）
１７日（火）子育て支援センター身長体重測定（子育て支援センター　午前１０時から）
　　　　　　町長室開放（役場　午後３時から）
１８日（水）町内小学校卒業式（町内小学校　午前１０時から）
１９日（木）栄養教室（保健センター　午前１０時から）
　　　　　　子育て支援センター思い出お楽しみ会（子育て支援センター　午前１０時から）
　　　　　　平成20年度子育て支援センター終了日
２０日（金）春分の日
　　　　　　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
２１日（土）
２２日（日）地域交流イベント（県立自然博物園）
　　　　　　休日当番医　大原医院（TEL　86-8600）
２３日（月）
２４日（火）
２５日（水）楽楽運動教室（保健センター　午後７時から）
２６日（木）月山学講座（県立自然博物園）
２７日（金）にしかわ保育園卒園式（にしかわ保育園　午前１０時から）
２８日（土）古文書解読講座（交流センター　午後１時３０分から）
２９日（日）第５１回西川町民剣道大会（町民体育館　午前９時から）
　　　　　　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
３０日（月）
３１日（火）

※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。



☆ふるさと奨学ローン　
　人材育成と県内への就職促進のための教育ローンです。
　ご子弟が卒業後、県内に就職･就業した場合
は、それ以降の利子に対して、元金200万円を
限度に、山形県勤労者育成教育基金協会から
年1.00％の利子補給が受けられます。
　▽融資対象　大学、短大、高校、専門学校
　　等の学資金、住居･生活資金など
　▽融資限度額　最高1,000万円まで
　▽融資金利(固定金利･保証料込)
　　○５年固定　2.20％
　　○７年固定　2.55％
　　○10年固定　3.85％
　▽融資期間　10年以内(在学中は元金据置き
　　ができます。)
　▽保証　県労信協の保証が必要です。
☆生活安定資金
　安心してお使いいただける「生活応援ローン」
は、町と労働金庫が協力し低利で融資する制度で
す。除雪機購入、自動車購入、教育資金、医療費、
冠婚葬祭等の生活資金全般にご利用いただけます。
　▽対象者　町内にお住まいの会社等に１年
　　以上お勤めの方で、労働組合がない又は
　　職場に融資制度のない方
　▽融資額　100万円以内
　▽金利　年2.00％(固定金利)
　▽保証料　年0.30％(県労信協の保証･貸付
　　時に一括払い)
　▽融資期間　７年以内(保証料補給制度があ
　　ります。)
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「３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
☆３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

　３日(火) 午後５時30分 内科(伊藤)

１０日(火)
↓

外科(武田)

１７日(火) 内科(大河原)

午後６時30分

役場からのお知らせ

「山菜栽培講習会」の開催

【問合･申込】産業振興課農林係 TEL 74-2113

　標記講習会を次のとおり開催します。
▽日時
　○第１回　２月27日(金)午後１時30分～４時30分
　○第２回　３月５日(木)午後１時30分～４時30分
▽場所　役場第２庁舎会議室
▽内容　山菜栽培技術講習会
　○第１回　フキ、フキノトウ、行者ニンニク
　○第２回　ウド、ワラビ
▽講師　最上総合支庁産地研究室 岡部専門研究員
　　　　山形県森林研究センター 中村専門研究員
▽申込み　２月23日(月)まで上記へ申込みく
　ださい。

外科(須貝)２４日(火)

「振り込め詐欺」に気をつけましょう

【問合】寒河江警察署 TEL 83-0110
　昨年１年間で全国で２万件以上の振り込め詐
欺事件が発生し、約276億円の被害がでていま
す。山形県でも139件、約１億６千万円の被害
が発生しています。
☆現金書留、郵便小包等で現金を送らせる詐　
　欺事件に注意
　▽お金を振り込む前に家族や友人、警察な　
　　どに相談すること。
  ▽税金や保険料を還付する手続きにＡＴＭ
　　機の操作はありません。
☆定額給付金を語った振り込め詐欺に注意
　定額給付金を語った振り込め詐欺が予測され
ます。原則として電話での連絡はしませんので、
ご注意ください。
　▽定額給付金窓口　町民税務課(TEL 74-4407）

「村山総合支庁西庁舎(中央棟)耐震補強工事

【問合】村山総合支庁西村山総務課 TEL 86-8121

　寒河江市西根にある村山総合支庁西庁舎の耐
震補強工事は、２月末で終了します。
　工事の終了に伴い、下記の窓口が移転します。
▽移転する窓口　総合案内窓口、生活福祉課、
　パスポート窓口、寒河江地区食品衛生協会
▽移転先　中央棟１階
▽新窓口業務開始日　３月11日(水)午前８時30分から

「農業研修生(雇用型)」の募集

【問合･申込】(財)やまがた農業支援ｾﾝﾀー  TEL 023-641-1117
　　　　　　 又は山形県農業会議 TEL 023-622-8716

　研修先と雇用契約を締結して、賃金を得なが
ら栽培技術や経営ノウハウを習得する農業研修
生を募集します。
▽研修期間　平成21年4月～22年３月(１年間)
▽対象者　　就農希望者(農業法人等への就職
　希望者を含む)
▽募集人数　30人程度
▽研修先　県内の農業法人、先進農家等
▽募集期間　３月６日(金)まで
▽その他　詳しくは、上記へお問合せください。

