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第 １ １ ４ ７ 号
平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 発 行
西 川 町 役 場
https://www.town.nishikawa.
yamagata.jp

お知らせお知らせ

役場からのお知らせ

「子育て支援センター」からのお知らせ

☆４月の子育て支援センター
　▽20日(月)　支援センター開園日　
　▽24日(金)　身長体重測定　午前10時～
　▽28日(火)　こいのぼり製作　午時10時～
　　○参加希望の方は20日(月)まで上記に申
　　　込みください。(先着20組)
☆開園日及び時間(年間)
　▽月曜日～金曜日　午前９時～12時
　　　　　　　　　　午後３時～５時
　▽第１･３･５土曜日　午前のみ開園
☆その他
　毎月支援センターからのお便りを発行してい
ますので、必要な方は上記へお問合せください。

期 日 休日当番医名
市町(地区)名
(電話番号)

４月５日(日)

　　12日(日)
西川町海味
(TEL 74-2211)

　　19日(日)

　　26日(日)

　　29日(水)
菊地胃腸科内
科医院

寒河江市中央
(TEL 86-2301)

４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)

あきば医院
寒河江市末広
(TEL 86-4395)

町立病院

町立病院

町立病院

西川町海味
(TEL 74-2211)
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「人工透析患者通院交通費助成」について

【問合･申込】保健ｾﾝﾀー 内健康福祉課在宅支援係 TEL 74-3243

▽助成対象者
　○腎臓機能障害により身体障害者福祉法によ
　　る身体障害者手帳の交付を受けた方で、町
　　内に住所を有する方
　○人工透析を受けるため、医療機関に交通機関
　　(自家用車を含む)を利用し通院している方
　○他の町実施事業(お出かけ支援サービス事
　　業助成等)の利用を受けていない方
▽助成額
　○通院交通費(自家用車による場合は１kmあ
　　たり37円で計算した額)の実支出額の1/2
　　に相当する額
▽助成内容
　○平成20年10月から21年３月末までに、人
　　工透析のため通院治療を受けた方の交通費
▽申込期限　４月15日(水)

【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

「ポリオ予防接種(集団接種)」の実施

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057
▽期日　４月24日(金)
▽対象者　平成20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
▽接種料金　無料
▽場所　保健センター
▽受付時間　午後１時15分～30分
▽その他　予診票に必要事項を記入し、母子手
　帳と一緒に持参してください。

４月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は４月３０日(木)です。
　期限内に完納しましょう。
▽ 軽自動車税

「４月の困りごと相談所」の開設日

　４月の困り事相談開設日は次のとおりです。
　相談は無料、秘密厳守ですので、ご利用ください。
▽日時　○４月11日(土)午後１時～３時
　　　　○４月26日(日)午後１時～３時
▽会場　西川町老人福祉センター(TEL 74-3232)

【問合】町民税務課総合窓口係　TEL 74-4118

「家屋取り壊しの届出」についてのお願い

　固定資産税は、土地･家屋等をお持ちの方に
課税される税金です。
　家屋を新築したり取り壊した場合は役場に届
け出なければなりません。
　特に、家屋を取り壊した場合に届け出を行わ
なかった場合には、家屋が現存するものとして
固定資産税が課税されてしまいますので、未届
けの方は、４月20日(月)までに上記へ届け出
てください。
　なお、新築等の確認時に連絡した方及び家屋
取り壊しの登記手続を平成20年12月中に済ま
せた方は、届出を行う必要はありません。

【問合】町民税務課税務係　TEL 74-74-2117

「土地・家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧

　地方税法に基づき、次のとおり、平成21年度
の土地･家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行います。
▽縦覧期間　４月１日(水)～６月１日(月)
　(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)
▽縦覧時間　午前９時～午後４時30分
▽縦覧場所　役場(町民税務課)
▽縦覧手数料　無料

【問合】町民税務課税務係　TEL 74-2117

「老人福祉センター」からのお知らせ

【問合】西川町社会福祉協議会 TEL 74-5677

　４月１日から海味温泉の入浴料に新たに３ヶ
月･６ヶ月入浴券を販売しますので、ご利用く
ださい。
▽入浴券の料金
　○３ヶ月入浴券　13,000円
　○６ヶ月入浴券　24,000円
　※１回入浴料200円、12枚回数券2,000円は現
　　行どおりです。
▽購入手続　料金、印鑑を持参のうえ、社会福
　祉協議会(保健センター内)にお越しください。
　その際、写真を撮影しますので、利用者本人
　がお越しください。

