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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

お知らせお知らせ
「旧指定ごみ袋の換金」について
　旧指定ごみ袋は、３月31日までの使用期限でしたので
既に使用できません。使い切れなかった旧指定ごみ袋は
寒河江地区クリーンセンターで、現金と交換しますが、
西川町でも窓口を開設して換金することになりました。
　⇒詳しくは２ページへ
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 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３月31日までの各観測町内会の積雪及び気温の状況は下記の
とおりです。
　最大積雪深を見ると、昨シーズンと同じか少なくなっている地域がほとんどでした。最大積雪
深410㎝を観測した志津の場合、昨シーズンより70㎝も少なくなっており、これは調査を開始し
た平成16年度以降で最も少なく、最も多かった660㎝(平成17年３月14、15日)と比較すると250
㎝もの差があります。
　また、気温(午前７時30分観測)も昨シーズンより幾分高めになっており、全般的に暖冬だった
ことがうかがえます。

観測町内会
２０年１２月１日～２１年３月３１日 昨年度同時期の

最大積雪深最大積雪深 最低気温
積雪(cm) 月　　日 温度(℃) 月　　日 （㎝）

熊野 80 1月17日 -5
1月12,18,25日
2月5,22日

100

梅沢第２ 92 1月17日 -8 1月25日 105
海味第１ 105 1月17日 -10 1月25日 115
海味第３ 78 1月17日 -7 1月25日 95

間沢川 170 2月19日 -7
1月18,25日
2月5日

180

宝沢 130 2月20日 -8 1月12,25日 149
上間沢 105 2月18,19,20,21,22日 -8 1月25日 135

綱取 140 2月19日 -7
1月25日
2月22日

159

岩根沢 150 2月19,20日 -6 2月22日 195

桂林 140 2月19日 -8
1月12日
2月22日

160

水沢 130 2月21日 -8 1月12,25,29日 130
横岫 152 2月19日 -8 1月25日 178
小沼 188 2月19日 -7 1月12日 226
吉川第３ 75 1月17日 -5 12月26日 110
吉川第４ 94 2月20日 -8 1月25日 113
吉川第５ 76 1月17日 -6 1月25日 82

吉川第６ 91 2月20日 -7
1月25日
2月22日

112

原 102 2月18,20日 -5 1月27日 120
沼山第２ 120 2月21日 -7 1月25日 145
沼山第３ 140 2月19日 -7 2月22日 185
沼山第４ 172 2月19日 -8 1月25日 169
入間第１ 140 2月19,20日 -8 2月5日 150
入間第２ 144 2月19日 -10 2月22日 155
入間第３ 150 2月19,20日 -7 1月11日,29日 150
小山第１ 210 2月19日 -12 1月12日 210
小山第３ 210 2月19日 -8 2月22日 220
月岡 193 2月19日 -12 2月22日 211

志津 410 2月19日 -13
1月28日
2月5日

480

大井沢第１ 290 2月21日 -12 1月28,29日 300

中村北 260 2月19日 -12
1月12,13,29,30日

2月5日 270

桧原 283 2月19日 -11 1月12日 292

※詳細な資料については、上記へお問い合わせください。
※今シーズンの観測は、３月31日をもって終了しました。４ヶ月間の観測にご協力いただいたみ
　なさん、本当にありがとうございました。

