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１２月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は１２月２８日(月)です。
　期限内に完納しましょう。
▽ 町県民税４期　▽ 国民健康保険税６期
▽ 後期高齢者医療保険料６期　▽ 介護保険料６期

「子育て支援センター」からのお知らせ

【問合】にしかわ保育園内子育て支援ｾﾝﾀｰ TEL 74-2303
☆12月の子育て支援センター
　▽10日(木)･11日(金)　生活発表会リハーサ
　　ルのため、午前休み
　▽15日(火)　身長体重測定　午前10時～11時
　　○保健師が測定します。
　▽18日(金)　クリスマス会＆リース作り
　　午前10時～
　　○先着15組。７日(月)まで上記へ申込みく
　　　ださい。
　▽19日(土)　パパ･ママ マタニティースクール
　　午前９時30分～
☆その他　12月21日(月)から１月４日(月)ま
　で、年末年始休みとなります。
　また、子育て支援センター増築工事を、開始
　しました。安全対策には、万全を期しますが
　工事区域には近寄らないようにお願いします。

12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)

12月６日(日)

　　13日(日)
寒河江市白岩
(TEL 87-1001)

　　20日(日)

　　23日(水)

寒河江市中央
(TEL 86-2641)

鈴木眼科
寒河江市中央
(TEL 86-6900)

髙橋医院

町立病院

武田婦人科内科
医院

西川町海味
(TEL 74-2211)

　　27日(日)
田村内科消化器
科クリニック

寒河江市高田
(TEL 85-8700)

「ＮＨＫ海外たすけあい義援金」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
　海外たすけあいは今年で27回目を迎えました。
お寄せいただきました義援金は、世界各地で支援
を必要としている多くの方々のために役立てられ
ていますので、ご協力をよろしくお願いします。
▽受付期間　12月1日(火)～12月25日(金)
▽受付場所　役場町民税務課総合窓口係、交流
　センター及び保健センター。ただし、役場と保
　健センターは、土、日、祝日は受付しません。
▽受付時間　午前８時30分～午後５時15分
▽その他　当義援金は、税制上の優遇措置適用
　(寄附金控除の対象)となります。

　　29日(火)
白田整形外科歯
科医院

寒河江市西根
(TEL 84-2161)

「町立図書館おはなし会」の開催曜日変更

【問合】交流ｾﾝﾀｰ内町立図書館 TEL 74-3131
　毎月第２土曜日、午後１時30分から町立図書
館で行っていた「町立図書館おはなし会」が、
平成22年１月より、「毎月第４土曜日、午前10
時30分から」に変更になります。
　１月からも、工作や手遊びもあるとても楽し
いおはなし会を予定しています。子供から大人
まで大歓迎です。ぜひ親子で町立図書館を訪れ
てみませんか。
　１月のおはなし会は下記の日程で開催します。
▽日時　平成22年１月23日(土)午前10時30分～
▽場所　町立図書館(交流センター内)

「年末の交通安全県民運動」の実施

【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
　年末の交通安全県民運動が、12月１日(火)か
ら10日(木)まで実施されます。
☆運動の重点　次の６点です。
　①飲酒運転の撲滅
　②高齢者の交通事故防止
　③５分早めの行動で冬道の交通事故防止
　④全ての座席のシートベルトとチャイルドシ
　　ートの正しい着用の徹底
　⑥歩行者保護意識の向上と交差点における追
　　突事故防止

　　30日(水) 鈴木眼科
寒河江市中央
(TEL 86-6900)

　　31日(木) 町立病院
西川町海味
(TEL 74-2211)

「町議会第４回(12月)定例会｣の開催

【問合】議会事務局議事係 TEL 74-5055
▽開催期間  12月８日(火)～10日(木)
▽場所  町議場等(役場３階)
▽主な日程等
　８日(火)　本会議(議案上程等)《傍聴可》
　９日(水)　本会議(一般質問)《傍聴可》
　10日(木)　本会議(議案審議･採決)《傍聴可》
  　※傍聴が可能な日は、いずれも午前９時30
　　　分から会議が行われます。
▽その他  傍聴される方は、事前に役場３階で
　受付けをしてください。(傍聴席に限りがあり
　ますので、混雑時は傍聴をご遠慮いただく場
　合があります。)