「公募型雇用創出事業」の募集

　現在の厳しい雇用情勢に対応し、県民のニー
ズのある分野において雇用創出を図るため、新
たに失業者の方を雇用して実施する具体的な事
業提案を募集します。
▽応募締切　４月30日(木)必着
▽応募対象　山形県民、民間企業、ＮＰＯ法人、
　その他の法人又は法人以外の団体等
▽提案事業の主な要件
　次の要件を全て満たすことが必要になります。
　○新たに雇用した失業者の雇用期間は、原則
　　１年以上(更新可)です。
　○総事業費に占める「新規雇用した失業者に
　　係る人件費」の割合が５割以上であること
　　が必要です。
　○委託期間の終了後も事業の継続が見込める
　　内容が求められます。

【問合･申込】山形県緊急雇用対策本部(雇用労政課内) 
　〒990-8570 山形市松波2-8-1 TEL 023-630-2375

町内関係機関からのお知らせ

「2010ﾊﾛｰﾜｰｸやまがた学生就職ガイダンス」の開催

【問合】山形県若者就職支援センター TEL 023-647-0363
　　　　山形労働局職業安定課 TEL 0237-86-2210
　新規学卒予定者等を対象に就職ガイダンスが
開催されます。
▽対象　○大学、短大、高専、専修学校の平成
　　　　　22年３月卒業予定者
　　　　○平成21年３月大学等未就職卒業者
▽開催会場

町外関係機関からのお知らせ

開催日 会　場

山形会場

庄内会場
いろり火の里
なの花ホール

５月１日(金) 山形ビッグウイング

５月８日(金)

▽開催時間　午後１時～４時30分(受付正午～)
▽内容　複数の企業と個別ブースにて面談がで
　きます。その他、職業相談コーナー等も設置
　されます。

「自衛隊一般曹候補生募集」のご案内

【問合】自衛隊山形募集案内所 TEL 023-632-8976

▽募集種目　自衛隊一般曹候補生
▽受験資格　18歳以上27歳未満の者(高等学校
　在学中の者を除く)
▽受付期間　４月１日(水)～５月12日(火)
▽試験期日　一次試験：５月23日(土)
▽その他　詳細については、ホームページをご
　覧いただくか、上記にお問合せください。
☆ホームページアドレス
　http://www.mod.go.jp/pco/yamagata/

求人募集のお知らせ

「企業は西川町の方を探している！」

　以下の求人情報については、ハローワークさ
がえ(TEL 86-4221)にお問合せください。
　応募があり既に決定済みの場合もありますの
でご了承ください。

山形屋産業㈱　(TEL 83-2281)
◆求人番号：一般　06080-389291
▽職種：清掃員　１名
▽就業時間：午前７時30分～午後４時00分
▽休日：交替制
▽年令：不問
▽勤務地：西川町公共施設
▽資格等：不問
▽保険等：雇用/労災/健康/厚生

山形屋産業㈱　(TEL 83-2281)
◆求人番号：パート　06080-359691
▽職種：清掃員　１名
▽就業時間：午前７時30分～午後４時00分
▽休日：交替制
▽年令：不問
▽勤務地：西川町公共施設
▽資格等：不問
▽保険等：雇用/労災

「県立河北病院小児科夜間･休日診療」の休止

【問合】県立河北病院 TEL 73-3131

　４月１日より、小児科医師が１名体制となるた
めに、平日の日中の診察はこれまでどおり行いま
すが、夜間と休日の診察は行えなくなります。
　緊急の場合は、下記にご相談ください。
▽県立河北病院急患室 TEL 0237-73-3131
▽小児救急電話相談(月曜日～土曜日午後７時～10時) 
　TEL ＃8000又は023-633-0299 
▽休日診療所(日曜日、祝日、年末年始対応)
　○山形市医師会休日診療所
　　TEL 023-641-3650(受付時間午前９時～午後５時)
　○東根市休日診療所
　　TEL 0237-43-2120(受付時間午前９時～午後４時)
　○村山市休日診療所
　　TEL 0237-55-2972(受付時間午前９時～午後４時)
▽山形市夜間急病診療所(毎日)
　　TEL 023-641-5555(受付時間午後７時～11時)
▽山形市立病院済生館　TEL 023-625-5555
▽県立中央病院　TEL 023-685-2655
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「西川町(県)社会福祉医療給付制度」のお知らせ

