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１月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は２月１日(月)です。
　期限内に完納しましょう。
▽ 固定資産税４期　▽ 国民健康保険税７期
▽ 後期高齢者医療保険料７期　▽ 介護保険料７期

お知らせお知らせ
自動車の検査･登録手続きはお早めに！
　年度末は窓口が大変混み合います。自動車の継続検査
や、名義変更等の手続きは、お早めにお済ませください。
　登録手続きに必要な書類等の案内は、山形運輸支局
のホームページ(http://www.tht.mlit.go.jp/yg/yg-index.htm)
が便利です。⇒詳しくは山形運輸支局(TEL 050-5540-2013)へ
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２月の行事予定

　１日（月）
　２日（火）
　３日（水）申告相談（各会場）[～３月１５日]
　　　　　　子育て支援センターまめまき（子育て支援センター　午前１０時から）
　　　　　　にしかわ保育園まめまき（にしかわ保育園　午前１０時３０分から）
　４日（木）
　５日（金）
　６日（土）おはなしぴーつく来園（子育て支援センター　午前１０時３０分から）
　７日（日）第３５回町６人制バレーボール大会（町民体育館　午前８時３０分から）
　　　　　　吉川区民スキー大会（吉川区民スキー場　午前９時から）
　　　　　　六十里越街道広域連携フォーラム（山形市総合福祉センター交流ホール　午後１時３０分から）
　　　　　　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
　８日（月）
　９日（火）
１０日（水）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）※
１１日（木）建国記念日　休日当番医　横山耳鼻咽喉科医院（TEL　86-6188）
　　　　　　困りごと相談（老人福祉センター　午後１時から）
１２日（金）
１３日（土）西川少年少女自然塾　冬のプログラム[～１４日まで]
１４日（日）休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
１５日（月）町長室開放（役場　午後３時から）
１６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）
１７日（水）国民健康保険運営協議会（役場　午後１時３０分から）
１８日（木）弁護士による無料法律相談（老人福祉センター　午後１時３０分から）
１９日（金）
２０日（土）にしかわ保育園新入園児オリエンテーション（にしかわ保育園　午前１０時から）
２１日（日）第２４回間沢スラローム大会（町民スキー場　午前９時１５分競技開始）
　　　　　　休日申告相談（役場　午前９時３０分から）
　　　　　　西川町の自然体験シリーズ第４弾「岩根沢の小正月」（岩根沢地区　午前１１時から）[～２２日]
　　　　　　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
２２日（月）
２３日（火）
２４日（水）子育て支援センター給食試食会（子育て支援センター　午前１１時３０分から）
２５日（木）のびのび[５歳児]健診（にしかわ保育園　午後１時から）※
２６日（金）月山志津温泉　雪旅籠の灯り（志津温泉　午後６時から）[～２８日]
２７日（土）古文書解読講座（交流センター　午後１時３０分から）
　　　　　　第２１回大井沢雪まつり（大井沢特設会場　午前９時から）
２８日（日）第３８回西川町民スキー競技大会（町民スキー場　午前８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　あきば医院（TEL　86-4395）

　※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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「２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
☆２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。
☆２月の各診療所の診療日

役場からのお知らせ

期  日

　３日(水)

　５日(金)

１０日(水)

診療所名

岩根沢

小山

大井沢

期  日

１７日(水)

１９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

　２日(火)
午後５時30分 内科(伊藤)

　９日(火)
↓

外科(武田)

１６日(火) 内科(大河原)
午後６時30分

「忘れていませんか？健康保険の加入手続き」

【問合】町民税務課保険給付係 TEL 74-4406
　雇用の契約期間が終了し離職した場合や、会
社を退職した場合に、健康保険の加入手続きを
しないでいると、長期間にわたり医療保険証を
持っていない状況が発生し、医療機関受診時、
窓口での支払いに不都合が生じる場合もありま
す。
　西川町に住んでおり医療保険証をお持ちでな
い方は、町の国民健康保険に加入することがで
きますので、お早めに手続きください。
▽手続きに必要なもの　健康保険などの資格を
　喪失した証明書、印かん
▽手続きする場所　役場総合窓口

２４日(水) 大井沢

２３日(火) 外科(須貝)

「楽楽(らくらく)運動教室」の開催

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057 
　健康づくりのための運動教室です。どなたで
も参加できます。
▽日時　１月19日(火)午後２時～３時30分
▽場所　交流センターあいべ３階和室
▽内容　ストレッチ体操とダンベル体操
▽その他　申込みは不要です。時間までにおい
　でください。

 冬期間における「水道･下水道使用料金」の認

【問合】建設水道課管理係 TEL 74-4120
　冬期間は、積雪又は雪囲い等によりメーター
検針が不可能となるため、認定(推定)水量によ
り料金を算定します。
▽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。
▽水量の認定方法　前３ヶ月間に使用した水量
　の平均により認定します。
▽認定料金の精算　来春のメーター検針にて精
　算します。

 定について

「町道の通行制限」のお知らせ

【問合】建設水道課建設係 TEL 74-2116
　排水路整備工事のため、次のとおり通行を制
限します。
☆町道坂の上南線･坂の上線
　▽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　車両全面通行止め(夜間開放)
　▽制限期間　３月19日(金)まで