「12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　12月15日(火)
▽開放時間　午後３時～７時(対話時間は30分)
▽申込期限　12月11日(金)まで

町外関係機関からのお知らせ

「平成22年度新春名刺交換会」の開催

【問合･申込】西川町商工会事務局
TEL 74-3135/FAX 74-3110

　西川町新春名刺交換会を下記のとおり開催し
ますので、ご参加ください。
▽日時　平成22年１月４日(月)午後４時から
▽会場　交流センターあいべ大ホール
▽会費　2,000円
▽申込　12月11日(金)まで、上記へ電話又は
　FAXで申込みください。(名簿作成のため、必
　着でお願いします。)

町内関係機関からのお知らせ

「歳末たすけあい運動」にご協力お願いします！

【問合】山形県共同募金会西川町分会(西川町社会
　　　　福祉協議会内) TEL 74-5677
　「みんなでささえあうあったかい地域づくり」
をスローガンに、歳末たすけあい運動が12月１
日から31日までの１ヵ月間全国一斉に展開され
ます。寄せられた募金は、地域福祉活動に活用
されます。
　12月１日から10日までの間に各地区婦人会及
び町内会の奉仕団員の皆様が募金に伺いますの
で、ご協力よろしくお願いします。
☆お願いしたい金額　１世帯あたり500円以上

「家族教室」のご案内

【問合】ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰういんず[担当/高橋]
　　　　住所 河北町谷地己8-6/TEL 73-3240
▽日時　12月12日(土)午前10時～正午
▽場所　寒河江市ハートフルセンター
▽対象者　どなたでも参加できます。
▽内容
　○講演「精神障がい者が地域で暮らすには」
　　鈴木由紀子氏(寒河江の庄病院、精神保健
　　福祉士)
　○「統合失調症疑似体験」ヤンセンファーマ㈱
▽参加料　無料ですので、お気軽にお越しくだ
　さい。

「第２回こどもゆきみらいコンセプション作品」

【問合･応募】やまがたゆきみらい推進機構事務局
住所 〒995-0024 村山市楯岡笛田4-5-1/TEL 0237-47-8614
　子どもたちの「雪のぬくもりや温かさ」など
雪への愛着を、創造的な感性で作品に留めても
らいたいという趣旨で、小学生の絵画作品を募
集します。
▽テーマ　「楽しかった雪の思い出」
▽応募期限　平成22年２月１日(月)
▽応募資格　県内在住の小学生
▽応募作品　画用紙四つ切サイズ。絵の具、ク
　レヨン、色鉛筆など(油絵、貼り絵などは除
　く。)
▽応募方法　個人、学校単位

 の募集

「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　大江西川線
▽制限箇所　西川町大字大井沢(根子)
　　※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

「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　陸上自衛隊 高等工科学校生徒
▽受験資格　平成22年４月１日現在で、15歳以
　上17歳未満の男子
▽受付期間　平成22年１月８日(金)まで
▽試験期日　１次試験 平成22年１月23日(土)
▽試験会場　食糧会館(山形市旅篭町3-1-4)
▽募集説明会
　○期日　12月13日(日)及び20日(日)
　○時間　両日とも午前９時から正午まで
　○場所　
　　・寒河江会場　寒河江市文化センター(寒
　　　河江市大字西根字石川西333)
　　・山形会場　自衛隊山形地方協力本部(山
　　　形市十日町4-3-21)
▽その他　詳細については、ホームページをご
　覧いただくか、上記へお問い合わせください。
　※ホームページアドレス
　　http ://www.mod.go . jp/pco/yamagata/

通行制限箇所
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冬の『安全・安心な暮らし』のために
今後、本格的な降雪期を迎えます。次の点をご確認の上、安全、安心な冬を過ごしましょう。

