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第 １ １ ５ ５ 号
平成２１年７月３１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

８月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は８月３１日(月)です。
　期限内に完納しましょう。
▽ 町県民税２期　▽ 国民健康保険税２期
▽ 介護保険料２期　▽ 後期高齢者医療保険料２期

【問合】町民税務課保険給付係 TEL 74-4406
　入院したときに支払う医療費の一部負担金が自己
負担限度額を超えたときは、高額療養費として払い
戻しされますが、「限度額適用認定証」をあらかじ
め提示することにより、医療機関で支払う一部負担
金を自己負担限度額に抑えることができます。
　また、低所得者への特例措置として、「標準負担
額減額認定証」を提示することにより入院時の食事
代などが減額されます。
　上記認定証の申請方法や所得の階層区分など詳し
いことは、上記にお問合せください。
☆国保の70歳未満の自己負担限度額(月額)

「医療費に係る限度額適用･標準負担額減額認定

申請」について

区分 食事代(１食) 自己負担限度額

世帯員の誰にも
住民税が課され
ていない世帯

(90日までの入院)
35,400円160円

(91日以上の入院)
35,400円

100円

世帯員の誰かに
住民税が課され
ている世帯

260円
80,100円+(医療費-
267,000円)×１%

年間600万円を
超える所得があ
る世帯

260円
150,000円+(医療費-
500,000円)×１%

☆国保の70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)

区分 食事代(１食) 自己負担限度額

世帯員の誰にも
住民税が課され
ていない世帯の
１割負担の方

※低所得Ⅰ 100円 15,000円

※低所得Ⅱ

24,600円
(90日までの入院)

210円

(91日以上の入院)
160円

世帯員の誰かに
住民税が課され
ている１割負担
の方

260円 44,400円

３割負担の方の
うち、自己負担
限度額「※一般」
の方

260円 44,400円

３割負担の方で
上記以外の方

260円
80,100円+(医療費-
267,000円)×１%

☆後期高齢者医療制度該当者(75歳以上)
　後期高齢者医療(75歳以上)に加入している方
は、入院した場合も負担割合に応じて一部負担
金が一定額に抑えられていますが、認定証を提
示することにより食事代などが減額されます。
・認定証がある場合の入院時上限額

区分 食事代(１食) 自己負担限度額

世帯員の誰にも
住民税が課され
ていない１割負
担の方

※低所得Ⅰ 100円 15,000円

※低所得Ⅱ

24,600円

(90日までの入院)
210円

(91日以上の入院)

160円

表中※についての詳細は、町民税務課保険給付係
(TEL 74-4406)へお問合せください。

・以下の方は申請不要です。
　次の食事代、自己負担限度額が適用されます。

区分 食事代(１食) 自己負担限度額

世帯員の誰かに
住民税が課され
ている１割負担
の方

260円 44,400円

３割負担の方の
うち、自己負担
限度額「※一般」
の方

260円 44,400円

３割負担で上
記以外の方

260円80,100円+(医療費-
267,000円)×１%

「町臨時職員(保育士及び保育補助)」の募集

【問合】総務企画課庶務係 TEL 74-2119
　　又はにしかわ保育園 TEL 74-2303
▽勤務場所　にしかわ保育園
▽勤務内容　保育士及び保育補助業務
▽勤務期間　採用の日～平成22年３月31日
▽募集人員　○保育士　若干名
　　　　　　○保育補助　若干名
▽募集要件
　○保育士資格を有する方。ただし、保育補助
　　は除く。
　○普通自動車免許を有している方。
▽応募方法　８月10日(月)午後５時15分までに、
　上記へ自筆履歴書(写真貼付)１通を提出(郵送
　の場合は、８月10日必着)してください。
▽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。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】東京税関酒田税関支署山形出張所
TEL 023-641-0504

