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第 １ １ ５ ２ 号 の ①
平成２１年６月１５日発行
西 川 町 役 場
https://www.town.nishikawa.
yamagata.jp

６月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は６月３０日(火)です。
　期限内に完納しましょう。
▽ 町県民税１期

お知らせお知らせ
「平成21年度西川町職員採用試験」のご案内
　平成2 2年度採用予定の西川町職員採用試
験を９月2 0日 (日 )に実施します。
　詳しくは、「おしらせ第1 1 5 2号の②」１
ページをご覧ください。
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７月の行事予定
　１日（水）
　２日（木）
　３日（金）
　４日（土）

　５日（日）

　６日（月）
　７日（火）
　８日（水）
　９日（木）
１０日（金）
１１日（土）

１２日（日）

１３日（月）
１４日（火）
１５日（水）
１６日（木）

１７日（金）
１８日（土）
１９日（日）
２０日（月）

２１日（火）
２２日（水）
２３日（木）
２４日（金）
２５日（土）

２６日（日）

２７日（月）
２８日（火）

月山夏山開き（月山山頂神社　午前１１時から）
ぽっこりおなか改善教室（保健センター　午後１時３０分から）
町歴史文化学習会[置賜方面現地学習]（交流センター　午前８時２０分集合）（～４日）
少年少女カヌー教室（月山湖　午前９時から）
月山学講座（県立自然博物園　午後１時３０分から）
公民館･生涯学習大会（交流センター　午後１時から）
自然観察会（県立自然博物園　午前９時３０分から）
水源を守る町民大会（月山湖まねきの丘　午前９時から）
休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）

子育て支援センター七夕たんざく作り（子育て支援センター　午前１０時から）
楽楽運動教室（交流センター　午後２時から）
結核健診[原･沼山･入間･小山地区]（田代公会堂他　午後１時１５分から）※
少年少女カヌー教室（月山湖　午前９時から）
にしかわ保育園夏まつり（にしかわ保育園　午後６時から）
キッズクラブ（県立自然博物園　午前９時３０分から）
科学の種まき講座（交流センター　午後１時３０分から）
町立図書館おはなし会（町立図書館　午後１時３０分から）
困りごと相談（老人福祉センター　午後１時から）
生活から環境を考える講座（県立自然博物園　午後１時３０分から）
西村山地区婦人大会（交流センター　午後１時から）
休日当番医　鈴木眼科（TEL　86-6900）

高齢者大学１日研修（庄内方面）
町小学校水泳競技大会（西山小学校　午前９時１０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）
５歳児(のびのび)健診（にしかわ保育園　午後１時から）※
さがえドック（成人病検査センター　午前７時５０分から）※

森の教室（県立自然博物園　午前９時から）
休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
海の日
休日当番医　土田内科医院（TEL　86-8282）
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）
ブナの森自然学校（弓張平オートキャンプ場　午前１０時から）（～２４日）
離乳食教室（子育て支援センター　午前１０時から）
県中学総体（村山地区）（～２７日）
仁田山べごっこまつり（仁田山放牧場　午前１１時から）
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）
困りごと相談（老人福祉センター　午後１時から）
結核健診[海味･間沢川地区]（海味第１町内会館他　午後１時３０分から）※
休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）

「自衛官」の募集

【問合】自衛隊山形募集案内所 TEL 023-634-3439
☆募集種目ごとの年齢要件及び受付期間等
　▽２等陸･海･空士（男子）

　▽２等陸･海･空士（女子）

　▽一般曹候補生

年齢要件 18歳以上27歳未満
受付期間 年間を通じて行っています。
一次試験 受付時にお知らせします。

年齢要件 18歳以上27歳未満
受付期間 ８月１日(土)～９月11日(金)
一次試験 ９月27日(日)･28日(月)

年齢要件 18歳以上27歳未満
受付期間 ８月１日(土)～９月11日(金)
一次試験 ９月19日(土)

　▽航空学生
年齢要件 高卒(見込含む)21歳未満
受付期間 ８月１日(土)～９月11日(金)
一次試験 ９月23日(水)

