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第 １ １ ５ ４ 号
平成２１年７月１５日発行
西 川 町 役 場
https://www.town.nishikawa.
yamagata.jp

７月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は７月３１日(金)です。
　期限内に完納しましょう。
▽ 固定資産税２期　▽ 国民健康保険税１期
▽ 介護保険料１期　▽ 後期高齢者医療保険料１期

お知らせお知らせ
「高齢受給者証」及び「後期高齢者医療被保険
者証」の更新について
　「高齢受給者証」及び「後期高齢者医療被保険者
証」の有効期限は７月31日までです。新しい保険証
は７月下旬に郵送します。⇒詳しくは３ページへ
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８月の行事予定
　１日（土）

　２日（日）

　３日（月）
　４日（火）
　５日（水）

　６日（木）
　７日（金）
　８日（土）

　９日（日）
１０日（月）
１１日（火）

１２日（水）
１３日（木）
１４日（金）
１５日（土）
１６日（日）
１７日（月）
１８日（火）
１９日（水）
２０日（木）

２１日（金）
２２日（土）

２３日（日）

２４日（月）
２５日（火）
２６日（水）

２７日（木）
２８日（金）
２９日（土）

「行政改革進捗状況」の公表

【問合】総務企画課企画係 TEL 74-2112
　平成18年３月に策定した「第４次西川町行政
改革大綱」に基づき、平成20年度の対応状況を
取りまとめました。詳細は、「町報８月号」で
お知らせする予定ですが、７月15日から役場な
どで閲覧や町のホームページに掲載しています
のでご覧ください。
▽閲覧場所　役場総務企画課、交流センター、
　大井沢支所
▽ホームページアドレス
　https ://www.town.n ish ikawa.yamagata . jp

「仙台七夕交流会」の参加者募集

【問合･申込】総務企画課企画係 TEL 74-2112
 宮城県在住の「西川のまちづくり応援団員」
が仙台七夕を案内する「仙台七夕交流会」を、
次のとおり行います。
▽期日　８月７日(金)
▽対象者　50歳以上の健康な方(定員20名程度、
　先着順)
▽交通手段　マイクロバス
▽参加料　2,000円
▽申込方法　７月24日(金)までに、上記へ電話
　で申込みください。
▽その他　詳細は、後日参加者に直接連絡します。

「町道の通行制限」のお知らせ

【問合】建設水道課上下水道係 TEL 74-4411
　公共下水道管渠21-３工区工事のため、次の
とおり通行を制限します。
☆町道上間沢団地線
▽制限箇所　西川町大字間沢地内
　※下記図面を参照してください。
▽制限内容　車両全面通行止(約30ｍ区間通り
　抜けできません。)
▽制限時間　終日(８月13日～16日は開放します。)
▽制限期間　７月18(土)～11月16日(月)

通行制限箇所図

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
　西川町戦没者追悼式を下記のとおり挙行します。
▽日時　８月５日(水)午前10時～
▽会場　交流センター「大ホール」

「食中毒に注意しましょう！」

【問合】山形県食品安全対策課 TEL 023-630-2621
☆買い物の保存
▽生鮮食品は期限表示を確認する等、新鮮な物を心がける。
▽冷蔵庫･冷凍庫は詰めすぎず、７割程度を心がける。
▽肉や魚などは、汁がもれないようにビニール袋等に入れる。
☆下準備･調理
▽調理前や生肉や魚、卵を扱った後は、手を薬用せっけん
　でよく洗う。
▽冷凍した食材は、冷蔵庫や電子レンジで解凍する。
▽加熱は、中心まで十分に行う。
▽使用した調理器具は、洗剤でよく洗う。生肉や魚
　を取扱った後は、熱湯をかけるなどして消毒する。
☆食事前･食事後
▽食事の前に手を洗う。
▽調理した食品は、室温に長く放置しないようにする。
▽残った料理は、容器に入れ、冷蔵庫に保存する。

町外関係機関からのお知らせ

「真夏の親子雪体験バスツアー」の開催

【問合･申込】村山総合支庁北村山総務課雪ﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄ推進担当
TEL 0237-47-8614