道路・流雪溝関係

★除雪作業にご協力を！
　道路除雪等に関して、今冬も町民のみなさん
のご協力をお願いします。また、町道除雪につ
いての要望等は、区長又は町内会長へご連絡く
ださい。

☆町民のみなさんへのお願い
　▽町道への路上駐車はご遠慮ください。路上
　　駐車があると、「除雪車が通行できない」
　　などの支障が生じます。特に夜間は路上に
　　駐車しないでください。また、来客の方に
　　もその旨をお知らせください。
　▽屋根から下ろした雪や玄関先の雪など、町
　　道に雪を出さないでください。
　▽構造物に目印を付けてください。町道沿い
　　にある家屋や塀などの構造物が、積雪で除
　　雪車の運転手から見えにくい場合がありま
　　す。構造物には赤い旗などの目印を付けて
　　ください。
　▽除雪車と一定の間隔を保ってください。作
　　業中の除雪車に近づき過ぎると非常に危険
　　です。一定の間隔を保ち、除雪車が停止す
　　るのを待つか、誘導員の指示に従ってくだ
　　さい。
　▽空き地を雪置場として利用させていただき
　　ます。町道を除雪した雪は、町道沿いの空
　　き地に置きますのでご了承ください。また、
　　町設置の雪捨て場の使用の際は、右記問合
　　せ先へご連絡のうえ、ご使用ください。

☆区及び町内会へのお願い
　▽排雪場所は、責任を持って確保してくださ
　　い。
　▽除雪路線の雪置場は、必要に応じ降雪前に
　　現地確認を行いますので、立会をお願いし
　　ます。
　▽春の雪解け前に、排雪場所の除雪や石拾い
　　を行ってください。

☆消防関係者へのお願い
　▽消火栓や防火水槽は雪囲いをし、標識を設
　　置してください。

☆その他
　注意しながら除雪作業を行いますが、次のよ
うな場合もありますのでご了承ください。
　▽一時的な通行止めを行うこと。
　▽町道を除雪した雪に混ざって、田や畑に砂
　　利等が入ること。
　▽予想を上回る降雪のため、予定時間までに
　　除雪作業が終わらないこと。

★流雪溝の利用は計画的に！
　▽流雪溝の管理をお願いします。近年町が整
　　備を進めている流雪溝は、利用者のみなさ
　　んが計画的に使用し、正しく管理すること
　　でその機能を発揮します。流雪溝管理組合

　　の規定等に基づいて、円滑な排雪を心がけ
　　てください。また、流雪溝の投雪口は、使
　　用後は必ずしっかり閉めてください。
　▽流雪溝を利用する場合は、周囲の状況や天
　　候などを十分に考慮したうえで、計画的に
　　使用してください。
　▽大量の雪の一斉投入は水上がりの原因にな
　　ります。特に、家庭用ロータリー除雪機な
　　どから、直接投入口に排雪した場合、たと
　　え雪は細かくなっていても、一度に投入さ
　　れる量が非常に多くなり、水上がりの原因
　　となります。絶対にしないでください。

★雪下ろしは早めに！
　▽家屋倒壊予防のため、屋根の雪下ろしは早
　　めに行ってください。
　▽屋根の雪が、道路や住民の方々が利用する
　　箇所に落ちないよう落雪防止対策をお願い
　　します。落雪による事故が発生した場合は、
　　その建物の所有者の責任が問われます。

★降雪前にも水路の管理を！
▽水路に落葉やごみがつまっていると融雪災害
　の原因になります。降雪前にも水路管理を行
　ってください。

★道路・流雪溝に関する問合せ先は？
　⇒ 建設水道課建設係 TEL 74-2116

水道関係

★水道管の凍結と破損防止
　▽気温の低下による水道管(特に露出してい
　　るもの)の凍結や、雪下ろしによる破損に
　　ご注意ください。
　▽特に気温が低い時は、湯沸器や温水器等の
　　水抜きも心がけてください。

