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第 １ １ ４ ９ 号
平 成 ２ １ 年 ５ 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

期 日 休日当番医名
市町(地区)名
(電話番号)

５月３日(日)

　　４日(月)
寒河江市中央
(TEL 86-2301)

　　５日(火)

　　６日(水)

　　10日(日) 町立病院
西川町海味
(TEL 74-2211)

５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

寒河江市中央
(TEL 86-4811)

町立病院
西川町海味
(TEL 74-2211)

菊地胃腸科内科
医院

国井クリニック

国井医院

寒河江市中郷
(TEL 84-4103)
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「ポリオ予防接種(集団接種)」の実施

【問合･申込】保健ｾﾝﾀー 内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057

▽期日　５月15日(金)
▽対象者　平成20年１月１日から６月30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。

５月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は６月１日(月)です。
　期限内に完納しましょう。
▽ 固定資産税１期

｢第38回町壮年親善ソフトボール大会｣の開催

【問合･申込】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課ｽﾎﾟｰﾂ振興係
TEL 74-3131

▽期日　５月31日(日)小雨決行
▽時間　午前８時30分～開会式
▽場所　町民グラウンド
▽参加資格　原則として町内に居住する30歳以
　上(平成21年４月１日現在)の方
▽チーム編成　各地区で編成されたチームとし
　ますが、同一地区より２チーム以上出場する
　場合は町内会単位としてチームを構成するこ
　ととします。(複数の町内会をあわせて１チー
　ムとすることも認めます。)
▽試合方法　全試合トーナメント方式
▽参加料　１チーム3,000円(監督会議の際に
　徴収します。)
▽監督会議及び抽選会
　○日時　５月26日(火)午後７時～
　○場所　交流センター内会議室
▽申込方法　監督会議の際に、参加料を添えて
　申込みください。(申込書は各公民館体育部
　長へ郵送しています。）
▽その他　大会に参加される選手は必ず傷害保
　険に加入ください。

「雇用・金融関係の相談窓口」の設置

【問合】産業振興課商工観光係 TEL 74-4119
　　　　又は西川町商工会 TEL 74-3135
　　　　又はハローワークさがえ TEL 86-4221
　最近の厳しい経済情勢の中で国では雇用助成
金やセーフティーネット貸付など、雇用の確保
や中小企業者向けの各種融資による安定的な事
業経営のための支援制度を拡充しております。
　ご利用を検討している方や詳細内容をお聞き
になりたい方はお気軽に上記にご相談ください。

「保険証の詐取にご注意ください。」

　京都府内において、市町村職員を装い、保険
証を詐取するという事件がありました。
　その内容は、職員を名乗る女性が「保険証の
更新時期になりましたので、古い保険証を回収に
来ました。新しい保険証は後日郵送します。」と
説明し、保険証を渡すよう指示したものです。
　このような不審な訪問者があった場合、絶対
に保険証を渡さずに、上記にお問合せください。

【問合】町民税務課保険給付係 TEL 74-4406

「国家公務員採用Ⅲ種(税務)試験(高校卒業程

【問合】人事院東北事務局 TEL 022-221-2022
　　又は仙台国税局人事第二課 TEL 022-263-1111
　仙台国税局では、バイタリティーあふれる税
務職員を募集しています。国の財政を支える税
務職員に、あなたもチャレンジしてみませんか。
▽受験資格　昭和63年４月２日～平成４年４月
　１日生まれの方
▽申込受付期間　６月23日(火)～30日(火)
▽申込書の請求　最寄りの税務署、仙台国税局
　人事第二課又は人事院東北事務局に請求して
　ください。(受験申込書の配布は、５月11日(月)
　から行います。)

求人募集のお知らせ

「西川町の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、西川町総合開発
株式会社[担当/佐藤](TEL 74-2100)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。

「山形県臨床研修病院ガイダンス」の開催

【問合】県健康福祉企画課 TEL 023-630-2258
　山形県では、県内の臨床研修病院を理解して
もらうことを目的として、医学生の方を対象と
した臨床研修病院ガイダンスを開催します。
　山形県内の臨床研修に関心のある医学生の方
は、お気軽にご参加ください。
▽日時　５月10日(日)正午～受付
▽場所　山形テルサ３階アプローズ
▽対象　医学生(学年は問いません。)
▽申込　電話で上記へ申込みください。

　　17日(日) 国井クリニック
寒河江市中郷
(TEL 84-4103)