役場からのお知らせ

５月の行事予定

　１日（金）県立自然博物園オープニングイベント（県立自然博物園　午前９時３０分から）
　２日（土）
　３日（日）憲法記念日　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
　４日（月）みどりの日　休日当番医　菊地胃腸科内科医院（TEL　86-2301）
　５日（火）こどもの日　休日当番医　国井医院（TEL　86-4811）
　６日（水）振替休日　休日当番医　国井クリニック（TEL　84-4103）
　７日（木）
　８日（金）第５１回月山スキー競技大会（月山夏スキー場　午後３時３０分開会式）～９日まで
　９日（土）キッズクラブ（県立自然博物園　午前９時３０分から）
１０日（日）狂犬病予防注射（役場　午後１時３０分から）
　　　　　　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
１１日（月）
１２日（火）高齢者大学開校式（交流センター　午前９時３０分から）
１３日（水）町ＰＴＡ連絡協議会総会（西川中学校　午後２時から）
　　　　　　町歴史文化学習会（交流センター　午後７時から）
１４日（木）
１５日（金）町長室開放（役場　午後３時から）
　　　　　　ポリオ予防接種（保健センター　午後１時１５分から）※
１６日（土）
１７日（日）不整地スノーボード選手権大会（月山夏スキー場）
　　　　　　休日当番医　国井クリニック（TEL　84-4103）
１８日（月）
１９日（火）
２０日（水）町小学校陸上競技大会（町民グラウンド　午前９時１０分から）
　　　　　　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）
２１日（木）早朝健診（成人病検査センター　午前６時３０分から）※
　　　　　　スケッチクラブ（県立自然博物園　午前９時３０分から）
２２日（金）
２３日（土）自然散策と詩を読む会（丸山薫記念館　午前９時３０分から）
　　　　　　古文書解読講座（交流センター　午後１時３０分から）
２４日（日）休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
２５日（月）
２６日（火）楽楽運動教室（保健センター　午後２時から）
２７日（水）ネイチャートレイルハイキング（県立自然博物園　午前９時３０分から）
２８日（木）３歳児健診（保健センター　午後１時１５分から）※
２９日（金）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）
３０日（土）科学の種まき講座（交流センター）
３１日（日）第３８回西川町壮年ソフトボール大会（町民グラウンド　午前８時３０分から）
　　　　　　休日当番医　小関胃腸科内科医院（TEL　86-5550）

　※の実施場所、時間、対象者等については、「平成21年度各種健診事業日程」をご覧ください。



　口座振替により軽自動車税を納付されてい
る方については、「軽自動車税納税証明書」
を５月15日(金)に各町内会長を通して配布(法
人にあっては郵送)します。
　お手元に届くまでの間に納税証明書が必要
な方は、軽自動車税の引き落としを記帳した
預貯金通帳を町民税務課窓口まで持参してく
ださい。
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「５月の夜間診療、午後診療日程及び各診療所

【問合】町立病院 TEL 74-2211
☆５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

１２日(火) 午後５時30分 内科(伊藤)

１９日(火) ↓ 外科(武田)

２６日(火) 内科(大河原)午後６時30分

役場からのお知らせ

「車検用軽自動車税納税証明書(口座振替者用)」

【問合】町民税務課税務係 TEL 74-2117「来てみませんか？楽楽(らくらく)運動教室」

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057
　保健センターでは毎月１回、運動教室を開催
します。年間通しての参加をお待ちしてます。
▽内容　健康チェック･ストレッチ･ダンベル･
　ウォーキング･足の筋力アップ体操･簡単エア
　ロビクスヨガ･肩こりひざ痛予防改善体操など
▽開催日･場所

「町道の通行制限」のお知らせ

【問合】建設水道課管理係 TEL 74-4120

　送電線補修工事に伴い、次のとおり通行を制
限します。
☆町道久保中沢線
　▽制限箇所　西川町大字吉川地内
　　※下記図面を参照してください。
　▽制限内容　全面通行止め
　▽制限期間　４月30日(木)
　▽制限時間　午前７時～午後３時

通 行 制 限 箇 所 図

☆５月の各診療所の診療日

期  日

　７日(木)

　８日(金)

１３日(水)

診療所名

岩根沢

小山

大井沢

期  日

２０日(水)

２２日(金)

２７日(水)

診療所名

岩根沢

小山

大井沢

の診療日程」について

開催日時
担　当 場　所

４月28日(火)昼 保健師 保健センター

５月26日(火)昼 保健師 保健センター

６月16日(火)昼 町立病院理学療法士 保健センター

７月９日(木)昼
笹原綾子 氏
(ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾅｰ)

町民体育館

８月18日(火)昼 町立病院理学療法士 保健センター

９月10日(木)昼 笹原綾子 氏 町民体育館

10月15日(木)夜 笹原綾子 氏 保健センター

11月17日(火)昼 保健師 保健センター

12月15日(火)昼 町立病院理学療法士 保健センター

１月19日(火)昼 保健師 保健センター

２月18日(木)昼 保健師 保健センター

３月25日(木)夜 笹原綾子 氏 保健センター

▽受講料　無料
▽申込　４月24日(金)まで上記へ電話で申込
　みください。なお、年間通して毎月参加か、
　４月28日(火)のみ参加かをお伝えください。
▽その他　当日は動きやすい服装でお越しくだ
　さい。