☆採用制度説明会
　▽期日　７月11日(土)
　▽時間　午前10時～正午
　▽場所　西川町役場第２庁舎第１会議室
☆その他　詳細については、ホームページをご
　覧いただくか、上記へお問合せください。
　※ホームページアドレス

http://www.mod.go.jp/pco/yamagata

 平成21年度「山形学」講座『観る光らす山形』

【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@gagakushubunka.jp
　住所 〒990-0041 山形市緑町1-2-36
▽日時　全６回(うち現地学習会２回)
　①７月18日(土)午後１時30分～
　②７月25日(土)[現地学習]午前８時30分～
　③８月８日(土)午後１時30分～
　④８月29日(土)午後１時30分～
　⑤９月５日(土)[現地学習]午前８時30分～
　⑥９月26日(土)午後１時30分～
▽会場　遊学館３階第１研修室ほか
▽応募資格　原則として全日程参加できる方
▽募集人数　80名(応募者多数の場合は抽選)
▽受講料　3,000円(学生1,000円)
▽申込方法　６月19日(金)までに、郵便番号･住所･
　氏名･電話番号･託児の有無･生年月日を明示し、は
　がき、FAX又はEﾒｰﾙで上記へ申込みください。

 参加者募集

「女性のためのスキルアップパソコン講座」の

【問合･申込】県立山形職業能力開発専門校
TEL 023-625-6411/FAX 023-625-6415

▽コース名　①はじめてのパソコン講座
　　　　　　②徹底！Excel基本講座
▽講習期間
　①はじめてのパソコン講座
　　・６月30日(火)、７月２日(木)、７月７日(火)、
　　　７月９日(木)の４日間
　②徹底！Excel基本講座
　　・７月13日(月)、７月15日(水)、７月17日(金)、
　　　７月22日(木)の４日間
▽会場　県立山形職業能力開発専門校(山形市松栄)
▽募集人数　各講座20名(多数の場合は抽選)
▽受講料　各講座10,500円(テキスト代含む。)
▽申込方法　ハローワークにある所定の申込用
　紙に必要事項を記入のうえ、６月19日(金)ま
　でに、上記へ申込みください。

 参加者募集

「おもちゃドクター養成講座<初級編>」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@gagakushubunka.jp
▽日時　全３回。１回目のみ又は２･３回目のみ
　の参加も可能です。
　①６月27日(土)正午～
　②７月11日(土)午前10時～
　③７月12日(日)午前９時30分～
▽募集人数　各20名(概ね50歳以上の方)
▽受講料　2,000円(テキスト代含む。)
▽申込方法　７月４日(土)までに、住所･氏名･
　年齢･電話番号･受講希望回数を明示し、電話、
　FAX又はEﾒｰﾙで上記へ申込みください。ただ
　し、１回目に参加を希望する方は、６月20日
　(土)まで申込みください。

「教育サポーター仲島正教氏公開講演会」のご案内

求人募集のお知らせ

町外関係機関からのお知らせ

「自殺予防・いのちの電話公開講座」のご案内

【問合】山形いのちの電話 TEL 023-645-4377
▽日時　７月４日(土)午後１時30分～３時30分
▽会場　山形総合福祉センター交流ホール(２階)
▽講演　地域社会における自殺対策の推進「い
　のちを守る　民･学･官の協力」
▽講師　秋田大学医学部長　本橋 豊 氏
▽申込方法　電話で上記へ申込みください。
▽受付時間　平日の午前10時～午後４時

【問合】寒河江青年会議所 TEL 86-8881/FAX 86-8280
▽日時　６月24日(水)午後６時30分～受付
▽会場　ハートフルセンター多目的ホール(寒河
　江市中央)
▽入場料　無料(定員250名、先着順)

「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
　老人福祉センター内海味温泉の源泉タンク改修工
事のため、海味温泉の営業を下記期間休業します。
▽期間　７月６日(月)～９日(木)
　○この期間は、老人福祉センターが休館では
　　ありませんので、会議室は利用可能です。
　○７月10日(金)は、老人福祉センターは休館
　　日です。海味温泉は、７月11日(土)からの
　　営業となります。
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「７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
☆７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。
☆７月の各診療所の診療日

