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第 １ １ ６ ４ 号
平成２１年１２月１５日発行
西 川 町 役 場
https://www.town.nishikawa.
yamagata.jp

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

お知らせお知らせ
次回の『お知らせ』等の発行日について
・『お知らせ』･･･１月４日(月)
・『ﾈｯﾄﾜｰｸにしかわ(新春号)』･･･１月４日(月)
　上記のとおり各町内会長さんへ配達します。よろ
しくお願いします。
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「準デジタル･アーキビスト資格取得講座」のご案内

【問合】山形県生涯学習ｾﾝﾀｰ TEL 023-625-6411
　　　　FAX 023-625-6415/ﾒｰﾙ yama@gakushubunka.jp 
▽期日　平成22年１月30日(土)･31日(日)
▽場所　遊学館(山形市緑町1-2-36)
▽受講料　無料。ただし、資格認定機構の受験
　料5,000円は、自己負担になります。
▽申込　FAX又はEメールで、郵便番号･住所･氏
　名･電話番号･Eメール･所属を明記のうえ、１
　月15日(金)まで上記へ申込みください。

「年末年始の火災予防」について

【問合】西村山広域行政事務組合消防本部 TEL 86-2595
　今年も残すところ、あとわずかとなりました。
これからは日増しに寒さが加わり、暖房器具等の
使用も多くなります。火を取扱う際には、下記の
点に十分注意し、明るい新年を迎えましょう。
☆冬期間のわが家の防火
　①洗濯物は、ストーブの上で乾燥していませ
　　んか。大変危険です。
　②石油暖房器具は、必ず火を消してから給油
　　してください。
　③煙突は、大丈夫でしょうか。雪で壊れない
　　ように固定してください。
　④LPGボンベは、落雪などにより配管が外れ
　　ないように注意してください。
　⑤お出かけ前、お休み前に、もう一度火の元
　　点検を行いましょう。
☆油流出事故多発！取扱注意！
　①ホームタンクから給油するときは、絶対に
　　その場を離れないようにしましょう。
　②落雪や除雪時の配管破損･脱落に注意し、
　　日常の定期点検に努めてください。
　③油漏れを起こしたとき、発見したときは、
　　消防署等へ連絡してください。

 教育資金の準備お済みですか。「ふるさと奨

【問合･申込】東北労働金庫寒河江支店 TEL 86-2210
　「ふるさと奨学ローン」とは、人材育成と県
内への就職促進のための教育ローン制度です。
　また、この制度を利用すると、ご子弟が卒業
後に県内に就職･就業した場合は、それ以降の
利子に対して元金200万円を限度に山形県勤労
者育成教育基金協会から年1.00％の利子補給が
受けられます。
▽融資対象　大学･短大･高校･専門学校等の学
　資金、住居･生活資金など
▽融資限度額　最高　1,000万円まで
▽融資金利(固定金利)
　○５年固定　年2.70％(保証料0.5％含む。)
　○７年固定　年3.05％(保証料0.5％含む。)
　○10年固定　年3.35％(保証料0.5％含む。)
　　※在学期間中の負担軽減として、特約期間
　　　(最長６年間)を特別金利(年1.8％保証料
　　　含む。)と最小返済額での「仕送りサポ
　　　ート返済」のご利用もいただけます。平
　　　成22年４月30日申込みまでの特別金利で
　　　す。詳しくは上記へお問い合わせくださ
　　　い。
▽融資期間　最長10年
▽保証　山形県労信協の保証が必要です。

「山形県の特定(産業別)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
　県内で次の事業を営む使用者に使用される労
働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を
含む。)に適用される特定(産業別)最低賃金が
改正されました。