昼：午後２時～３時30分
夜：午後７時30分～８時30分

の発行について

「旧指定ごみ袋の換金」について

【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404

　旧指定ごみ袋は、３月31日までの使用期限で
したので、すでに使用できません。
　原則として、使い切れなかった旧指定ごみ袋に
ついては、当面、寒河江地区クリーンセンターで、
現金と交換しますが、問合せ･ご要望等により、
次のとおり西川町でも窓口を開設し、換金するこ
とになりました。
▽場所(２箇所)
　○西川町役場
　○大井沢支所
▽日時(２日間)
　○４月21日(火)午後１時～４時
　○４月22日(水)午後１時～４時
▽交換対象　家庭系の旧指定ごみ袋(全種類)
▽持参するもの　換金には、旧指定ごみ袋と印
　鑑(スタンプ印不可)を持参してください。
▽その他　汚れた袋、名前を書いた袋、破れた
　袋も１枚から換金可能です。

　家庭や事業所のペレットストーブ購入･設置
費用を次のとおり助成します。
▽助成額　購入･設置費用の３分の１(上限20万円)
▽申込期限　４月30日(木)

「月山湖大噴水打ち上げ」の開始

【問合】建設水道課管理係 TEL 74-4120

　月山湖大噴水の打ち上げを４月25日(土)から
開始する予定です。多くの皆様の月山湖へのお
越しをお待ちしています。
☆打ち上げ時間(10分間の打ち上げです。)
　▽平日　午前10時～午後４時(１時間毎)
　▽土･日･祝日　午前10時～午後５時(１時間毎)

「木質ペレットストーブの購入助成」について

【問合･申込】村山総合支庁環境課 TEL 023-621-8425

「丸山薫記念館」からのお知らせ

【問合】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
　今年で開館2 0周年を迎える丸山薫記念館
のオープンは、４月2 5日 (土 )です。
　“丸山薫と地域の人々との交流”をテーマに
展示しています。また20年度の青い黒板賞の受
賞作品も展示しています。
▽開館期間　４月25日(土)～11月15日(日)
▽営業時間　午前10時～午後４時
▽休館日　毎週月曜日(祝日の場合はその翌日)

「県道の通行制限」のお知らせ

【問合】西村山道路計画課 TEL 86-8412

　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　終日全面通行止
　▽制限期間　６月５日(金)まで

通 行 制 限 箇 所 図

 水沢温泉館の「定休日」の変更

【問合】水沢温泉館 TEL 74-4433

　水沢温泉館の今月の定休日を次のとおり変更
しますので、ご利用の際にはご注意ください。
☆変更前　４月28日(第４火曜日)
　　　　　　　　↓
☆変更後　４月21日(第３火曜日)

「仙境岩根沢～自然散策と詩を読む会～」のご案内

【問合】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
　丸山薫の詩の題材となった岩根沢を散策して
みませんか。
▽期日　４月25日(土)
▽時間　午前９時30分～11時頃
▽集合場所　丸山薫記念館
▽参加費　大人300円/小人200円
▽服装　野山を歩きやすい服装

「雪国の快適な住まいづくり奨励金交付制度」

【問合･申込】総務企画課企画係 TEL 74-2112
　克雪住宅の普及推進と町内居住環境の向上を
図るため、平成21年度も下記により奨励金を交
付します。
▽対象事業　西川町に住所及び居住する住宅を
　所有する方が、町内の事業者の施工により次
　の①～③の構造及び機能等のいずれかを有す
　る住宅に改良する事業
　①屋根に雪を載せて置く耐雪型屋根構造住宅
　②屋根の雪を屋根の上で溶かして処理する融
　　雪式屋根構造住宅
　③屋根の雪を自然に落雪させる自然落雪式屋
　　根構造住宅で周囲の状況に配慮したもの
　※専用住宅、共同住宅及び住宅に供する部分
　　の面積が50％以上の併用住宅(車庫などを
　　含む。)
　※他の制度の適用を受けるものは除く。
▽対象経費　上記の対象事業に要する経費で　
　100万円を超えるもの
▽奨励金　対象経費の20％以内で上限30万円
▽申請等　規定の申請書類(総務企画課企画係
　にあります。)をそろえて、改修着工前に申
　請してください。

の実施

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

「月山環境美化指導員」の募集

【問合】月山観光開発㈱ TEL 74-2218

▽勤務内容　磐梯朝日国立公園月山地区内の清
　掃活動及び安全施設設置等
▽勤務期間　４月中旬～10月下旬
　※１ヶ月あたり18日から20日程度の勤務です。
▽募集要件　65歳位までの健康な方で、自家用
　車で「姥沢」へ通勤可能な方
▽応募方法　４月22日(水)までに市販の履歴書
　に必要事項をご記入のうえ、提出ください。
▽募集人員　１名

