
1

第 １ １ ６ ０ 号
平成２１年１０月１５日発行
西 川 町 役 場
https://www.town.nishikawa.
yamagata.jp

１０月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は１１月２日(月)です。
　期限内に完納しましょう。
▽ 町県民税３期　▽ 国民健康保険税４期
▽ 後期高齢者医療保険料４期▽ 介護保険料４期

お知らせお知らせ
『不法投棄は犯罪です！』
　10月は『不法投棄パトロール強化月間』です。
不法投棄を見かけたら村山総合支庁環境課(TEL 
023-621-8427)又は、役場町民税務課(TEL 74-
4404)までご連絡ください。
　みんなで不法投棄を撲滅しましょう。

「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
詩の世界に触れてみましょう。今回は、丸山薫
の教え子の方からの話も予定しています。
▽期日　10月24日(土)
▽時間　午前９時30分～午前11時30分頃
▽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

【問合･申込】交流ｾﾝﾀー 内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
　湯殿山神社の中興の祖、道智上人が切り開い
たという道智道の一部、白鷹町の茎の峰から朝
日町萱野までの道を昔をしのびながら、みんな
で歩きましょう。
▽日時　10月25日(日)午前８時集合(小雨決行)
▽集合場所　大井沢温泉ゆったり館
▽申込　10月20日(火)まで、上記へ電話で申
　込みください。

「大井沢公民館主催『地域の子育成事業』道智

【問合】山形県労働委員会事務局 TEL 023-630-2793
　山形県労働委員会は、一人ひとりの労働者と
事業主との間の労働関係のトラブル解決をお手
伝いします。
　解雇、賃金、配置転換などでお困りのことが
ありましたら、無料･秘密厳守ですので、お気
軽に上記までご相談ください。

「職場の労働関係でお困りではありませんか？」

「ひとり芝居「真知子～ある女医の物語」公演に

【問合】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
　町芸文協創立40周年記念の「ひとり芝居」の開
催に伴い、大井沢地区からの来場者のための送
迎バスを次のとおり運行します。
▽期日　11月１日(日)
▽運行表　乗車場所は、町営バスの停留所です。
【行き】　始発･根子12:25→見附12:26→清水
　原12:27→中上12:28→萱野12:29→伝承館　
　12:31→ゆったり館12:32→大井沢原12:33→
　黒淵12:34→桧原12:36→下桧原12:37→西川
　交流センター着13:00
【帰り】　西川交流センター15:00出発
　※行きと逆の順に上記の各停留所で降車となります。
▽料金　無料
▽その他　詳しくは上記までお問い合わせください。

「県道の通行制限」のお知らせ

【問合】村山総合支庁西村山道路計画課 TEL 86-8411
　舗装補修工事のため、次のとおり通行を制限
します。
☆一般県道小山海味線
▽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　作業時間帯片側交互通行(午前９
　時～午後４時)
▽制限期間　11月６日(金)まで

通 行 制 限 箇 所 図
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 伴う大井沢からのバス運行」について

「視聴覚教材ビデオ」の巡回貸し出し
【問合】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
  西村山地区視聴覚教育協議会の事業の一環として、
視聴覚教材ビデオの巡回貸し出しを行っています。
▽期間及び教材内容
　①期間　10月９日(金)～11月24日(火)
　　・教材　「ニルスのふしぎな旅」、「まん
　　　が偉人物語」、「それゆけ！アンパンマ
　　　ン」、「釣りキチ三平」等
　②期間　11月27日(金)～１月12日(火)
　　・教材　「せなけいこビデオ絵本シリーズ」、
　　　「山ねずみロッキーチャック」、「プロジ
　　　ェクトＸ」、「みなしごハッチ」等
▽貸出時間　午前８時30分～午後５時(※月曜
　日及び第３日曜日は休み)
▽場所　交流センター内町立図書館
▽利用料　無料
▽その他　貸出本数は１回につき２本以内、貸
　出期間は３日以内。詳しくは、上記までお問
　い合わせください。

町内関係機関からのお知らせ

【問合】岩根沢公民館[担当/藤本] TEL 74-2838
　丸山薫記念館20周年記念事業として、フォーク
シンガー横井久美子さんのコンサートを行います。
▽日時　10月25日（日）午前10時～正午
▽会場　岩根沢小学校体育館
▽その他　入場無料です。午前９時50分までご
　入場ください。