【問合】町民税務課保険給付係 TEL 74-4406

☆重度心身障がい(児)者医療給付制度
　一定の障がいをお持ちの65歳以上74歳以下の
方の重度心身障がい(児)者医療給付制度の適用
にあたり、平成21年４月から、これまで必要で
あった後期高齢者医療制度への加入要件がなく
なりました。
　後期高齢者医療制度から国民健康保険又は社
会保険へ移行することによって、保険税(料)の
負担などは、その方(世帯員)の所得、世帯構成
などによって変わりますので、上記までご相談
ください。
☆乳幼児医療給付制度
　「乳幼児医療給付制度」の名称が「子育て支
援医療給付制度」に変わり、平成21年７月から、
入院に係る助成対象年齢が小学６年生まで拡大
されます。
　なお、所得が基準を超え県の制度に該当しな
い方についても、これまでの乳幼児医療と同様
に町単独の医療給付を行います。
　また、小学生の入院時の一部負担金は、これ
までの乳幼児医療と変わりません。
　▽一部負担金の額
　　○入院１日につき1,200円
　　○所得税非課税世帯、第３子以降は無料で
　　　す。(食事療養費１食当たり260円の負担
　　　あり)

「ふれあい農園」の参加者募集

「ふれあい農園」の参加者を募集します。募集
する農園は下記の農園です。
▽睦合(２区画)、上間沢(３区画)、沼山(８区画)
▽対象者　どなたでも結構です。(野菜作りの
　経験がない方も可)
▽参加料　１区画3,000円(土地賃借料を含む。)
▽申込方法　４月10日(金)まで、上記へ申込
　みください。
☆睦合(２区画)

【問合･申込】産業振興課農林係 TEL 74-2113

「軽自動車税の減免申請手続き」について

【問合】町民税務課税務係 TEL 74-2117
  身体･精神に障害があり、歩行が困難な方が所有する
軽自動車等(精神障害者又は18歳未満の身体障害者と生
計を一にする方が所有の場合を含む。)で、本人や同一
生計の方、常時介護する方が運転し、町長が必要と認
めるものについては、軽自動車税が減免されます。
  減免を希望する方は、必要書類をお持ちのう
え､下記のとおり申請手続を行ってください。
▽受付期間  ４月１日(水)～23日(木)(土曜日、
　日曜日を除く。)
▽受付場所　役場１階町民税務課
▽必要書類
　○身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療養手帳、
　　精神障害者の通院費の公費負担に係る患者
　　票及び精神障害者の状態に関する証明書
　○運転免許証(生計同一者､常時介護者の場合
　　は、その方の運転免許証)
　○車検証及び印鑑
　○その他生計同一者が運転する場合は生計同
　　一証明書、常時介護者が運転する場合は常
　　時介護証明書を添付してください｡生計同一
　　証明書、常時介護証明書は、保健センター
　　内健康福祉課に準備してあります。
▽注意事項　軽自動車税(町税)と自動車税(県
　税)は､重複して減免することはできません。

「狂犬病予防集合注射」の実施

【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
☆平成21年度狂犬病予防集合注射
　①実施日時と会場

 町立図書館「手作り本教室」の開催

【問合･申込】交流ｾﾝﾀー 内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131

　４月23日の子ども読書の日に合わせて、本作
り教室を開催します。
　レシピブックや絵本など、工夫次第で色々な
オリジナルブックが完成します。
▽日時　４月26日(日)午後１時～４時
▽場所　西川交流センターあいべ
▽講師　山形手作り本の会　由井昌弘氏
▽会費　１冊1,000円(手作り本セット代)
▽申込方法　４月17日(金)までに上記へ電話で
　申込みください。(先着15名)