▽日時　８月７日(金)午前８時15分～午後４時30分
▽集合場所と時間(下記２箇所のうちいずれかを選択)
　①村山総合支庁本庁舎(山形市鉄砲町)　午前
　　８時15分集合
　②村山総合支庁北庁舎(村山市楯岡笛田)　午
　　前９時20分集合
▽行程　次年子雪蔵→最上総合支庁農業技術普
　及課産地研究室→新庄市雪の里情報館→雪氷
　防災研究センター新庄支所
▽対象　県内在住の小学生(小学３～６年生)と
　その保護者(子ども単独での参加は不可)
▽定員　40名(先着順)
▽参加費　無料(ただし、昼食代１人500円が必要)
▽その他　詳細は、上記へお問合せください。

「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、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。
セブンイレブン西川町間沢店(TEL 74-5777)
◆求人番号：パート　06080-1050191
▽職種：コンビニエンスストア店員　２名
▽賃金形態：時間給制630円～700円
▽就業時間：土日勤務、①午前９時～午後１時、②
　午後１時～午後５時、③午後１時～午後７時
▽休日：シフト制
▽年令･資格等：不問
▽保険等：労災
セブンイレブン西川町間沢店(TEL 74-5777)
◆求人番号：パート　06080-1053691
▽職種：コンビニエンスストア店員　１名
▽賃金形態：時間給制900円
▽就業時間：土曜日のみ深夜勤務、午後10時～午前２時
▽年令･資格等：不問
▽保険等：労災

求人募集のお知らせ

全国中学生カヌー大会（月山湖）[７月３１日～８月２日]
夜のスカイハイクと星座鑑賞（月山リフト下駅　午後７時２０分集合）[２日、７
日～１０日、１６日～１８日]
第１２回県ジュニア駅伝競走大会（蔵王坊平運動場　午前９時３０分から）
第２６回月山カップ野球大会（弓張平野球場　午前８時３０分から）
山形県消防協会西村山支部消防操法大会（交流センター駐車場　午前８時から）
休日当番医　武田婦人科内科医院（TEL　86-2641）
西川町教育センター教育講演会（交流センター　午前９時から）

にしかわ保育園保育参観（にしかわ保育園　午前９時から）
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）※
平成２１年度西川町戦没者追悼式（交流センター　午前１０時から）
西川少年少女自然塾夏プログラム（朝日連峰）（～７日）
子育てふれあいトークinにしかわ（にしかわ保育園　午後１時３０分から）
高齢者大学（交流センター　正午から）

キッズクラブ（県立自然博物園　午前９時３０分から）
町歴史文化学習会[現地学習]（交流センター　午前８時５０分集合）
休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）

困りごと相談（老人福祉センター　午後１時から）
ふるさと笑顔帰省作戦（横岫地内　午後１時３０分から）

西川町成人式（交流センター　午前１０時から）
自然観察会（県立自然博物園　午前９時３０分から）
休日当番医　西川産婦人科小児科医院（TEL　86-3215）

消防団退職報償金授与式（役場　午後７時から）
町長室開放（役場　午後３時から）
スケッチクラブ（県立自然博物園　午前９時３０分から）
国民健康保険運営協議会（役場　午後３時から）
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）
自然散策と詩を読む会（丸山薫記念館　午前９時３０分から）
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）
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）
休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）

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）
さがえドック（成人病検査センター　午前７時５０分から）※

西川中学校運動会（西川中学校　午前８時４５分から）
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「８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
☆８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。
☆８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　７月23日(木)午前10時～11時
▽場所　保健センター２階和室

期  日

　５日(水)

１２日(水)

１９日(水)

診療所名

大井沢

岩根沢

大井沢

期  日

２６日(水)

２８日(金)