　　24日(日) 町立病院
西川町海味
(TEL 74-2211)

　　31日(日)
小関内科胃腸科
医院

寒河江市本町
(TEL 86-5550)

「子育て支援センター」からのお知らせ

☆５月の子育て支援センター
　▽20日(水)身長体重測定　午前10時～　
　▽29日(金)離乳食作り　午前10時～　　
　　○町の保健師に発育相談などもできます。
　　　ぜひ遊びにきてください。

【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

「５月の町長室開放」について

▽開放期日　５月15日(金)
▽開放時間　午後３時～７時(対話時間は30分)
▽申込期限　５月13日(水)まで

【問合･申込】総務企画課庶務係 TEL 74-2119

◎西川町総合開発㈱ 臨時社員
▽勤務期間　５月中旬～11月上旬
▽勤務内容　弓張平公園、オートキャンプ場の
　清掃、受付
▽勤務時間　午前８時30分～午後５時30分
▽休日　交代制
▽募集要件　65歳位までの健康な方
▽勤務場所　弓張平公園、キャンプ場
▽保険等　雇用/労災/健康/厚生
▽募集人員　８名
▽応募方法　５月７日(木)までに履歴書にご記
　入のうえ、上記へ提出ください。

「山形県求職者総合支援センター」の設置

【問合】県雇用労政課 TEL 023-630-2711
　求職者に対する総合的な生活･就労相談等を行
うため設置されました。
▽場所　山形テルサ１階ハローワークプラザや
　まがた内(山形市双葉町１－２－３)
▽時間　月曜日～金曜日　午前９時～午後６時
　　　　土曜日　午前10時～午後５時
▽業務内容
　○住居の確保に関する相談等
　○生活福祉資金貸付制度等に関する情報提供、
　　生活維持に関する相談等

「憲法記念日無料法律相談会」の開催

【問合】山形県弁護士会 TEL 023-622-2234
▽日時　５月13日(水)午前10時～午後３時(正
　午より１時間休憩)
▽場所　山形県弁護士会館(山形市七日町ナナビーンズ内)
▽相談方法　面接相談
▽受付方法　当日会場にて受付(事前申込みは不要)

「働きながら学ぶ農業入門講座受講生」の募集

【問合】県立農業大学校研修部 TEL/FAX 0233-22-8794
　果樹栽培の基礎を夜間に学ぶ講座です。
▽開催回数 ９回(各回午後６時30分～９時）
▽会場　天童市市民文化会館３階実習室
▽受講料　無料
▽申込　５月12日(火)まで、電話又はFAXで上
　記へ申込みください。(定員50名)

度)」のお知らせ

「山形県医師修学資金貸与者」の募集

【問合】県健康福祉企画課 TEL 023-630-2258
　山形県では、県内の医療機関に勤務する医師
を確保するため、大学において医学を履修する
方に修学資金を貸与します。一定期間、県内の
公立病院等に勤務するなどの条件を満たせば、
貸与した修学資金を返還する必要はありません。
▽貸与年額
　○地域医療従事医師確保修学資金　200万円
　○特定診療科医師確保修学資金　200万円
　○山形大学医学部修学資金　100万円
▽受付期間　６月15日(月)～７月14日(火)(当
　日消印有効)
▽その他　詳細については、山形県のホームペー
　ジ(http://www.pref.yamagata.jp/ou/kenkofukushi/090001/)
　をご覧いただくか、上記にお問合せください。

「町立病院臨時職員」の募集

【問合】町立病院 TEL 74-2211
　町立病院では、看護師又は准看護師を募集し
ています。お気軽に上記へお問合せください。
▽職種　看護師(准看護師)
▽募集人員　１名
▽雇用期間　平成21年７月１日～22年３月31日
▽勤務場所　町立病院
▽雇用条件
　○就労日　月曜日～金曜日
　○就労時間　午前８時30分～午後４時15分
▽申込方法　市販の履歴書に必要事項を記入し健
　康診断書を添えて、上記に申込みください。
▽申込期限　５月29日(金)

「旧車ミーティング参加車両」の募集

【問合･申込】最上川ふるさと総合公園 TEL 83-5195
▽日時　５月17日(日)午前10時～午後３時
▽場所　最上川ふるさと総合公園(寒河江市)
▽参加費　１台1,000円(弁当付き)
▽申込等　５月10日(日)まで電話で上記へ申込
　みください。
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「旧ごみ袋の換金」について