求人募集のお知らせ

旧 新
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お知らせお知らせ

「春季消防演習」のお知らせ

【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
　町民の生命や身体･財産を守るために、西川
町消防団は昼夜を問わず予防消防の活動を行っ
ています。その消防団の晴れの舞台である「春
季消防演習」を次のとおり開催します。観覧は
自由ですので、ぜひ消防団員の雄姿をご覧くだ
さい。
▽期日　４月26日(日)
▽参加者　西川町消防団員300名、消防ポンプ
　車５台、小型動力ポンプ付積載車５台、小型
　動力ポンプ１台
▽内容　次のとおり
☆第１会場　交流センターあいべ駐車場

役場からのお知らせ ☆第１会場　交流センターあいべ駐車場

【問合】産業振興課商工観光係 TEL 74-4119
　大井沢の民宿・旅館のお手伝いをしてみませ
んか。住み込みでのお手伝いなので、民宿･旅
館の仕事に興味のある方、お待ちしております。
▽期間　５月11日(月)～30日(土)の間の連続
　する10日間
▽申込要件　年齢30歳以上で、普通自動車運転
　免許を有する方
▽体験料　無料(ワーキングホリデーですので、
　宿泊費･食事代は必要ありません。ただし、
　交通費は、参加者負担になります。)
▽募集人数　２人(２人の宿は別々になります。)
▽申込方法等　４月21日(火)までに、所定の用
　紙(産業振興課商工観光係にあります。)に必
　要事項をご記入のうえ、提出してください。
▽その他　書類選考で決定しますが、申込人数
　により、面接を行う場合があります。その場
　合は、４月24日(金)までに、お申込みいただ
　いた方へご連絡します。

「ワーキングホリデー(農家民宿体験)体験者」

項　目 時　間 要　領

集合
～演習開始宣言

午前９時
～９時10分

大隊横隊集合、国歌
吹奏、団旗登壇、団
旗に注目
団長による演習開始
宣言

観閲 午前９時11分
～９時18分

大隊ごとに実施(観閲
者登壇)

人員･姿勢･服装
の点検

午前９時19分
～９時25分

中隊ごとに実施

訓練 午前９時30分
～９時55分

停止間における各個
訓練及び小隊訓練
(３－１)
行進間における小隊
訓練(１－１)

休息 午前９時55分
～10時５分

第２会場へ移動

☆第２会場　下堀交差点付近
項　目 時　間 要　領

消防操法 午前10時５分
～10時20分

水出し小型ポンプ操
法(３－３)
水出しポンプ車操
法(１－２)

休息 午前10時20分
～10時30分

上記の撤収･定期バス
通過

火災防ぎょ訓練 午前10時35分
～10時50分

火点
月山観光開発㈱

防火パレード 午前10時55分
～11時15分

保育園児鼓笛隊

分列行進
隊形
①徒歩部隊/中隊直列
縦隊
②車両部隊/一列縦隊

休息 午前11時15分
～11時25分

第１会場へ移動

項　目 時　間 要　領

講評 午前11時25分 団長

訓示 午前11時27分 町長

表彰 午前11時30分 代表受領

来賓祝辞 村山総合支庁長、寒
河江警察署長、西川
町議会議長

受賞者代表謝辞
～演習終了宣言

午後12時20分 国歌吹奏
(宣言者：副団長)

▽注意事項
　○訓練に伴い下堀交差点付近の県道や町道の
　　一部が午前９時30分から午前11時20分まで
　　時間通行止めとなります。特に近隣の皆さ
　　まには何かとご不便をおかけしますが、ご
　　協力をお願いします。
　○上記の時間帯は山形銀行、出羽屋等付近が
　　大変混雑すると予想されます。ご観覧の際
　　には、必ず係員の指示に従い、消防演習に
　　ご協力ください。
　○混雑が予想されますので、車でお越しの際
　　はできるだけ乗り合わせでお願いします。
　○雨天時の会場は町民体育館になります。
　○状況･都合等により時間が変更になる場合
　　があります。

の募集
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【問合】代表指導者 柴田透 TEL 74-2881
　　　　事務局 長岡一樹 TEL 74-3786
　西川月山ジュニアライオンズの土曜日の活動
時間を、次のとおり変更しましたのでお知らせ
します。
▽活動時間　≪変更前≫午後２時～５時
　　　　　　　　　　↓
　　　　　　≪変更後≫午前９時～正午
　※活動日(土･日曜日)の変更はありません。
▽その他　野球が大好きな女子児童のみなさん
　の入団もお待ちしています。練習の見学に、
　ぜひ一度グラウンドに足をお運びください。