「横井久美子コンサート」のご案内

【問合】大井沢支所 TEL 76-2111
▽日時　10月18日(日)午前10時～午後３時
▽場所　大井沢「自然と匠の伝承館」前
▽内容　きのこ各種1,200㎏即売、きのこ鍋500食、
　そば400食の販売、大井沢直売会や元気を造る
　会、その他有志によるおいしく楽しい売店の営
　業のほか、伝承館では、巧人による体験及び和
　紙あかり、流木アート展などを開催します。

「大井沢きのこまつり」のご案内

町外関係機関からのお知らせ

 上人道を歩こう。」のご案内

１１月の行事予定
　１日（日）休日当番医　熊坂整形外科医院（TEL　86-3101）
　　　　　　町芸術文化協議会創立４０周年記念式典（月山銘水館　午後５時から）
　　　　　　ひとり芝居「真知子～ある女医の物語～」公演（交流センター　午後１時３０分開演）
　２日（月）
　３日（火）文化の日
　　　　　　第４０回西川町文化祭ステージ発表（交流センター　午後１時開演）
　　　　　　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）
　　　　　　休日当番医　小関内科胃腸科医院（TEL　86-5550）
　４日（水）歴史文化学習会（交流センター　午後７時から）
　５日（木）はつらつ７４歳健康教室（保健センター　午後１時２０分から）
　６日（金）子育て支援センターおやつ作り（子育て支援センター　午前１０時から）
　　　　　　第１３回西川牛モウモウまつり（町内協賛店）[～２１日]
　　　　　　ポリオ予防接種（保健センター　午後１時１５分から）※
　７日（土）自然体験シリーズ第３弾「岩根沢の旨いもの作り体験」（岩根沢地区　午前１１時から）[～８日]
　８日（日）第５６回西村山地区駅伝競走大会（西村山管内　午前８時３０分から）
　　　　　　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）
　　　　　　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
　９日（月）西川菊まつり表彰式（玉貴　午後４時から）
１０日（火）子育て支援センター虫歯予防教室（子育て支援センター　午前１１時から）
　　　　　　租税教室（西山小学校　時間未定）
１１日（水）高齢者大学開校日（交流センター　午前９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）
　　　　　　税を考える週間[～１７日]
１２日（木）町長室開放（役場　午後３時から）
１３日（金）にしかわ保育園祖父母参観（にしかわ保育園　午前９時から）
１４日（土）
１５日（日）第２６回山形県都市対抗女子駅伝（上山～山形　午前１１時から）
　　　　　　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）
　　　　　　休日当番医　寒河江の庄病院（TEL　86-5560）
１６日（月）
１７日（火）楽楽運動教室（保健センター　午後２時から）
１８日（水）
１９日（木）５歳児のびのび健診（にしかわ保育園　午後１時から）※
２０日（金）村山地域国民健康保険運営協議会会長･担当課長会議（役場　午後３時から）
２１日（土）
２２日（日）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）
２３日（月）勤労感謝の日　休日当番医　陵南さとう整形外科（TEL　85-5511）
２４日（火）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）
２５日（水）第３回月山フォトコンテスト応募締切日
２６日（木）健康講座･年金受給申請手続き説明会（保健センター　午後２時から）
２７日（金）
２８日（土）古文書解読講座（交流センター　午後１時３０分から）
２９日（日）第３３回西川町壮年バレーボール大会（町民体育館　午前８時３０分から）
　　　　　　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
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「きのこ採りにおける山岳事故にご注意ください。」
【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
　きのこ採りの季節がやってきました。毎年こ
の季節は多くの人が山に出かけ、中には事故に
遭う方もいます。特に、お年寄りの方や一人で
出かけた方が、道に迷ったり、崖からすべり落
ちるなどの事故に遭っています。また、山道に
停めておいた車から貴重品が盗まれるなどの事
件も発生しています。
　さらに、タバコの火の不始末が原因と思われ
る山火事も毎年のように発生し、大変な被害を
もたらしています。
　山に入るみなさん、ルールを守り、決して無
理をしないように気をつけましょう。
☆山に入るときに気をつけること
　①行き先、一緒に行く人、帰る時間を家族に
　　知らせておく。
　②雨ガッパ、マッチ(ライター)、呼び笛、携
　　帯電話などを忘れずに。食料は多めに持つ。
　③お年寄りの方は一人で出かけない。
　④目立つ色の服を着る。
　⑤数人で行く時は、コースや集まる時間、集
　　まる場所を決めて、必ず守る。