【問合】寒河江地区ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ TEL 84-4425
　旧ごみ袋の換金について、ご要望等により今
年度に限り５月から第２土曜日にも換金を行う
ことになりました。
▽場所　寒河江地区クリーンセンター(寒河江市日田)
▽換金日　月曜日～金曜日及び第２土曜日(た
　だし、祝日･年末年始休みを除く)
▽時間　午前８時30分～午後５時
▽必要なもの　換金には印鑑(スタンプ印不可)
　が必要です。
▽その他　汚れた袋、破れた袋も換金可能です。
　また、１枚から換金できます。
▽換金できる第２土曜日
　５月９日、６月13日、７月11日、８月８日、
　９月12日、10月10日、11月14日、12月12日、
　１月９日、２月13日、３月13日

「ナイターバレーボールＥカップ」参加チーム

【問合･申込】交流ｾﾝﾀー 内教育文化課ｽﾎ゚ ﾂー振興係 TEL 74-3131
　　　　　　 又は大泉奈美 TEL 74-4606
▽開催期日　５月26日(火)～(試合日程につい
　ては後日各チームにお知らせします。)
▽会場　町民体育館
▽参加資格　町民が主体となって構成する女性
　チームであること。ただし、中学･高校生出
　場は１チームにつき２名までとします。
▽参加料　１チーム2,500円
▽申込等　５月1 5日 (金 )まで申込書(交流セ
　ンターに準備しています。)に必要事項を
　記入のうえ、参加料を添えて上記へ申込
　みください。

の募集

「水道･下水道使用料金の精算及び水道開栓･閉

【問合】建設水道課管理係 TEL 74-4120
　冬期間、水道のメーター検針ができないため、
冬期認定料金としていましたが、５月からメー
ター検針を再開します。この検針値により冬期
間の料金の精算を行います。
　町から委託された検針員が毎月１日から５日
までの間に各家庭、事業所の検針を行います。
検針を迅速かつ正確に行うために、次のことに
ご協力くださるようお願いします。
①メーターボックスの上に物や車を置かないよ
　うにしてください。
②メーターボックス周辺の草を刈るなど、きれ
　いにしておいてください。
③検針期間中は、特に飼い犬などメーターボッ
　クスから離れた場所につないでおいてくださ
　い。
※積雪の状況等により５月の検針ができない場
　合は６月に精算します。
☆水道の開栓･閉栓の申込　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。(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　水道管理センター内建設水道課
　▽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。
　　○止水栓周辺に積雪がある場合は、事前に
　　　除雪しておいてください。

栓の手続き方法」について

「特定計量器(はかり)の定期検査」の実施

【問合】産業振興課商工観光係 TEL 74-4119
　　　  又は(社)山形県計量協会 TEL 023-644-9811
　取引や証明等に使用するはかりは、２年に一
度の定期検査が義務付けられています。言い換
えれば検定証印がないはかりでは、取引や証明
行為を行ってはならないことになります。
　下記の日時に特定計量器の定期検査を実施し
ますので、特定計量器を使用されている方は忘
れずに受検してください。
　今回の検査を受検しない場合は山形県計量協
会への持込検査となりますのでご注意ください。
▽実施日　５月18日(月)
▽会場
　○午前11時～正午　大井沢支所ピロティ
　○午後１時30分～３時30分　役場駐車場
▽対象　特定計量器使用者(山形県計量協会よ
　り通知が送付されます。ヘルスメーター等の
　家庭用はかりは検査の必要はありません。)

町内関係機関からのお知らせ

「平成21年度西川町戦没者追悼式」のお知らせ

【問合】西川町社会福祉協議会 TEL 74-5677
　昨年度から町の戦没者追悼式を終戦記念日に
近い８月上旬に挙行していますが、今年度は下
記日時に挙行します。
▽日時　８月５日(水)午前10時～
▽会場　交流センター「あいべ」大ホール

 ケアハイツ西川「はつらつ元気教室」のお知らせ

【問合】ケアハイツ西川[担当/荒木] TEL 74-4065
▽期日　平成21年５月から平成22年３月までの
　毎月第４日曜日(月１回)
▽時間　午前９時～午後１時(昼食あり)
▽対象者　介護保険サービスを利用していない概
　ね65歳以上の方であればどなたでも参加可能です。
▽利用料　1,000円(おやつ、昼食代)
▽申込等　５月15日(金)まで上記へ電話で申込
　みください。
▽その他　自宅までの送迎あります。

