
1

第 １ １ ６ ２ 号
平成２１年１１月１６日発行
西 川 町 役 場
https://www.town.nishikawa.
yamagata.jp

１１月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は１１月３０日(月)です。
　期限内に完納しましょう。
▽ 固定資産税３期　▽ 国民健康保険税５期
▽ 後期高齢者医療保険料５期▽ 介護保険料５期

お知らせお知らせ
標準営業約款制度<Ｓマーク>をご存知ですか！
　厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを
登録した、理容店、美容店、クリーニング店、めん
類飲食店、一般飲食店では、店頭にＳマークを掲げ
ています。詳しくは、(財)山形県生活衛生営業指導
センター(TEL 023-623-4323)へお問合せください。
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１２月の行事予定
　１日（火）高齢者大学閉校式（交流センター　午前９時３０分から）
　　　　　　年末の交通安全県民運動[～１０日まで]
　２日（水）町歴史文化学習会（交流センター　午後７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）※
　３日（木）
　４日（金）
　５日（土）無料特設人権なんでも相談所（寒河江ハートフルセンター　午前１０時から）
　６日（日）休日当番医　鈴木眼科（TEL　86-6900）
　７日（月）
　８日（火）西川町議会第４回定例会[予定]（町議場 午前９時30分開会・開議）[～１０日]
　９日（水）
１０日（木）
１１日（金）困りごと相談（老人福祉センター　午後１時から）
１２日（土）西村山スポ少認定指導者講習会（交流センター　午前８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）
　　　　　　にしかわ保育園生活発表会（にしかわ保育園　午前９時３０分から）
１３日（日）くれよんクリスマスパーティー（交流センター　午後１時から）
　　　　　　月山学講座（弓張平公園パークプラザ　午後１時から）
　　　　　　休日当番医　高橋医院（TEL　87-1001）
１４日（月）
１５日（火）町長室開放（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）
１６日（水）
１７日（木）２歳児歯ピカピカ健診（保健センター　午前９時から）※
１８日（金）西川町民スキー場開き（町民スキー場　午前１１時から）
　　　　　　子育て支援センタークリスマス会＆リース作り（子育て支援センター　午前１０時から）
１９日（土）パパ･ママ マタニティスクール（にしかわ保育園　午前９時３０分から）
２０日（日）休日当番医　武田婦人科内科医院（TEL　86-2641）
２１日（月）
２２日（火）にしかわ保育園クリスマス会（にしかわ保育園　午前１０時から）
２３日（水）天皇誕生日　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
２４日（木）
２５日（金）
２６日（土）
２７日（日）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　田村内科消化器科クリニック（TEL　85-8700）
２８日（月）
２９日（火）休日当番医　白田整形外科歯科医院（TEL　84-2161）
　　　　　　官公庁年末年始休み[～１月３日まで]
３０日（水）休日当番医　鈴木眼科（TEL　86-6900）
３１日（木）休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）

　※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。
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「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　11月26日(木)午前10時～11時
▽場所　保健センター

「12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
☆12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。
☆12月の各診療所の診療日

役場からのお知らせ

期  日

　２日(水)

　４日(金)

　９日(水)

診療所名

岩根沢

小山

大井沢

期  日

１６日(水)

１８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

　１日(火)
午後５時30分 外科(須貝)

　８日(火)
↓

内科(伊藤)

１５日(火) 外科(武田)
午後６時30分

「高齢者等除雪ヘルパー派遣事業」の実施

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課在宅支援係 TEL 74-3243
　高齢者や障害者のみの世帯の方の除雪(屋根
の雪下ろしのみ)に要した経費の５割を町で助
成します。
▽対象者　次にいずれにも該当する方。ただし、
　子ども等第一親等者が町内及び西村山管内(寒
　河江市、朝日町、大江町、河北町)に居住して
　いる方は対象になりません。
　○概ね65歳以上の自力で除雪出来ない一人暮
　　らしの高齢者、高齢者夫婦世帯及び障害者
　　のみの世帯
　○所得税非課税世帯
▽利用者負担　除雪に要する経費の５割。ただ
　し、重機等を使用した場合の経費については、
　個人負担となります。
▽実施回数　制限はありません。
▽指定業者　町との協定業者又は個人委託(個
　人委託の場合、町との委託契約が必要になり
　ます。)
▽申請方法　12月５日(土)までに、各地区の民
　生委員へ申請してください。

２４日(木) 大井沢

「丸山薫記念館からのお知らせ」

【問合】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
　丸山薫記念館は、今年度は11月15日で閉館し
ました。
　来年度は４月下旬開館予定です。