「ふるさと奨学ローン･生活安定資金」をご利

【問合】産業振興課商工観光係 TEL 74-4119
　　又は東北労働金庫寒河江支店 TEL 86-2210

「楽楽(らくらく)運動教室」の開催

【問合･申込】保健ｾﾝﾀー 内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057
　今回は、町立病院の理学療法士より、家でで
きる足の筋力アップ体操を教えていただきます。
　ずっと元気でいるためには足の筋肉はとても
重要です。「このごろ膝が痛い」、「何もない
所でつまづく…」そんな方にもおすすめです。
▽日時　２月26日(木)午後２時～３時30分
▽場所　　西川町保健センター
▽申込み等　事前の申込みは不要です。当日直
　接お越しください。また、当日は動きやすい
　服装でお越しください。

「おくりびと」上映のお知らせ

【問合･申込】交流ｾﾝﾀー 内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131

▽日時　３月１日(日)
　○昼の部　午後１時30分～
　○夜の部　午後６時30分～
▽場所　交流センターあいべ「大ホール」
▽その他　前売券(1,000円)を上記で発売して
　います。

総合型スポーツクラブ「スポーツ教室」のご案内

【問合】交流ｾﾝﾀー 内教育文化課スポーツ振興係 TEL 74-3131

　西川町総合型地域スポーツクラブ設立準備検討
委員会では、プレ事業として「スポーツ教室」を
開催します。友人･家族で気軽にご参加ください。
▽期日　２月18日(水)・25日(水)
▽参加料　大人100円(学生は無料)
▽種目
　○スポーツダンス教室
　　・時間　午後７時～
　　・場所　交流センター「大ホール」
　　・指導　上野　勝 氏
　○軽スポーツ教室(ダーツ、フリーブロー[吹き矢])
　　・時間　午後７時～
　　・場所　町民体育館１階「高齢者体育室」
　　・指導　町体育指導委員
　○はじめてのヨガ教室
　　・時間　午後７時30分～
　　・場所　交流センターあいべ３階「和室」
　　・指導　笹原綾子 氏
▽持ち物　運動靴･タオル等
▽申込み　事前の申込みは不要です。当日、交流
　センター玄関ホールの受付で申込みください。

町外関係機関からのお知らせ

用ください

終了」のお知らせ

「障がい者なんでも相談室」のご案内

【問合】山形県障がい者社会参加推進ｾﾝﾀｰ
　住所 山形市大字大森385　TEL/FAX 023-687-5333
　障がい者なんでも相談室では、悩み事や困り
事の相談を受け付けています。
▽相談員
　○法律相談　弁護士(事前に予約が必要)
　○一般相談　社会福祉士
▽相談方法　電話、手紙、FAX、来所のいずれか
▽受付日時　平日の午前９時から午後５時まで
▽相談料　無料

「健康づくり･食育推進フォーラム2009」のご案内

【問合･申込】山形県地域保健予防課 TEL 023-627-1183
▽日時　３月４日(水)午後１時～４時
▽場所　「遊学館」ホール(山形市緑町)
▽内容
　○「地域の食育名人」認定証交付式
　○公演　立川らく朝さん(医師･落語家)によ
　　るヘルシートーク＆健康落語「生涯食育」
　○活動報告　「みんなでメタボ予防」
　○町の保健室　栄養相談、健康相談、血圧測
　　定、体脂肪測定
▽定員　300名
▽参加費　無料
▽申込み　上記へ電話で申込みください。

「平成21年度県立自然博物園インタープリター

【問合】県立自然博物園冬季事務所[弓張平ﾊ゚ ｸーﾌ゚ ﾗｻ゙ 内]
TEL 75-2040

　県立自然博物園では、園内における自然観察
指導に携わるインタープリターの養成を行いま
す。月山山麓のブナの森で、自然の声を伝える
通訳者になってみませんか。
▽講習日程及び会場
　○第１回　３月14日(土)交流センターあいべ
　※２回目以降の日程等については、上記へお
　　問合せください。
▽募集人数　15名
▽参加費　無料
▽主な申込条件
　○20代～50代の方
　○受講後にインタープリテーション活動ができる方
▽申込締切　２月28日(土)
▽申込方法　上記へ電話で申込みください。
▽その他　受講終了後は、平成22年度より博物
　園の野外案内予約に応じて、案内指導をお願
　いします。