町外関係機関からのお知らせ

「不法投棄は犯罪です！不法投棄110番」について

【問合】村山総合支庁環境課 TEL 023-621-8427
　６月５日まで「不法投棄パトロール強化月
間」です。村山総合支庁環境課では「不法投棄
110番」を設け、多くの方から廃棄物の不法投
棄や不適正処理に関する情報を受けています。
　不法投棄を見かけたら上記又は役場町民税務
課(TEL 74-4404)までご連絡ください。
　また、不法投棄車両番号などを控えていただ
ければ、早期解決につながります。みんなで不
法投棄を撲滅しましょう。

「ＪＲ左沢線ＳＬさくらんぼ号」の運行

【問合】ＪＲ左沢線営業所 TEL 86-2861
　今年もＪＲ左沢線でＳＬが運行します。乗車
券は乗車日の１ヶ月前から販売します。
　運行当日は踏切や線路敷地内への立入等危険
な行為を行わないようご注意ください。
▽運転日　６月13日(土)、14日(日)の２日間

下り 山形 寒河江 左沢

着 11:31 12:05

発 10:44 11:50

　 ※６月９日～11日に試運転が行われます。
▽販売　ＪＲみどりの窓口、びゅうプラザ及び
　主な旅行会社で発売します。詳細は、上記へ
　お問合せください。

上り 左沢 寒河江 山形

着 14:34 15:28

発 14:19 14:48

 ～大切な人を自死で亡くされた方へ～「相談会」

【問合･申込】県精神保健福祉ｾﾝﾀｰ TEL 023-624-1217
　愛する人を自死で失った時、遺された人は深
い悲しみを抱き、様々な複雑な感情におそわれ
ることがあります。
　秘密厳守、費用は無料ですので、上記まで申
込みください。
☆相談会
　▽場所　山形県精神保健福祉センター２階相
　　談室(山形市小白川町２－３－30)
　▽内容　精神科医師による相談
　▽相談日

 と「集い」のお知らせ

日　程 相談時間

午前10時15分～午後２時30分

５月12日(火)

６月９日(火)

７月７日(火)

８月11日(火)

９月８日(火)

日時 会場

県精神保健福祉セン
ター３階会議室

５月18日(月)
午後１時30分～４時

６月16日(火)
午後１時30分～４時

７月14日(火)
午後１時15分～３時45分

県庄内総合支庁３階
32号会議室(三川町)

８月18日(火)
午後１時30分～４時 県精神保健福祉セン

ター３階会議室９月15日(火)
午後１時30分～４時

☆集い
　▽内容　フリートーク(分かち合い)、ミニ講
　　話など
　▽開催日･会場

「平成21年度Nishikawa「虫」倶楽部会員」及び

【問合】大井沢自然博物館 TEL 76-2112 FAX 76-2115
　平成21年度のNishikawa「虫」倶楽部の会員
及びエコトーンやまがたの会員を次のとおり募
集します。
☆Nishikawa「虫」倶楽部の会員募集について
　▽対象･募集人数　現地集合可能な小学生か
　　ら大人20名(先着順)
　▽参加費　年会費１人1,000円(保険料、会
　　報誌費、郵送料ほか。各回の状況により　
　　施設･材料費として１人500円程度の参加
　　費をいただく場合があります。)
　▽申込等　５月10日(日)まで、電話又はFAX
　　で上記へ申込みください。
　▽その他　活動予定等の詳細については、上
　　記へお問合せください。
☆エコトーンやまがたの会員募集について
　▽対象･募集人数　各自で現地集合可能な18
　　歳以上の女性20名
　▽費用　年会費と参加費が必要です。
　　○年会費　１人1,500円(保険料、会報誌
　　　費、郵送料ほか)
　　○参加費　１人１回1,000円(参加する回
　　　のみ)
　▽申込等　電話又はFAXで上記へ申込みくだ
　　さい。定員になり次第締め切ります。
　▽その他　活動予定等の詳細については、上
　　記へお問合せください。

「エコトーンやまがた会員」の募集

「絵画と書～二つの個･展～」のご案内

【問合】布施 TEL 74-3048又は阿部 TEL 74-3471
　絵画と書を一堂に会した展観です。
▽期日　５月10日(土)まで
▽時間　午前９時～午後５時
▽会場　さくらんぼ会館(チェリーランドさがえ)