 学ローン」のご案内

 ご利用ください、町との提携ローン「生活応

【問合･申込】東北労働金庫寒河江支店 TEL 86-2210
　安心してお使いいただける「生活応援ロー
ン」は、町と東北労働金庫が協力し低利で融資
する制度です。自動車購入･教育資金･医療費･
冠婚葬祭などの生活資金全般にご利用いただけ
ます。
▽対象者　町内にお住まいの会社や商店に１年
　以上お勤めの方で、組合組織がない方など
▽融資額　150万円以内
▽金利　年2.00％(固定金利)
▽保証料　年0.30％(県労信協の保証、貸付時
　に一括払い)
▽融資期間　７年以内

 援ローン」のご案内
特定(産業別)
最低賃金

電気機械器具
等製造業

最低賃金

１時間 715円

効力発生日

一般産業用機
械等製造業

１時間 730円

自動車･同附
属品製造業

１時間 731円

平成21年12月25日

自動車整備業 １時間 733円

家具製造業
１時間
１　日

636円
5,085円

平成10年３月４日

医療用機械器
具等製造業

１時間
１　日

平成８年１月10日
634円

5,070円

「老人福祉センターの年末の休館」について

【問合】西川町社会福祉協議会 TEL 74-5677
　12月29日(火)から12月31日(木)まで老人福
祉センターは休館となります。
　新年は、１月１日(金)から営業しますので、
各種団体の新年会等でご利用ください。
　海味温泉も元日から通常営業しますので、皆
様お越しください。

町外関係機関からのお知らせ

　なお、上記に該当しない労働者は、山形県最
低賃金(１時間631円)が適用になります。

１月の行事予定
　１日（金）元日　休日当番医　陵南眼科クリニック（TEL　83-3456）
　２日（土）休日当番医　高橋医院（TEL　87-1001）
　３日（日）休日当番医　武田婦人科内科医院（TEL　86-2641）
　４日（月）官公庁 御用始め
　　　　　　新春名刺交換会（交流センター　午後４時から）
　　　　　　消防署西川分署特別点検（消防署西川分署(役場駐車場) 午前８時３０分から）
　５日（火）
　６日（水）
　７日（木）
　８日（金）
　９日（土）
１０日（日）休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
１１日（月）成人の日　休日当番医　西川産婦人科小児科医院（TEL　86-3215）
　　　　　　困りごと相談（老人福祉センター　午後１時から）
１２日（火）
１３日（水）
１４日（木）にしかわ保育園の小正月 もちつき大会（にしかわ保育園　午前９時４５分から）
１５日（金）にしかわ保育園の小正月 だんごさし（にしかわ保育園　午前９時３０分から）
１６日（土）
１７日（日）第５３回婦人会一口発表会･第１６回婦人会リサイクルバザー（交流センター　午前９時３０分から）
　　　　　　第４回ゆきんこ祭り（自然と匠の伝承館　午前１０時から）
　　　　　　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
１８日（月）町長室開放（役場　午後３時から）
１９日（火）
２０日（水）
２１日（木）３歳児健診（保健センター　午後１時１５分から）※
２２日（金）
２３日（土）古文書解読講座（交流センター　午後１時３０分から）
　　　　　　西川町生涯学習総合表彰式（交流センター　午後１時３０分から）
　　　　　　町立図書館おはなし会（町立図書館　午前１０時３０分から）
２４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　平野医院（TEL　84-5500）
２５日（月）
２６日（火）
２７日（水）
２８日（木）
２９日（金）にしかわ保育園お店屋さんごっこ（にしかわ保育園　午前１０時から）
３０日（土）
３１日（日）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　12月24日(木)午前10時～11時
▽場所　保健センター

役場からのお知らせ 「１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
☆１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、祝日を除く。)
▽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。
☆１月の各診療所の診療日

期  日

　６日(水)

　８日(金)

１３日(水)

診療所名

岩根沢

小山

大井沢

期  日

２０日(水)

２２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

　５日(火)
午後５時30分 内科(伊藤)

１２日(火)
↓

外科(武田)

１９日(火) 内科(大河原)
午後６時30分

２７日(水) 大井沢

２６日(火) 外科(須貝)