★留守宅の水道管理
　▽留守宅の止水や水抜きはしていますか。現
　　在留守宅の場合は、ご親戚や隣組の方々で
　　ご確認ください。
　▽町内会館や公民館等の水道管理は大丈夫で
　　すか。これらの施設は管理者や利用者がし
　　っかり点検しましょう。

★水道管の修繕等の依頼先は？
　▽宅内水道管破損等の修繕は、給水工事指定
　　店に直接依頼してください。

★上下水道に関する災害等の問合せ先は？
　⇒ 建設水道課上下水道係 TEL 74-4411

　▽好天で気温が上がると屋根の雪が緩み、一
　　気に落下してくる危険性がありますので、
　　巻き込まれないように注意してください。

★避難経路を確保しよう！
　▽火災や災害が発生したときに避難の妨げに
　　ならないよう、常に家の周囲を除雪し、避
　　難経路を確保しておきましょう。

★煙突や吸排気口、ガスや灯油の配管は大
　丈夫？
　▽ストーブの煙突やファンヒーターの吸排気
　　口が雪でふさがったり、折れ曲がったりし
　　ていないか常に点検してください。
　▽屋根からの自然落雪や、雪下ろしで落とし
　　た雪によってＬＰＧボンベや灯油の配管が
　　はずれないように注意し、必要に応じた防
　　護策を講じてください。

★危険物の漏えいに注意！
　▽灯油などを給油するときは、終わるまで給
　　油場所を絶対に離れないでください。もし
　　灯油の流出事故等が起きた場合は、消防署
　　等にご連絡ください。

★雪崩に注意！
　短時間に多量の降雪があった場合や気温が上
昇した場合には、急斜面や積雪の多い斜面で雪
崩発生の危険があるので警戒しましょう。

★もしもの時は？
　事故発生時は応急処置を実施し、下記にご連
絡ください。

　⇒消防署 TEL 119

交通安全関係

★歩行者のみなさんへ
　▽除雪直後の道路は、大変滑りやすい時があ
　　りますので、路面の状況をよく確認して歩
　　きましょう。
　▽側溝など危険な場所には近づかないように
　　しましょう。
　▽できるだけ歩道を利用し、自らの安全を確
　　保しましょう。
　▽止まっている車の前や後ろからの横断は絶
　　対にしないでください。

★運転者のみなさんへ
　▽道路わきに雪が積もると、その影響で、非
　　常に見通しの悪くなる交差点やＴ字路があ
　　ります。十分に注意してください。
　▽急ハンドル、急アクセル、急ブレーキは交
　　通事故の原因となります。絶対にしないで
　　ください。
　▽吹雪の時などは普段以上に周囲の状況がわ
　　かりにくくなります。減速して安全運転に
　　努めてください。雪などで急に視界が遮ら
　　れたときは、慌てずに、ゆっくりと路肩に
　　停止するなど、自ら危険を回避しましょう。

★交通安全に関する問合せ先は？
　⇒ 町民税務課生活環境係 TEL 74-4404

★雪対策の徹底
　▽ブドウ棚やサクランボ雨よけハウス、農業
　　用パイプハウス等の見回りを徹底し、早め
　　の雪下ろしや除雪を行ってください。
　▽農作業小屋や冬期間使わない物置小屋等も
　　見回りを行い、早めの雪下ろしや除雪を行
　　ってください。
　▽サクランボ、リンゴ、その他果樹等の雪折
　　れに注意し、早めの雪下ろしを徹底してく
　　ださい。

★作業中の注意事項
　除雪作業は安全確保のため２人以上で行って
ください。

★農林業に関する災害等の問合せ先は？
　⇒ 産業振興課農林係 TEL 74-2113

農林関係

教育関係

　みなさんの周辺の通学路など、児童生徒が通
る場所で、屋根からの落雪や、なだれの危険性
がある場合は下記にご連絡ください。

　⇒ 教育文化課教育総務係 TEL 74-2114

福祉関係

　一人暮らし老人や老人夫婦世帯のみなさんが、
自力で雪下ろしや除雪ができない場合は、まず
各地域の民生児童委員の方々にご相談ください。
　その他、雪に関する困りごと等がある場合は