役場からのお知らせ

「こころの相談室」のご案内

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課在宅支援係 TEL 74-3243
　河北町の「サポートセンターういんず」の精神保
健福祉士による出張相談室です。予約制ではありま
せんが、可能な限り事前に連絡をお願いします。
▽日時　６月23日(火)午前10時～11時
▽場所　保健センター２階和室

期  日

　１日(水)

　３日(金)

　８日(水)

診療所名

岩根沢

小山

大井沢

期  日

１７日(金)

２２日(水)

２９日(水)

診療所名

小山

大井沢

岩根沢

の診療日程」について

「町営住宅(海味住宅)入居者」の募集

【問合･申込】建設水道課管理係 TEL 74-4120
▽団地名　海味住宅
▽住所　西川町大字海味1283番地(にしかわ保育園隣)
▽募集戸数　１戸(２号)
▽建物構造　木造平家建て２DK
▽家賃　月額22,800円～38,700円(家賃は、入
　居希望世帯の収入額によって異なります。)
▽敷金　家賃の３ヶ月分
▽入居資格　次のいずれにも該当する方
　①住宅にお困りの方
　②収入が政令で定められた基準額である方
　③現に同居し、又は同居しようとする親族が
　　ある方
▽入居時期　７月下旬
▽申込方法等　７月３日(月)午後５時までに、直
　接又は郵便(必着)で上記へ申込みください。申込
　用紙は、建設水道課内にあります。なお、入居希
　望者多数の場合は審査委員会により決定します。

位　置　図

「水源を守る町民大会」の開催

【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
▽期日　７月５日(日)[雨天決行]
▽場所　月山沢「月山湖まねきの丘」
▽内容及び時間
　○開会行事　午前９時～９時30分
　○清掃作業　午前９時30分～10時45分
▽参加者等　後日、参加の取りまとめを町内会
　ごと行います。
▽その他　参加者は草刈鎌を持参してください。

期  日 診療時間 診療科

　７日(火) 午後５時30分 内科(伊藤)

１４日(火)
↓

外科(武田)

２１日(火) 内科(大河原)

午後６時30分 外科(須貝)２８日(火)

 町民登山「鳥海山登山」の参加者募集

【問合】西川山岳会[事務局／佐藤辰彦] TEL 74-2521
　出羽富士といわれる鳥海山に登り、多彩な高
山植物を楽しみながら秋田祓川へ降ります。
▽期日　７月25日(土)～26日(日)
▽行程　
　○25日(土)午前５時交流センター⇒湯ノ台口
　　⇒車道終点－滝ノ小屋－河原宿－伏拝岳－
　　大物忌神社－新山－七ツ釜－賽の河原－祓
　　川⇒温泉入浴(泊)
　○26日(日)宿⇒新庄⇒交流センター
▽参加料　１人18,000円程度(人数によって変
　更もあります。マイクロバス代･宿泊料込)
▽定員　20名。定員になりしだい締切ります。
▽注意　体力等を勘案のうえ、申込みください。

町内関係機関からのお知らせ

「きれいな川で住みよいふるさと運動」の実施

【問合】建設水道課管理係 TEL 74-4120
　この運動は、県内全域で行われており、河川
のみならず、道路や広場、公園をきれいにする
運動として展開されています。
▽期日　７月５日(日)
▽内容等　時間、場所、作業方法等は、町内会
　長を通じて連絡します。
▽その他　つつが虫の予防対策として、長袖の
　衣服、ゴム手袋を着用してください。

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）
自然観察会（県立自然博物園　午後６時から）

全国中学生カヌー大会（月山湖　午前９時３０分から開会式）（～２日）

「仙境岩根沢～自然散策と詩を読む会～」のご案内

【問合･申込】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、
詩の世界に触れてみましょう。
▽期日　６月27日(土)
▽時間　午前９時30分～午前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