　税関では、終戦後の混乱期に戦地から引き上
げてきた方々が、当時国内に持ち込むことがで
きなくて、税関などに預けられた通貨や証券な
どを返還しています。
　返還の手続きは、本人だけでなく家族の方々
も電話、郵便などで行うことができます。また、
実際に預けたかどうか不明の場合でも、調査で
きることもありますので、お心当たりの方は、
お気軽に上記へお問合せください。
▽返還する通貨等
　○終戦後、外地から引き上げてこられてた方々が、
　　上陸地の税関･海運局に預けた通貨･証券など
　○外地の集結地に総領事などに預けた証券の
　　うち、その後日本に返還されたもの

「税関で保管している通貨･証券等」の返還

「子育て支援センター」からのお知らせ

【問合･申込】にしかわ保育園内子育て支援ｾﾝﾀー  TEL 74-2303
☆８月の子育て支援センター
▽７日(金)
　保育参観のためお休みです。
▽10日(月)～18日(火)
　お盆のためお休みです。
▽21日(金)
　身長体重測定　午前10時～11時
　　○町の保健師が測定します。
▽28日(金)午後～29日(土)
　衆議院議員総選挙の投票所準備のため、お休
みです。

求人募集のお知らせ

「日本赤十字社職員採用試験」の実施

【問合】日本赤十字社山形県支部総務課
　住所　山形市松波1-18-10　TEL 023-641-1353
▽募集職種　一般事務職及び看護師職
▽採用予定人員
　○一般事務職　若干名
　○看護師職　若干名
▽応募方法　９月11日(金)[郵送の場合は、当
　日消印有効]まで、上記へ応募してください。
　詳細は、日本赤十字社山形県支部のホームペ
　ージ (http ://www. j rc-yamagata .com/)で確認
　してください。

「お詫びと訂正」

【問合】総務企画課庶務係 TEL 74-2119
　お知らせ1154号１ページの行事予定に誤りがあ
りましたので、次のとおり訂正しお詫びします。
(正)８月７日(金)にしかわ保育園保育参観
(誤)８月５日(水)にしかわ保育園保育参観
　※場所及び時間に、変更はありません。

「８月の町長室開放」について

【問合･申込】総務企画課庶務係 TEL 74-2119
▽開放期日　８月19日(水)
▽開放時間　午後３時～７時(対話時間は30分)
▽申込期限　８月17日(月)まで

「献血[全血]」にご協力ください。

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057
　夏場にかけて全国的に血液が不足しています。
皆様の善意のご協力をお願いします。
▽期日　８月７日(金)
▽会場及び時間
　○保健センター
　　午前９時30分～11時
　○(株)東北コーオン
　　正午～午後１時
　○保健センター
　　午後３時～４時30分

「ケアハイツ西川施設体験見学会」の開催

【問合･申込】ケアハイツ西川[担当/荒木] TEL 74-4065
▽日時　８月23日(日)午前９時30分～午後０時30分
▽場所　ケアハイツ西川デイサービスセンター
▽内容　①施設見学、②パワーリハビリ体験、
　③昼食体験(月山まんま昼食)他
▽対象　介護や施設に興味のある方
▽参加料　無料
▽申込　８月10日(月)まで上記へ電話で申込み
　ください。(定員25名程度)

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

８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

期 日 休日当番医名
市町(地区)名
(電話番号)

８月２日(日)

　　９日(日)
西川町海味
(TEL 74-2211)

　　16日(日)

　　23日(日)

寒河江市寒河江
(TEL 86-3215)

武田婦人科内科
医院

寒河江市中央
(TEL 86-2641)

町立病院

町立病院

西川産婦人科小
児科医院

西川町海味
(TEL 74-2211)

　　30日(日) 町立病院
西川町海味
(TEL 74-2211)

「ナイター陸上記録会」の開催

【問合】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課ｽﾎﾟｰﾂ振興係 TEL 74-3131
　　又は町陸上競技協会事務局　松田秀孝 TEL 74-3761
▽日時　８月７日(金)午後７時集合
▽場所　町民グラウンド
▽内容　3,000ｍタイムトライアル、5,000ｍタ
　イムトライアル
▽参加料　無料
▽申込　記録会当日、町民グラウンドで申込み
　ください。
▽その他　雨天の際は、コースを変更して行います。