下記にお問合せください。

　⇒ 健康福祉課在宅支援係 TEL 74-3243

「歩行型除雪機による事故を防ごう！」

【問合】(社)日本農業機械工業会/除雪機安全協議会
TEL 03-3433-0415

　毎年、冬のシーズンになると全国で除雪機に
よる事故が多発しています。除雪機を使う際に
は、次の点に注意して操作しましょう。
▽作業を行う前に、必ず取扱説明書をよく読ん
　で、正しい使い方を理解しましょう。
▽雪詰まりを取り除くときは、必ずエンジンを
　停止し、回転部(オーガ、ブロワ)が完全に停
　止してから雪かき棒を使って行いましょう。
▽回転部に近づくときは、必ずエンジンを停止
　し、回転部が完全に停止してから作業を行い
　ましょう。
▽発進時は、転倒したり、挟まれたりしないよ
　う、足もとや後方の障害物には十分注意しま
　しょう。
▽除雪作業中は、雪を飛ばす方向に人や車、建
　物がないことを確認しましょう。また、除雪
　機の周囲には絶対に人を近づけないようにし
　ましょう。
☆ホームページ　http://www.jfmma.or.jp

消防･防災関係

★除雪中の事故に注意！
　▽屋根の雪下ろしを行う際は、はしごを固定
　　し、命綱をつけるなどにより転落を防止す
　　るとともに、できるだけ複数で行いましょ
　　う。また、電線や電話線の切断にも注意し
　　ましょう。
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第 １ １ ６ ３ 号 の ②
平成２１年１２月１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

「平成22年度西川町臨時職員」の募集

【問合･申込】総務企画課庶務係 TEL 74-2119

▽募集職種

▽雇用予定期間
　平成22年４月１日から平成23年３月31日まで
　
▽応募資格
　○年齢
　　平成22年４月１日現在でおおむね65歳以下とします。
　○資格など
　　募集職種表の資格・技能欄に表示されている資格・免許を必要とします。

▽申込書受付期間
　平成21年12月１日(火)から平成22年１月８日(金)の午後５時15分まで

▽応募方法
　応募用の履歴書に必要事項をご記入のうえ、上記問合せ先に提出してください。なお、資格
技能が必要な職種の方は資格を証明するもの(免許証などの写しで可)を添付してください。ま
た、身体障害者手帳をお持ちの方は、写しを添付してください。
　応募用の履歴書は上記問合せ先に準備しています。また、町のホームページにも掲載してい
ますのでダウンロードしてご利用ください。
☆ホームページアドレス
　https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/

▽勤務条件・賃金等
　○賃金及び勤務形態は職種によって異なります。
　○健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入します。

▽採用試験
　応募者多数の場合は、「面接試験」を実施しますのでご了承ください。日時等については、
受付期間終了後に通知します。　　　　

▽採用内定通知
　採用内定者には、２月上旬頃までに通知します。

施設名 職種 資格・技能 雇用予定人員

にしかわ保育園 保育士 保育士 若干名

町立病院 看護師 看護師又は准看護師 若干名

地域包括支援センター
(保健センター内)

介護予防ケアプ
ラン作成

介護支援専門員 １名
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 平成22年版「県民手帳」等の販売

【問合】総務企画課企画係 TEL 74-2112
　平成22年版の「県民手帳」、「農業日誌」、
「ファミリー日誌」、「農家暦」の購入申込み
受付を次のとおり行います。
▽頒布内容
　○県民手帳　　　　　600円(税込)
　○農業日誌　　　　1,400円(税込)
　○ファミリー日誌　1,400円(税込)
　○新農家暦　　　　　490円(税込)
▽申込方法
　購入を希望される方は、12月25日(金)までに、
各地区の統計調査員又は上記へ電話で申込みく
ださい。
　なお、申込期限以降も、上記で頒布します。
▽配布方法
　１月５日(火)以降、申込先にて代金と引き換
えにお渡しします。