２９日（水）

３０日（木）
３１日（金）

　※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。

「西川町自衛隊協議会会員」の募集

【問合･申込】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
　西川町自衛隊協議会は、自衛隊と相互理解を
深め会員の親睦と自衛隊員の慰問、激励訪問等
を行うために出身隊員の父兄並びに町民一般の
方の会員で組織している協議会です。
　町民一般会員を次のとおり募集しますので、
この機会にぜひ会員になっていただき、自衛隊
の活動にご理解とご協力をお願いします。
▽年会費　1,000円
▽申込方法等　７月17日(金)までに、上記へ電
　話又は直接申込みください。

「第16回丸山薫少年少女文学賞『青い黒板賞』

【問合･申込】交流ｾﾝﾀー 内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
　丸山薫の文学を継承した詩のコンクールを行
いますので、多数ご応募ください。
▽募集　町内在住の小中学生･高校生を対象とし
　次の４部門とします。
　①小学校低学年の部(１･２･３年生） 
　②　　〃　高学年の部(４･５･６年生）
　③中学校の部  
　④高校生の部 
▽募集方法　400字詰め原稿用紙を使用のうえ、
　①題名、②学校名、③学年、④氏名を記入し、
　10月31日(土)まで、上記へ郵送(当日消印有
　効)又は持参してください。なお、作品は、自
　作のものとし１人１編とします。
▽審査結果発表　平成22年１月上旬に入賞者へ
　通知します。
▽表彰式　平成22年１月23日(土)

 作品」の募集

「第４回町民グラウンド･ゴルフ交流大会」の

【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
▽日時　６月27日(土)午前８時30分から受付
▽場所　睦合運動公園グラウンド･ゴルフ会場
▽対象　原則として町内に居住、町内事業所に
　勤務する方で、年齢、性別は問いません。
▽表彰　１位～10位、ホールインワン賞、とび賞
▽参加料　１人500円(当日徴収します。)
▽申込み　６月22日(月)までに上記に申込みく
　ださい。
▽その他　各自傷害保険に加入してください。
　なお、詳しくは、上記へお問合せください。

 参加者募集

「科学の種まき講座」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
▽日時及び内容
　７月11日(土)午後１時30分～３時30分
　　・テーマ　「天文学 ～宇宙体験をしよう！～」
　　・講師　物理学科 教授 柴田晋平 氏
▽場所　西川交流センター大ホール
▽対象者　小学４年～中学生(親子15組)
▽参加料　無料
▽応募方法等　上記まで電話で申込みください。
　なお、定員になりしだい締め切ります。
▽その他　詳しくは、上記へお問合せください。

「鶴岡市七五三掛地区地すべり災害義援金」の受付

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課在宅支援係 TEL 74-3243
　鶴岡市七五三掛地区の地すべり災害の義援金を受
付します。皆様のご協力をお願いします。なお、こ
の義援金は、税制上の優遇措置は適用されません。
▽受付期間　当分の間
▽受付場所　役場総合窓口、保健センター

「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
　　　　又は寒河江国道維持出張所 TEL 84-3191
　風吹歩道設置工事のため、次の通り通行を
制限します。
☆町道本道寺線
　▽制限箇所　西川町大字本道寺地内
　　※下記図面を参照してください。
　▽制限内容　全面通行止(夜間解放)
　▽制限時間　午前８時30分～午後５時
　▽制限期間　７月10日(金)まで

通行制限箇所図

「六十里越街道 草刈払い作業ボランティア」

【問合･申込】六十里越街道保存推進委員会担当窓口
TEL 75-2222

▽期日　６月25日(木)
▽作業時間　午前８時～正午
▽集合場所　志津駐車場
▽持ち物　草刈機、鎌、熊手等
▽服装　作業服、軍手、長靴等(雨天の場合は雨
　具を持参してください。)

 の募集

１５日(水) 岩根沢 ３１日(金) 小山
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お知らせお知らせ
役場からのお知らせ 　③試験会場