診療所名

岩根沢

小山

の診療日程」について

「すくすく･よちよち･とことこ健診」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　８月５日(水)
▽場所　保健センター
▽健診開始時間(受付は午後１時から)
　○とことこ　午後１時15分
　○よちよち　午後１時30分
　○すくすく　午後２時
▽対象者
　○すくすく　平成21年3月･4月に生まれた児
　○よちよち　平成20年8月･9月に生まれた児
　○とことこ　平成20年1月･2月に生まれた児
▽内容　身体測定、小児科医内科診察、歯科診
　察及びフッ素塗布(よちよち･とことこ健診の
　み)･歯磨き指導、発育相談、栄養相談
▽持ち物　母子健康手帳、歯ブラシ(よちよち･
　とことこのみ)
　※よちよち健診を受診された方に絵本をプレ
　　ゼントします。

期  日 診療時間 診療科

　４日(火) 午後５時30分 内科(伊藤)

１１日(火)
↓

外科(武田)

１８日(火) 内科(大河原)

午後６時30分 外科(須貝)２５日(火)

３０日（日）

３１日（月）

　※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。

第５５回西川町駅伝競走大会（大井沢支所　午前８時スタート）
休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）

「日本赤十字社社費」納入のお願い

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課在宅支援係 TEL 74-3243
　平成21年度日本赤十字社の社費について、各
町内会長を通じて、各隣組長より各戸から集金
していただくことになっています。赤十字社の
事業推進のため、１戸あたり700円以上の社費
納入にご協力をお願いします。

「農業用使用済プラスチック回収」の実施

【問合】産業振興課農林係 TEL 74-2113
　　又はＪＡ西川営農生活ｾﾝﾀｰ TEL 74-2127
　農業用使用済プラスチックの回収を下記のと
おり実施します。下記の「回収する物」以外は
受け取りできませんので、搬入の際は十分ご注
意のうえ、ご理解とご協力をお願いします。
▽日時及び場所
　○日時　７月29日(水)午前７時～午前８時30分
　○場所　農協西川支所前駐車場
▽回収する物及び料金
　①無料で回収する物　さくらんぼ及びぶどう雨
　　よけのポリエチレン(単年使用できれいな物)
　②有料で回収する物　園芸用パイプハウスのビ
　　ニール、マルチ用ビニール、肥料用ビニール袋、
　　あぜシート、反射シート、ブルーシート、マイ
　　カ線、農薬用ポリ容器(洗浄済みの物)
　　○料金　１㎏あたり38円で、現金支払い又
　　　は農協振替になります。
▽その他
　○「無料で回収する物」と「有料で回収する
　　物」に分別して搬入してください。
　○回収料金は、容積についても考慮されますので、
　　中の空気を抜き、梱包して出してください。

「西村山支部消防操法大会に係る交流センター

【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
　山形県消防協会西村山支部の「平成21年度消
防操法大会」が下記のとおり西川町で開催されま
す。大会当日及び大会訓練期間中の交流センター
駐車場の使用について、下記のとおり規制します
ので、町民や施設利用者の皆さんに大変ご迷惑を
おかけしますが、ご協力をお願いします。
☆操法大会の概要
　▽期日　８月２日(日)午前８時
　▽会場　交流センター「駐車場」
　▽内容　水出しによる小型ポンプ操法。西川
　　町からは、第２分団第２部(間沢)、第３分
　　団第２部(水沢)が出場します。
☆駐車場の使用規制
　(1)７月31日までの期間
　　○時間　午前５時～６時30分
　　○場所　交流センター駐車場
　(2)８月１日･２日
　　○時間　１日午前８時～２日午後１時
　　○場所　交流センター駐車場、第２駐車場
☆大会当日の応援　応援の方は、月山観光開発
　㈱裏駐車場、出羽屋西側駐車場、きらやか銀
　行駐車場に駐車してください。台数が限られ
　ていますので、乗り合いでお越しください。