「製造事業所の皆様へ～平成21年工業統計調査

【問合】総務企画課企画係 TEL 74-2112
　我が国の製造業の実態を把握するために、毎年
12月31日現在で工業統計調査を実施しています。
　この調査結果は、国や地方公共団体の行政施
策の基礎資料、企業や大学の研究資料等として
広く利用されています。調査対象となる事業所
には調査員が訪問いたしますので、ご協力をお
願いします。
　なお、調査票に記入していただいた内容につき
ましては、統計法に基づき秘密が厳守されます。
☆調査の概要
　▽調査日　平成21年12月31日現在
　▽調査対象　主として製造業を営む事業所
　▽調査方法　調査員が調査票を配布し、回収
　　します。

「放送大学４月入学生」の募集

【問合】放送大学山形学習ｾﾝﾀｰ TEL 023-646-8836
放送大学は、ﾃﾚﾋﾞやラジオを利用して授業を
行う通信制大学です。１科目でも学べます。
▽募集学生
　○全科履修生　大学卒業を目指す編入学可、
　　18歳以上
　○選科履修生　１年間在学、15歳以上
　○科目履修生　６ヶ月間在学、15歳以上
▽大学説明会　次の日程で開催します。場所は
　両日とも放送大学山形学習センターです。
　①12月４日(金)午後６時～
　②１月15日(金)午後６時～

「多重債務巡回無料相談」のご案内

【問合･申込】山形財務事務所理財課 TEL 023-641-5178
　事前にご予約のうえ、お気軽にご相談くださ
い。相談は秘密厳守、無料です。
▽相談日　12月17日(木)午前10時～午後５時
▽場所　山形財務事務所(山形市緑町2-15-3)
▽予約方法　12月10日(木)までに、上記へ電
　話で申込みください。
▽その他　上記期日にお越しいただけない場合
　は、常設無料相談窓口へご連絡ください。
　○常設無料相談窓口
　　東北財務局金融監督第三課
　　・開設日　平日の午前９時～午後５時45分
　　・電話　022-266-5703

 にご協力ください～」

町外関係機関からのお知らせ

「総合労働相談所」のご案内

【問合】山形県社会保険労務士会 TEL 023-631-2959
　ご相談には、社会保険労務士がお答えします。
▽相談期間　平成22年２月末日まで
▽相談方法
　○電話による相談　社会保険労務士会(TEL 
　　023-631-2959)にお電話してください。
　○対面による相談　錦産業会館２階(山形市
　　あこや町2-3-1)に直接お越しください。
▽相談時間　いずれも平日の午前10時～午後５時

「がん患者相談室」のご案内

【問合】山形大学医学部附属病院がん患者相談室
TEL 023-628-5159

　相談室では、がんに関する治療や検査、療養
上の悩み、医療費などについて、患者さんやご
家族の不安や心配ごとに専任相談員の看護師が
対応します。
▽受付時間　午前８時３0分～午後５時(土、日、
　祝日を除く。)
▽相談場所　がん患者相談室(病院正面玄関入
　ってすぐ左)
▽相談の方法　対面相談と電話相談(TEL 023-
　628-5159)
▽費用　がん相談に関する費用は無料です。

「やまがた育英会平成22年度入寮生」の募集

【問合】(財)やまがた育英会 TEL 03-3949-2646
　FAX 03-3949-2731/住所 〒114-0015東京都北区中里3-7-7
▽応募資格　山形県に関係ある学生で、東京及
　び周辺の大学などに通学、在学する男女学生。
　余室の場合は大学院生も可。
▽募集期間　平成22年２月18日(木)まで
▽提出書類
　○大学に進学する学生　入寮願書と高校の調
　　査書
　○大学に在学する学生　入寮願書と学生証コ
　　ピー
▽提出先　応募書類は、上記へ郵送又はFAXで
　お送りください。
▽入寮願書　上記又は県内高等学校の進路指導
　室で入手できます。
▽その他　詳細は、上記へお問い合わせくださ
　い。