養成講習会参加者」の募集

町内関係機関からのお知らせ
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「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(職種により雇用期間が短縮される
　場合があります。)
▽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。(空欄の職種
　　は、必要ありません。)
　○住所要件　原則として、西川町内に住所を有する方としますが、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21年２月26日(木)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)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、写しを添付していただき、必要な配慮等を書き添えてください。
　※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。
　○学校の場合の勤務地は雇用通知等により指定します。
　○基本的に、健康保険及び厚生年金保険並びに雇用保険の加入となります。
▽採用試験　応募者多数の場合は、書類による選考としますが、必要に応じて「面接試験」を実施す
　る場合がありますのでご了承ください。日時等については、受付期間終了後に各自に通知します。
▽採用内定通知　採用内定通知は、３月中旬ごろに発送します。
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「平成21年度 期間採用の西川町臨時職員」の

【問合･申込】総務企画課庶務係 TEL 74-2119
☆募集職種
　▽調理補助(にしかわ保育園)
　　○募集人員　１名
　　○勤務期間　平成21年４月１日～８月30日
　　○勤務時間　午前８時30分～午後４時15分
　　○募集要件　平成21年４月１日現在でおお
　　　むね60歳以下で、町内に住所を有し、調
　　　理師免許をお持ちの方又は経験がある方

　▽道路工手(町道維持管理)
　　○募集人員　３名
　　○勤務期間　平成21年４月１日～11月30日
　　○勤務時間　午前８時30分～午後５時15分
　　○募集要件　平成20年４月１日現在でおお
　　　むね60歳以下で、町内に住所を有し、普
　　　通自動車運転免許をお持ちの方

　▽寒河江ダムスポーツ広場(受付業務)
　　○募集人員　１名
　　○勤務期間　平成21年6月1日～10月31日
　　○勤務時間　午前８時30分～午後５時15分
　　○募集要件　平成21年４月１日現在でおお
　　　むね65歳以下で、町内に住所を有し、普
　　　通自動車運転免許をお持ちの方

　▽町営仁田山放牧場の監視員
　　○募集人員　２名
　　○勤務期間　平成21年５月１日～11月30日
　　○募集要件　平成21年４月１日現在でおお
　　　むね65歳以下で、町内に住所を有し、ト
　　　ラクターの運転･操作ができる方

☆申込書受付期間
　２月26日(木)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うえ、上
記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)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
を添付していただき、必要な配慮等を書き添え
てください。
　※応募用の履歴書は上記に準備しています。
　　また、町のホームページにも掲載していま
　　すのでご利用ください。
☆ホームページアドレス
　https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/
☆社会保険等
　基本的に、健康保険及び厚生年金保険並びに
雇用保険の加入となります。
☆採用等
　申込多数の場合は、選考により採用者を決定
します。

「平成21年度 予備車･福祉バス運転手」の募集

【問合･申込】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
▽募集職種　予備車及び福祉バス運転手
▽募集人員　３名
▽雇用期間　平成21年４月１日～平成22年３月31日
▽募集用件(全てに該当する方)
　○平成21年４月１日現在で概ね65歳以下の方
　○健康良好な方
　○大型Ⅱ種運転免許を有する方又は大型Ⅰ種
　　免許を有し、運転サービス士科講習を修了
　　した方
　○原則として西川町内に住所を有する方
▽申込受付　２月23日(月)～３月６日(金)の午
　前８時30分～午後５時(土曜日、日曜日は除
　きます)
▽応募方法　履歴書(写真添付)に免許証の写し
　を添付し、上記に提出してください。
▽賃金　１日/9,000円　半日/6,300円
▽採用試験　面接試験と適性検査(実費)を受け
　ていただきますが、受験者に後日連絡します。
▽採用通知　採用内定通知は３月中旬頃を予定

町外関係機関からのお知らせ

「国家公務員採用Ⅰ種及びⅡ種試験」の実施

【問合】人事院東北事務局第二課試験係 TEL 022-221-2022
　人事院では、国家公務員採用Ⅰ種試験及びⅡ
種試験(大学卒業程度)を実施します。
☆Ⅰ種試験
　▽受付期間　４月１日(水)～８日(水)(受付
　　最終日までの通信日付印有効)
　▽第１次試験　５月３日(日)
☆Ⅱ種試験
　▽受付期間
　　○郵送　４月13日(月)～22日(水)(受付最
　　　終日までの通信日付印有効)
　　○インターネット　４月11日(土)～15日(水)
　▽第１次試験　６月21日(日)
☆その他　申込用紙の請求や受験資格等の詳し
　い内容については、人事院ホームページ又は
　上記へお問合せください。
☆ホームページアドレス
　http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

「平成21年度労働基準監督官試験」の実施

【問合】山形労働局総務課 TEL 023-624-8221
▽受験資格
　○昭和55年4月2日～昭和63年4月1日生まれの方
　○昭和63年4月2日以降生まれの方で次に掲げる方
　　(1)大学を卒業した方及び平成22年３月ま
　　　でに大学を卒業する見込みの方
　　(2)人事院が(1)に掲げる方と同等の資格が
　　　あると認める方
▽試験日　○第１次試験　６月14日(日)
　　　　　○第２次試験　７月22日(水)･23日(木)
▽受付期間　４月１日(水)～14日(火)(郵送の
　場合は、４月14日までの通信日付印有効)
▽その他　詳細については、上記へお問合せく
　ださい。

募集