【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
　夕暮れが早くなるこの時期は、夜間にかけて
の事故が多くなるため、下記のとおり県内で交
通事故防止推進強化月間が実施されます。
　一人ひとりが事故に遭わないよう心がけましょう。
▽期間　10月15日(木)～11月14日(土)
☆事故に遭わないよう気をつけること
(歩行者･自転車)
　①しっかり止まってはっきり確認。
　②道路を横断するときは安全確認をする。
　③夕方の外出は明るい服装と反射材を身につける。
　④自転車も夕暮れ時は早めに点灯。
(運転者)
　①飲酒運転はしない、させない、許さない。
　②全席でシートベルト･チャイルドシートを
　　着用しよう。
　③上向照灯の積極的な活用。
　④思いやり運転を実施する。

「西川町総合防災訓練」の実施

【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
　西川町総合防災訓練を下記のとおり実施します。
▽日時　10月18日(日)午前９時から
▽場所　西川町岩根沢地内(岩根沢小学校周辺)
　※訓練に伴いサイレンが鳴りますが、ご理解
　　をお願いします。
　　また、午前10時45分から予定されている社
　　務所周辺での「防ぎょ訓練」の際に、交通
　　規制がかかりますのでご協力をお願いします。

「高齢者の交通事故防止推進強化月間」について

【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
　自宅前や道路などに残された犬の糞に関する
苦情が相次いでいます。糞の後始末は飼い主の
方の義務です。必ず持ち帰りましょう。

「糞の後始末は飼い主の義務です」

「平成21年度介護者激励金支給」について

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課在宅支援係 TEL 74-3243 
　町内に住所があり、在宅で１年以上「ねたき
り高齢者」や「重度障害者」を介護している方
に、毎年１回介護激励金10,000円を支給します。
▽対象者　要介護４･５に認定されている方、
　身体障害者手帳１級･２級、療育手帳Ａ、精
　神障害者保健福祉手帳１級のいずれかを所持
　し、在宅で日常生活すべてについて、介護を
　必要とする方を介護している方
▽申込等　10月30日(金)まで上記へ申込みください。

「秋季火災予防運動」について

【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
　暖房機器の使用などにより火災の多発する時
季を迎えるにあたり、下記のとおり秋季火災予
防運動が全国的に実施されます。
　町民一人ひとりが防火意識を持ち、火災を出さな
いよう心がけましょう。
▽期間　11月９日(月)～15日(日)
▽住宅防火 命を守る ７つのポイント
　○３つの習慣
　　①寝たばこは、絶対やめる。
　　②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置
　　　で使用する。
　　③ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず
　　　火を消す。
　○４つの対策
　　①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器等
　　　を設置する。
　　②寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎製
　　　品を使用する。
　　③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火
　　　器等を設置する。
　　④お年寄りや身体の不自由な人を守るために、
　　　隣近所の協力体制をつくる。

「11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
☆11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。
☆11月の各診療所の診療日

役場からのお知らせ

期  日

　４日(水)

　６日(金)

１１日(水)

診療所名

岩根沢

小山

大井沢

期  日

１８日(水)

２０日(金)

診療所名

岩根沢

小山

の診療日程」について

期  日 診療時間 診療科

１０日(火) 午後５時30分 内科(伊藤)

１７日(火) ↓ 外科(武田)

２４日(火) 内科(大河原)午後６時30分

「個別子宮がん」検診の実施

【問合･申込】保健ｾﾝﾀー 内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057
　下記の日程で個別子宮がん検診を実施します
ので、新たに受診を希望する方は上記へ申込み
ください。なお、各種健診希望調査ですでに申
込みを行っている方は、新たに申込みを行う必
要はありません。
▽実施期間　11月４日(水)～12月５日(土)
▽実施機関　武田婦人科内科医院、国井クリニック
▽健診料金　1,200円(個人負担金)
　※クーポン健診の対象者がクーポン券を持参
　　して受診した場合は無料になります。