　②各種料金

「平成21年度古文書解読講座」の会員募集

【問合･申込】交流ｾﾝﾀー 内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
　21年度は、「天地人」の主人公直江兼続の盟
友として知られる前田慶次が、伏見から米沢ま
で26日間の旅を日記に綴り残した「前田慶次道
中日記」と村文書が中心になります。
▽期日　平成21年４月～22年３月の原則第４土
　曜日(計12回)
▽時間　午後１時30分～３時30分
▽場所　西川交流センターあいべ
▽講師　町郷土史調査員　那須恒吉 氏
▽会費　第１回目の４月25日(土)の時に決定し
　ます。
▽申込方法　4月15日(水)までに上記へ電話で
　申込みください。

「春の交通安全県民運動」の実施

　春の交通安全県民運動が、４月６日(月)か
ら15日(水)まで実施されます。
☆運動の基本　子どもと高齢者の交通事故防止
☆運動の重点
　▽すべての座席のシートベルトとチャイルド
　　シートの正しい着用の徹底
　▽自転車の安全利用の推進
　▽飲酒運転の根絶
　▽交差点・道路横断時の交通事故防止

【問合】町民税務課生活環境係　TEL 74-4404

月　日 会　場 時　間

４月14日
(火)

稲沢公会堂前 午前９時20分～９時40分

梅沢会館前 午前９時50分～10時10分

吉川地区研修ｾﾝﾀｰ前 午前10時20分～10時40分

役場第２庁舎前 午前10時50分～11時10分
交流ｾﾝﾀｰあいべ前 午前11時20分～11時40分

４月15日
(水)

沼山集会ｾﾝﾀｰ前 午前９時30分～９時50分
入間公民館前 午前10時10分～10時30分

水沢高齢者ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀー 前 午前10時40分～11時
岩根沢駐車場 午前11時20分～11時30分

ばしょう(志田実氏宅)前 午後１時～１時10分
大井沢支所前 午後１時30分～１時40分

５月10日
(日)

役場第２庁舎前 午後１時30分～２時

項　　目 料　金

全員／注射料 3,100円

新規登録の場合／登録料 3,000円

　※おつりのないようにご協力ください。
　③持参していただくもの

通知ハガキ 自宅に送られてきた方のみ

印鑑 新規登録または死亡届、登録
事項変更届を行う方のみ

鑑札･前年度の注射
済票

死亡届を行う方のみ

　※未登録の場合は注射できません。登録後に
　　注射となります。
☆狂犬病予防注射はなぜ接種するの？
　狂犬病はすべての哺乳類に感染し、人も
動物も発症するとほぼ1 0 0％死亡する感染症
です。
　予防注射は愛犬を守るためだけでなく、
人を守るために接種しています。最近では
未接種犬が人を咬み、所有者が傷害罪に問
われ実刑を科せられたケースが発生してい
ます。犬の登録及び予防接種は、狂犬病予
防法に基づき犬の所有者に対し義務が課せ
られており、生後9 1日以上の犬は、狂犬病
予防注射を毎年１回必ず受けなければなり
ません。必ずうけましょう。
☆狂犬病とは…
　狂犬病は、発症した動物の唾液中に排出
されるウイルスが体内に侵入することによ
り、すべての哺乳類に感染します。人も動
物も発症するとほぼ1 0 0％死亡する感染症で、
ＷＨＯの統計では年間５万人を超える人が
亡くなっています。
[問合せ先]
　村山保健所
　・咬んだ犬について(TEL 023-627-1187)
　・咬まれた人について(TEL 023-627-1105)
☆犬の飼い主の方へのお願い
　①糞の後始末は飼い主の義務です！
　　雪が解け道路などに残された犬の糞に
　関する苦情が相次いでいます。糞の後始
　末は飼い主の義務です。その場に放置し
　たり、土に埋めてきたり、水路に流した
　りしないで、必ず持ち帰って自宅で処理
　してください。
　②放し飼いは絶対にしないで！
　　人に危害を加えるおそれがありますの
　で、犬の放し飼いや首輪をはずした散歩
　は絶対にしないでください。また、不特
　定の方が訪れる玄関先で飼う場合はゲー
　ジ内で飼う等、人に危害を加えない対策
　をとるようにしてください。

☆上間沢(３区画)

☆沼山(８区画)