　　寒河江市立陵東中学校
(2)第２次試験
　作文試験、面接試験及び健康診断を行います。
日時や場所等は第１次試験合格者に通知します。

☆受験手続方法等
　下記へ申込用紙を請求し、必要事項を記入の
うえ、８月７日(金)の午後５時15分までご提出
ください。※郵送の場合は、８月７日(金)必着
のこと。
▽申込用紙の請求先
　〒990-0792
　　西村山郡西川町大字海味510番地
　　西川町役場総務企画課庶務係
　　※郵送で請求の場合は、封筒の表に「受験
　　　案内請求」と朱書きし、120円切手を添
　　　付した送り先明記の返信用封筒(角型２　
　　　号)を同封のうえ、お送りください。

☆勤務条件･給料等
　勤務条件･給料等については、本町の条例及び
規則によって定められています。

「平成21年度西川町職員採用試験」のご案内

【問合】総務企画課庶務係 TEL 74-2119
　平成22年度採用予定の西川町職員採用試験を
次のとおり実施します。

☆職種及び採用予定人員
　①上級行政職(一般行政職 上級)　若干名(土
　　木･建築を含む。)
　②初級行政職(一般行政職 初級)　若干名(土
　　木･建築を含む。)
　③行政職(保健師)　若干名
　④医療職(看護師)　若干名

☆受験資格
(1)年齢要件･資格要件等
　①上級行政職
　　昭和55年４月２日から昭和63年４月１日ま
　でに生まれた方で、大学卒業程度の学力を有
　する方
　②初級行政職
　　昭和60年４月２日から平成４年４月１日ま
　でに生まれた方で、高校卒業程度の学力を有
　する方(４年制大学卒業の方は受験できません。)
　③行政職(保健師)
　　昭和55年４月２日から昭和63年４月１日ま
　でに生まれた方で、高校卒業程度の学力を有
　し、保健師の資格を有する方又は平成21年度
　資格取得見込みの方
　④医療職(看護師)
　　平成22年４月１日現在で35歳未満の方で、
　看護師の資格を有する方又は平成21年度資格
　取得見込みの方
(2)住所要件　なし
(3)次のいずれかに該当する方は受験できません。
　①日本国籍を有していない方
　②地方公務員法第16条に該当する方

☆試験期日及び試験科目等
(1)第１次試験
　①試験日時　９月20日(日)午前10時～
　②試験科目　
　　○上級行政職
　　　・大学卒業程度教養試験
　　　・行政･土木･建築のいずれかの専門試験
　　○初級行政職
　　　・高校卒業程度教養試験
　　○保健師
　　　・高校卒業程度教養試験
　　　・保健師資格免許職試験
　　○医療職(看護師)
　　　・高校卒業程度教養試験
　　　・看護師適性検査

「町臨時職員(保育士)」の募集

【問合】総務企画課庶務係 TEL 74-2119
▽勤務場所
　にしかわ保育園
▽勤務内容
　保育業務
▽勤務機関
　採用の日から平成2 2年３月3 1日
▽募集人員
　若干名
▽募集用件
　○保育士資格を有する方
　○普通自動車免許を有している方
▽応募方法
　６月25日(木)まで、西川町総務企画課庶務
係へ、自筆履歴書(写真添付)１通を提出して
ください。郵送の場合は、６月25日(木)必着
のこと。
▽採用等
　応募者多数の場合は、選考により採用す
る方を決定します。
▽その他
　詳細については、上記までお問合せくだ
さい。
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【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
　今年に入り西川町では既に６件の火災が
発生しており、例年の同時期に比べ多くな
っています。
　火災はちょっとした気の緩みから大事故
につながります。身の回りをもう一度点検
し火災予防に努めましょう。