町内関係機関からのお知らせ

「中小企業年末特別金融相談」のご案内

【問合】西川町商工会 TEL 74-3135
　年末に「中小企業年末特別金融相談窓口」を
設置し、町内企業者の相談に対応します。お気
軽にご利用ください。
▽日時　12月29日(火)午前９時～午後３時
▽場所　西川町商工会

「月山スキークラブスキー講習会」の開催
【問合】月山スキークラブ事務局 TEL 090-7934-6749
　スキー技術の向上と冬場の体力づくりを目的
に下記のとおりスキー講習会を開講します。
▽対象　小学生児童及びその保護者
▽練習日　平成22年１月13日(水)から毎週水曜日
▽時間　午後７時～午後8時30分
▽会場　町民スキー場
▽指導者　月山スキークラブ(県スキー連盟イ
　ンストラクター）
　○代表　月山スキークラブ会長　秋場啓司
　○事務局　月山スキークラブ　西谷輝彦
▽参加費　１人1,000円(スポーツ傷害保険加入料等)
▽申込み　申込み用紙(交流センター窓口、ス
　キー場管理センターにあります。)に必要事
　項をご記入の上、練習日に持参してください。
▽その他　
　○初回練習日(平成22年１月13日(水))にス
　　キー場管理センターで開講式、オリエン　
　　テーションを行いますので、申込児童、保
　　護者の方はご出席ください。
　○途中からの申込みも可能です。

「平成21年度西川町職員(看護師)採用試験」の実施

【問合】総務企画課庶務係 TEL 74-2119
　平成22年度採用予定の西川町職員(看護師)の
採用試験を次のとおり実施します。
▽職種及び採用予定人員
　○医療職(看護師)　若干名
▽受験資格
　(1)年齢要件･資格要件等
　　平成22年４月１日現在で40歳未満の方で、
　看護師の資格を有する方又は平成21年度資格
　取得見込みの方
　(2)住所要件　なし
　(3)次のいずれかに該当する方は受験できま
　　 せん。
　　①日本国籍を有していない方
　　②地方公務員法第16条に該当する方
▽試験期日及び試験科目等
　(1)試験日時　平成22年１月29日(金)午前９
　　 時30分から
　(2)試験科目　看護師適性検査、作文試験及
　　 び面接試験
　(3)試験会場　西川町役場
▽受験手続き
　(1)申込用紙の請求先
　　〒990-0792　西村山郡西川町大字海味510番地
　　西川町役場総務企画課庶務係(TEL 74-2119)
　　◇郵送で請求の場合は、封筒の表に「受験
　　　案内請求」と朱書きし、120円切手を貼
　　　付しあて先明記の返信用封筒(角型２号)
　　　を同封してください。　
　(2)申込み　受験申込書及び受験票に所要事
　　 項を記入し、最近撮影の上半身の写真を
　　 貼り、切手を添付のうえ、上記に提出し
　　 てください。
　(3)受付期間及び受付時間
　　①受付期間　12月15日(火)～平成22年１
　　　月15日(金)(土、日、祝日を除く。)
　　②受付時間　午前８時30分～午後５時15分
　　　※郵送による場合は締切当日まで必着のこと。
▽勤務条件･給料等
　(1)週休２日制、年次有給休暇、病気休暇、
　　 介護休暇、夏期休暇等
　(2)給料及び扶養手当、住居手当、通勤手当、
　　 期末勤勉手当等は、西川町職員の給与に
　　 関する条例、規則に基づいて支給されます。
▽その他　不明な点は上記へお問い合わせくだ
　さい。

「生涯学習支援施設の冬期閉鎖」について

【問合】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
　次の施設が冬期間休館となります。
▽施設名　生涯学習支援施設(旧西部中学校校
　舎及び体育館)
▽閉鎖期間　12月27日(日)～平成22年３月31日(水)