  駐車場」の使用規制

「耕作放棄地再生利用緊急対策交付金」について

【問合】産業振興課内農業委員会事務局 TEL 74-2113
　農林水産省では、耕作放棄地となっている農地を
５年間以上無償で貸し借りし、耕作放棄地を再生す
る農家に対し交付金を交付する制度を開始しました。
☆再生作業(障害物除去･深堀･整地等)
　農地の荒廃の程度に応じて、再生経費が10アー
ルあたり60,000～100,000円を要した場合は10ア
ールあたり30,000円、10アールあたり100,000円
以上を要した場合は、10アールあたり50,000円。
　ただし、荒廃の程度が大きく重機等を用いる場
合には２分の１を補助します。(取組初年度のみ)
☆土壌改良(肥料や土壌改良剤に対する補助)
　10アールあたり25,000円(最大２年間)
☆営農定着(そばなどの種子代に対する補助)
　10アールあたり25,000円(１年間)
☆条件等　様々な条件がありますので、詳しく
　は上記へお問い合わせください。

「高齢者すまいの地震あんしん事業」について

【問合･申込】建設水道課管理係 TEL 74-4120
　県では大地震の被害から高齢者の命を守るた
めの地震対策を直接訪問しアドバイスする事業
を次のとおり開始しました。
▽対象　65歳以上の高齢者のみの世帯
▽内容　耐震性について簡易調査と効果的な地
　震対策のアドバイス
▽費用　無料

「健康保険の加入手続き」について

【問合】町民税務課保険給付係 TEL 74-4406
　日本に住んでいる人は、特別の場合を除き、必
ず健康保険に加入しなければなりません。健康保
険に加入していない人は、健康保険に未加入の期
間がないように、健康保険への加入が必要です。
　健康保険に加入する場合は、以前に加入して
いた健康保険の資格を喪失した日まで遡って加
入するため、既に経過してしまった期間につい
ても保険料が発生しますので、お早めに手続き
ください。
▽手続きに必要なもの　健康保険などの資格を
　喪失した証明書、印かん
▽手続きする場所　西川町役場総合窓口
▽その他　西川町に住んでいる人は、町の国民
　健康保険に加入することが出来ますのでご利
　用ください。

「８月1日から後期高齢者医療被保険者証が変

【問合】町民税務課保険給付係 TEL 74-4406
　現在お持ちの後期高齢者医療のさくら色の被
保険者証は、７月31日が有効期限です。
　８月１日からはうすい水色の被保険者証に変
わりますので、８月１日以降受診の際には新し
い被保険者証をご提示ください。新しい被保険
者証は７月下旬に郵送でお手元に届きます。

 わります。」

「国民健康保険高齢受給者証の一斉更新」について

【問合】町民税務課保険給付係 TEL 74-4406
　国民健康保険に加入している満70歳以上74歳
以下の方に高齢受給者証を交付していますが、こ
の証の有効期限が７月31日までになっています。
　そのため、８月１日から使用する新しい保険
証を７月下旬に郵送しますので、対象となられ
る方は、ご確認ください。
　その他詳細については、証送付の際に、資料
を同封しますのでご覧ください。
▽対象者　昭和９年８月２日から昭和14年８月
　１日までに生まれた国民健康保険加入者

「山菜栽培講習会」の開催

【問合】産業振興課農林係 TEL 74-2113
▽日時　７月31日(金)午前９時～
▽場所　西川町月岡地内
▽内容　ネマガリタケ･ワラビの夏季栽培管理方法
▽申込　７月27日(月)まで上記へ申込みください。

「町道の通行制限」のお知らせ

【問合】建設水道課上下水道係 TEL 74-4411
　公共下水道管渠21-５工区工事のため、次の
とおり通行を制限します。
☆町道金畑線
▽制限箇所　西川町大字間沢地内
　※下記図面を参照してください。
▽制限内容　全面通行止(夜間開放)
▽制限時間　午前８時30分～午後５時
▽制限期間　７月21日(火)～９月15日(火)

通行制限箇所図

「町指定文化財巡り」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
　町が指定した文化財を実際に見て回り、その
価値を広く町民の皆様に知ってもらいます。
▽日時　８月８日(土)午前８時50分交流センター集合
▽講師　町郷土史調査員　那須恒吉 氏
▽参加費　1,800円(昼食代、バス代、保険代)
▽申込　７月27日(月)まで上記へ申込みください。
▽その他　詳細は申込者へ別途お知らせします。