２５日(水) 大井沢

※９月15日にお知らせしましたが、町立病院の
　受付の開始時間を10月１日から次のように変
　更しました。よろしくご理解をお願いします。
☆午前診療　午前７時30分～
☆午後診療　午後２時～
☆夜間診療　午後５時～　
※朝の受付開始時間前の来院はご遠慮ください。 「高齢者住宅の入居者」の募集

【問合･申込】建設水道課管理係 TEL 74-4120
▽団地名　高齢者住宅(町営住宅)
▽住所　西川町大字海味533番地１
▽建物構造　木造２ＤＫ
▽募集戸数　１戸(１号室)
▽家賃　月額 18,900円～28,100円(入居者の
　収入により異なります。)
▽生活援助員派遣制度運用費用　月額 無料～
　4,900円(入居者の収入により異なります。)
▽共益費　月額 200円～3,000円
▽敷金　家賃の３ヶ月分
▽入居資格　次に掲げるすべての項目に該当する方
　○住宅にお困りの方
　○収入が政令で定められた基準額以下である方
　○60歳以上の方。ただし、同居する方がいる
　　場合は、次の方に限ります。
　①申込者の配偶者
　②①の方以外の親族で60歳以上の方
　○入居に際し、連帯保証人１名が必要となり
　　ます。
▽入居時期　11月中旬
▽申込方法等　10月30日(金)までに、所定の申
込用紙（建設水道課にあります。）に必要事項
を記入のうえ、申込みください。

「平成21年度地上デジタル放送受信」の支援

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課在宅支援係 TEL 74-3243
　総務省では、経済的な理由で地上デジタル放
送がまだご覧になれない方に対して、簡易な地
上デジタル放送対応チューナーの無償給付など
の支援を行います。
▽対象者　下記に該当し、ＮＨＫの放送受信料が
　全額免除となっている世帯が対象です。今後、
　免除を申請される場合は、上記にお問い合わせ
　ください。すでに地上デジタル放送がご覧にな
　れる世帯は該当しませんので、ご注意ください。
　①生活保護などの公的扶助を受けている世帯
　②障がい者がいる世帯で、かつ世帯全員が市
　　町村民税非課税の措置を受けている世帯
　③社会福祉事業施設に入所されている方
▽支援内容　簡易チューナー(テレビ１台分)が
　無償で給付されます。アンテナ工事などが必
　要な場合は、無償で工事を受けられます。な
　お、支援は１世帯に１回です。
▽注意点　ご自身で購入したチューナー、アン
　テナ等の精算はできません。
▽申込期間　12月28日(月)まで(消印有効)
▽申込先　所定の申込書(保健センターにあり
　ます。)を記入のうえ、総務省地デジチュー
　ナー支援実施センターに送付してください。

「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「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　10月22日(木)午前10時～11時
▽場所　保健センター

「スマトラ島沖地震被災者に対する救援金」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
　日赤山形県支部では、スマトラ島沖地震被災
者に対する救援金を受け付けします。皆様のご
協力をお願いします。
▽受付期日　10月30日(金)まで
▽受付場所　役場総合窓口、保健センター

「西川菊まつり」開催に伴う菊人形の制作協力

【問合･申込】産業振興課商工観光係 TEL 74-4119 
　菊人形の制作協力者を募集します。
▽日時　10月19日(月)～23日(金)午前９時～
　午後４時(予定)
▽場所　下掘特設会場(「美どり亭」隣の菊人
　形作業テント)
▽作業内容　水ゴケまるき、菊人形胴への菊つ
　け作業等
▽準備物　作業のできる服装、タオル、軍手、
　小さいハサミ(芽摘みハサミなど)

 者の募集

　⑥自分の体力にあった行動をし、体の具合の
　　悪い人は絶対に無理をしない。
　⑦道に迷ったら歩き回らず、火を焚くなどし
　　て助けを待つ。
　⑧早く出かけて早く帰る。

３０日（月）読書感想文コンクール応募締切日
　※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。