「町民スキー場のオープン」について

【問合】交流ｾﾝﾀｰ教育文化課ｽﾎﾟｰﾂ振興係 TEL 74-3131
　町民スキー場が次のとおりオープンします。
　開設期間は、12月18日(金)(スキー場開き)か
ら平成22年３月22日(月)までを予定しています
が、積雪の状況によって変わる場合があります。
☆スキー場開き(安全祈願祭)
　▽日時　12月18日(金)午前11時～
　▽場所　管理センター前ゲレンデ
　▽その他　積雪がある場合は当日昼から通常
　　営業になります。
☆リフト営業時間
　▽平日営業時間
　　○午後４時～９時
　▽土･日･祝日営業時間
　　○午前９時～午後４時30分
　　○午後５時30分～９時
　▽年末年始(12月26日(土)～１月３日(日))
　　○午前９時～午後４時30分
　　○午後５時30分～９時

種　類

１日券

半日券

11回券

１回券

☆リフト料金

シーズン券

ナイター券

大　人

2,000円

1,000円

1,200円

120円

16,000円

1,000円

中学生以下

1,000円

500円

500円

50円

8,000円

500円

　※シーズン券の申込みは顔写真(横３cm×縦４cm)
　　を持参のうえ､スキー場リフト券売場(TEL 74-
　　4055)又は月山観光開発(株)(TEL 74-2218)に申
　　込みください。
☆スキー場管理センターの営業時間
　▽平日
　　○午後４時～９時
　▽土･日･祝日･年末年始(12月26日(土)～１月３日(日))
　　○午前９時～午後９時

 冬期間における「水道･下水道使用料金」及び

【問合】建設水道課管理係 TEL 74-4120
　冬期間は、積雪等によりメーター検針が不可能と
なるため、認定(推定)使用水量で料金を算定します。
☆適用期間　１月請求分(12月使用分)から検針
　可能になるまで。ただし、12月初旬のメータ
　ー検針ができなかった方については、12月請
　求分から認定料金とします。

「水道の凍結事故と予防」について

１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)

１月１日(金)

　　２日(土)
寒河江市白岩
TEL　87-1001

　　３日(日)

　　10日(日)

寒河江市中央
TEL　86-2641

陵南眼科クリニ
ック

寒河江市仲谷地
TEL　83-3456

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

　　11日(月)
西川産婦人科小
児科医院

寒河江市寒河江
TEL　86-3215

　　17日(日) 町立病院
西川町海味
TEL　74-2211

　　24日(日) 平野医院
寒河江市小沼
TEL　84-5500

　　31日(日) 町立病院
西川町海味
TEL　74-2211

「交流センターあいべ･町民体育館･町立図書

【問合】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課 TEL 74-3131
  年末年始における休館日は次のとおりです。
▽交流センターあいべ及び町民体育館
　12月30日(水)～平成22年１月１日(金)
▽町立図書館
　12月28日(月)～平成22年１月４日(月)

 館」の年末年始の休館日

☆認定料金の精算方法等　来春、メーター検針
　が可能になり次第、お知らせします。
☆凍結事故と予防について　一般に水道の場合
　は、気温が－４℃以下になると日中においても、
　凍結事故が増えてきますので、次のようなとこ
　ろは、特に注意しましょう。
　・屋外で露出している水道管
　・北向きで風当たりが強い水道管
　また、長期間、家を留守にする場合は、休止
　手続きをお勧めします。
☆水道の開栓･閉栓の申込みについて
　事前に　届出書の提出が必要です。
　▽手続き方法　事前に直接来庁し、届出書を
　　提出するか、開栓･閉栓日当日に立会いの
　　うえ、その場で届出書を提出してください。
　　上記が困難な場合は、ご相談ください。
　▽受付時間　午前８時30分～午後５時15分
　　(土、日、祝日は除く。)
　▽受付場所　水道管理センター
　▽手数料　1,000円(原則として申込みの際、
　　納付してください。)
　▽注意事項　電話のみの受付は行いません。
　　必ず書面で本人の意思を確認したうえでの
　　開栓･閉栓となります。土、日、祝日及び
　　時間外の開栓･閉栓は行いません。
　　また、止水栓周辺に積雪がある場合は、事
　　前に除雪してください。