【問合･申込】最上川ふるさと総合公園ｾﾝﾀｰﾊｳｽ
TEL 83-5195

　わが家のワンちゃんの写真を展示しませんか。
▽展示期間　４月24日(金)～５月20日(水)
▽応募締切　４月30日(木)
▽申込方法　上記まで持参してください。
▽展示方法　展示写真のサイズは問いません。
　生写真や額入れ･ポスター等お気軽に申込み
　ください。

「野球スポーツ少年団の活動時間」の変更

町内関係機関からのお知らせ

「わんこ自慢写真展出展者」の募集

町外関係機関からのお知らせ

【問合･申込】(財)村山同郷会 TEL 023-632-1240�
　〒990-2401 山形市平清水1-1-75山形ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱気付
　村山地方出身者の県外大学入学者及び在学者
を対象として、奨学生を募集します。
▽募集人員　平成21年度入学者及び在学中の者
　10名程度
▽申込期間　５月末日まで
▽提出書類　①奨学生願書
　　　　　　②在学証明書(大学入学時)
　　　　　　③学業証明書(出身高校)
　　　　　　④写真(願書に貼付)
　　　　　　⑤学資負担者の収入証明書
　　　　　　　(平成20年分源泉徴収票等)
▽申込方法　提出書類を上記へ提出してくださ
　い。合否の発表は、６月中旬頃に文書で申込
　者に通知します。

「(財)村山同郷会平成21年度奨学生」の募集

【問合】放送大学山形学習ｾﾝﾀｰ TEL 023-646-8836�
　准看護師、教員のみなさん、自宅にいながら
放送大学で学んでみませんか。
▽種類　○看護師資格取得に資する科目生
　　　　○学校図書館司書教諭講習科目生
　　　　○教員免許更新講習生(夏季)
▽募集期間　５月１日(金)～31日(日)
　ただし、教員免許更新講習生(夏季)は、４月
　23日(木)から５月20日(水)までとなります。

「放送大学学生」の募集

【問合】山形大学医学部附属病院がん患者相談室
　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
家族の不安や心配ごとに専任相談員の看護師が
対応します。なお、がん相談に関する費用は無
料です。
▽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　がん患者相談室(病院正面玄関入
　ってすぐ左)
▽相談方法　対面相談又は電話

「山形大学医学部附属病院～がん患者相談室～

 のご案内

【問合】村山保健所地域保健予防課 TEL 023-627-1184
▽相談日　毎月２回程度
　午後１時30分から　予約制･無料
▽場所　村山保健所(山形市十日町1-6-6)
▽対象者　ひきこもり(長期間、仕事や学校な
　どに行けないなど)に悩む、思春期･青年期の
　ご本人やご家族(ご家族だけの相談もお受け
　します。)
▽申込　電話による予約制(TEL 023-627-1184)
▽その他　精神科医師による相談は、上記により
　実施しますが、保健師による相談は、随時お受
　けします。

「ひきこもり家族相談の窓口」のご案内

【問合･申込】県立農業大学校 TEL/FAX 0233-22-8794
　Eﾒｰﾙ ryokuhuu@amber.plalaor.jp
　一般県民を対象に園芸教室を実施します。
　基礎的な園芸の知識と農作業について学ぶこ
とができます。
　希望者には、「託児サービス」(事前申込が
必要)を無料で準備します。
▽期間　５月～９月(４回･１回２時間)
▽会場　県立農業大学校「緑風館」(新庄市)
▽募集人数　花きコース･野菜コース各30名
▽受講料　無料
▽申込期限　４月21日(火)必着
▽申込方法　氏名、住所、電話番号、希望コー
　スを明記のうえ、電話、FAX又はＥメールで
　上記へ申込みください。

「県立農業大学校園芸教室受講生」の募集

【問合･申込】山形地方裁判所事務局 TEL 023-623-9511
　法曹三者(山形地方裁判所、山形地方検察庁、
山形県弁護士会)による裁判傍聴会を次のとお
り開催します。
▽日時　５月12日(火)午後１時～４時
▽会場　山形地方裁判所別館
▽内容　刑事裁判の傍聴、裁判手続及び裁判員
　制度の説明等　
▽定員　先着30名
▽申込方法　５月11日(月)までの平日午前９時
　から午後５時までの間に、上記へ電話で申込
　みください。

「裁判傍聴会」のご案内