☆住宅用火災警報器を取り付けよう！
　消防法の改正に伴い、全ての住宅に住宅
用火災警報器の設置が義務付けされました。
　住宅火災の早期発見と「逃げ遅れ」を防
ぎ、大切な命を守るため早めに取り付けま
しょう。
▽取付が義務付けられている箇所
　＊寝室
　　普段の就寝に使われる部屋に設置しま
　　す。子供部屋なども、就寝に使用する
　　場合は対象です。
　＊階段
　　寝室がある階の階段に設置します。
▽取付する位置
　防災店やホームセンター等の量販店から
警報器を購入して自分で設置する場合は、
説明書をよく確認し、正しい位置に設置し
ましょう。
①天井に取り付ける場合
　＊警報器の中心を壁や梁から60㎝以上離す。
　＊換気扇やエアコンの吹き出し口から1.5ｍ
　　以上離す。
②壁に取り付ける場合
　＊天井面から1 5～ 5 0㎝の範囲に警報器の
　　中心がくるようにする。

☆電気火災にご用心！
　コンセントの差込不完全から、ほこりや
水分が付着し火災になることがあります。
冷蔵庫や洗濯機などの裏側をもう一度確認
してください。
　また、電気コードの曲げや家具などの下
敷きにより、コードが短絡して火災になる
ことがあるので正しく使いましょう。

☆農機具からの火災に注意！
　使用する際は次のことに注意し安全に取
り扱いましょう。
( 1 )燃料タンク、燃料ホース、バーナー部
　 に油漏れがないか点検してください。
( 2 )電源、操作盤、モーター、コード類の
　 損傷をチェックして漏電がないか点検し
　 てください。
( 3 )乾燥機の周りには、燃えやすい物を置
　 かないで下さい。
( 4 )点火後は正常に運転しているかを確認
　 し、無人運転は避けましょう。
　 有効期限内の消火器を側に設置しましょう。

「火の取り扱いに注意！！」 ☆廃棄物の焼却行為の制限について
　野外での廃棄物の焼却については、山形県か
らの指示に基づき、法令で例外として認められ
ている下記の種類について、周辺に迷惑がかか
らないことを前提に、やむを得ないものとして
取り扱っています。
　ただし、これらはあくまでも周辺地域に迷惑
がかからないことが条件であり、西川町の清潔
で美しい環境づくりのため、できるかぎり焼却
せずに処理していただきますよう、ご理解とご
協力をお願いします。
▽例外として認められているもの
　①火災、地震災害、風水害、凍霜害、その他
　　の災害の予防、応急対策又は復旧のために
　　必要な廃棄物の焼却
　　※例えば…被災後の木くずなどの焼却
　②風俗･慣習上、又は宗教上の行事を行うた
　　めに必要なものの焼却
　　※例えば…「おさいとう」など
　③農業、林業又は漁業を営むためにやを得ず
　　行われる廃棄物の焼却
　　※例えば…籾殻の燻炭づくり、病害虫駆除
　　　としての果樹剪定枝の焼却など
　④たき火、その他日常生活を営むうえで通常
　　行われる廃棄物の軽微な焼却
　　※例えば…キャンプファイヤーなど
▽注意事項
　＊上記の①～④の場合であっても、周辺地域
　　に煙や悪臭などを漂わせ、隣近所への迷惑
　　や交通の障害となる場合には、ただちに中
　　止してください。
　＊紙類、ビニール、プラスチック等は焼却し
　　ないでください。
　＊上記の①～④が原因で、火災とまぎらわし
　　い煙や火炎を発するおそれがある場合は、
　　事前に消防署西川分署(TEL 74-2101)へ届
　　け出てください。

「経済センサス-基礎調査」へご協力ください。

【問合】総務企画課企画係 TEL 74-2112
　「平成2 1年経済センサス-基礎調査」が次
のとおり実施されます。
　この調査は、これまで実施してきた「事
業所･企業統計調査」や「サービス業基本調
査」など、経済に関連した大規模な統計調
査を統廃合して実施されます。
　調査の対象は、町内の全ての事業所及び
企業です。
　統計調査員が、下記の期間に事業所及び
企業に、調査の依頼に伺いますので、ご協
力をお願いします。
▽調査対象　町内のすべての事業所及び企業
▽調査票配布期間　６月24日(水)～30日(火)
▽調査基準日　７月１日(水)
▽調査票回収期間　７月１日(水)～14日(火)
▽調査票の配布･回収　統計調査員(５名)