「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次のとお
り実施します。下記に掲載した「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
　○11月26日(木)午後１時30分～２時30分
　　・場所　農協旧大井沢出張所前駐車場
　○11月27日(金)午前７時～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)。料金は、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。

「基礎疾患を有する方のうち、特に優先する方

【問合･申込】町立病院 TEL 74-2211
　町立病院に通院されている方で、基礎疾患を
有する方の中でも特に優先する方への新型イン
フルエンザの予防接種を行います。
　接種を希望される方は、下記により予約申込
みのうえ、接種を受けてください。
▽予約期間　11月16日(月)～25日(水)の午前
　９時～午後４時30分(土、日、祝日は除く。)
▽予約方法　上記期間内に電話で町立病院に申
　込みください。
▽接種期日　11月26日(木)又は27日(金)の午
　後１時30分まで下記会場へお越しください。
　(受付時間は、午後１時30分から午後２時まで)
▽接種会場　保健センター１階
▽接種料金　3,600円
▽接種対象者　町立病院に慢性の呼吸器疾患、
　　糖尿病などで通院されている方のうち、症
　状により特に優先する方
　　⇒医師の判断によりますので、予約時にお
　　　問い合わせください。
※この予防接種は、従来の季節性インフルエンザの
　予防接種とは異なりますので、注意してください。
※今後の新型インフルエンザ予防接種の優先接
　種者ごとの日程等は、決定されしだいお知ら
　せします。

町外関係機関からのお知らせ

【問合】県立河北病院医事経営課 TEL 73-3131
　県立河北病院では、11月５日(木)から、新た
に脳ドックを実施することになりました。
▽実施日及び時間　毎週木曜日午後１時から
▽検査人数　１名(完全予約制、受診希望日の
　２週間前までに上記　へ申込みください。)
▽検査項目
　○標準検査：診察、血圧測定、頭部MR、頭頸
　　部MRA、CAVI、頸動脈エコー
　○オプション検査：心電図、尿検査(尿糖、
　　尿蛋白、尿潜血)、血液検査(血液一般、脂
　　質、肝機能、腎機能、血糖、尿酸)
▽費用
　○標準検査　30,540円(消費税込)
　○オプション検査　7,110円(消費税込)
▽支払い方法　検査当日にお支払いください。
▽予約受付時間　平日の午前８時30分～午後５時15分
▽注意事項　MR検査は、ペースメーカーを使用
　している方は受けられません。また、人工関
　節、手術時クリップ等の金属が体内にある方
　は受けられない場合があります。

 県立河北病院「脳ドック」の実施

「山形県の最低賃金」について

【問合】山形労働局労働基準部賃金室 TEL 023-624-8224
　次の最低賃金は、県内で働くすべての労働者
に適用されます。
▽山形県最低賃金　１時間631円
▽効力発生日　平成21年10月18日

「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 86-8404
　冬期閉鎖のため、次のとおり通行を制限します。
☆一般県道　月山志津線
　▽制限箇所　西川町大字志津(姥沢)
　　※下記図面を参照してください。
　▽制限内容　全面通行止め
　▽制限期間　当分の間

通 行 制 限 箇 所 図

「国道の通行制限」のお知らせ

【問合】村山総合支庁西村山道路計画課 TEL 86-8404
　冬期閉鎖のため、次のとおり通行を制限します。
☆一般国道112号(旧道)
　▽制限箇所　西川町大字志津
　　※下記図面を参照してください。
　▽制限内容　全面通行止め
　▽制限期間　当分の間

通 行 制 限 箇 所 図

通行制限箇所

通行制限箇所

「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　12月２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
　○とことこ　平成20年５月･６月に生まれた児
　○よちよち　平成20年12月･平成21年１月に
　　生まれた児
　○すくすく　平成21年７月･８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。

２２日(火) 内科(大河原)

☆その他　17日午後の季節性インフルエンザの予
　防接種は、手術のため休止になります。(この
　日以外にも休止になる場合があります。)

「雇用相談窓口」のご案内

【問合】村山総合支庁西村山総務課 TEL 86-8198
　求職者等への雇用相談や専門機関と連携した
就職等の情報提供、生活福祉資金など生活に関
する相談や情報提供を行います。
　無料･秘密厳守です。電話での相談も受け付
けていますのでお気軽にご相談ください。
▽場所　村山総合支庁西庁舎(寒河江市西根石
　川西355)
▽受付時間　月～金曜日の午前８時30分～午後
　５時(祝日及び年末年始を除く。)

 への新型インフルエンザ予防接種」の申込