通 行 制 限 箇 所 図

【問合】村山総合支庁森林整備課森づくり推進室 
TEL 023-621-8151

　やまがた緑環境税を活用し、森づくり活動を
支援します。
▽支援する活動内容
　①森林･自然環境学習
　②自然環境の保全活動
　③豊かな森づくり活動
　④森林資源の利活用
▽募集期間　２月16日(火)まで
▽その他　詳細は、上記へお問い合わせください。

「県民参加の森づくり活動」の募集

町外関係機関からのお知らせ

「安心経営に果樹共済」

【問合】お近くの果樹共済推進員
　　又はNOSAI山形中央園芸部果樹課 TEL 023-656-8979
　　又はフリーアクセス TEL 0120-51-3205
　大型台風の襲来、記録的な異常気象等、自然
災害の脅威は、手塩にかけて育てた果実に幾度
となく襲いかかります。
　NOSAI山形中央では、ただいま果樹共済の加
入推進運動を展開中です。
　果樹共済(農業共済制度)は、自然災害から農
業経営を守る唯一の補償制度です。果樹経営安
定のため、ぜひ加入しましょう。

「チェーンソー目立て講習会」の開催

【問合･申込】村山総合支庁森林整備課 TEL 023-621-8286
　次のとおり講習会参加者を募集します。
▽日時　２月16日(火)午前９時30分～11時
▽場所　村山総合支庁西庁舎105会議室
▽内容　チェーンソーの目立て実技講習会
▽参加費　無料
▽持ち物　所有チェーンソー、丸ヤスリ
▽申込方法　２月10日(水)まで上記へ申込みく
　ださい。

「農業委員会委員選挙人名簿」の登載申請

【問合】町選挙管理委員会[総務企画課内] TEL 74-2119
　　又は農業委員会農地係 TEL 74-2113
　農事実行組合長が、農家の方のご家庭を訪問
し、申請書を配布しますので、ご記入のうえ、
ご提出ください。ご協力をお願いします。
▽申請時点　平成22年１月１日現在
▽申請要件
　○申請時点で西川町に住所を有する方
　○平成22年３月31日で満20歳以上の方
　○10アール以上の農地で耕作を営む経営者
　○上記経営者と同居する親族又は配偶者で、
　　年間おおむね60日以上耕作に従事している方
▽提出方法　農事実行組合長が回収に伺います。

「ヘリコプターによる地質調査」の実施

【問合】建設水道課管理係 TEL 74-4120
　志津地区における地すべり対策事業の基礎調
査のため、次のとおりヘリコプターを用いた空
中電磁探査を実施します。
▽期日　１月25日から２月５日までのうち３日間。
　なお、天候により順延される場合があります。
▽作業時間　午前９時～午後３時

「西川町育英奨学生」の申込み

【問合･申込】教育文化課教育総務係 TEL 74-2114
▽該当者　平成22年度に高校、専修学校、短期
　大学及び大学に入学する予定の方又は在学生。
　ただし、資格要件があります。
▽貸与期間　その学校における正規の修業期間
▽奨学金の額
　○高校･専修学校･短期大学　月額20,000円以内
　○大学　月額30,000円以内
▽返還方法　貸与期間終了後１年据え置き10年以内
▽申込方法　高校入学予定者については中学校に、そ
　の他の方は上記へ３月18日(木)まで申込みください。

「第35回西川町６人制バレーボール選手権大会

【問合･申込】交流ｾﾝﾀー 内教育文化課ｽﾎ゚ ﾂー振興係 TEL 74-3131
▽日時　２月７日(日)午前８時から監督会議、
　午前８時30分から開会式
▽場所　西川町民体育館
▽参加資格　町内に在住又は勤務する方で構成
　されたチームであること。
▽参加料　○一般チーム　2,000円
　　　　　○高校生チーム　1,000円
　　　　　○中学生チーム　無料
▽申込方法　参加申込書(交流センター事務室にあ
　ります。)必要事項を記入のうえ、参加料を添え
　て２月２日(火)まで、上記に申込みください。
▽その他　参加される方は、必ず「スポーツ安
　全保険」に加入してください。

 参加チーム」の募集

「2010年世界農林業センサス」にご協力ください。

【問合】総務企画課企画係 TEL 74-2112
　農林水産省では、２月１日現在で「2010年世
界農林業センサス」を実施します。この調査は、
我が国の農林業･農山村地域の実態を明らかに
する基本的な調査です。
　１月中旬から調査員が農林業関係者の方々を訪
問して、調査票に農林業の経営状況などの記入を
お願いしますので、ご協力をお願いします。

「新型インフルエンザ予防接種の日程」について

◎接種を希望される方は、それぞれ接種日の前日までに町立病院に予約の申込みをしてください。
◇接種料金　３,６００円
　※基礎疾患を有する方など優先接種対象の方でこれまで接種を受けていない方も２８日又は２９
　　日に接種をすることができますので、希望される方は予約の申込みをしてください。
　※１日の接種者をおおむね５０名とします。それを超えた場合は別に日程を設定し、お知らせし
　　ますので、よろしくご理解をお願いします。
　※２月以降も対象者を順次拡大し、予防接種を行っていく予定です。

【問合･申込】町立病院 TEL 74-2211�
　新型インフルエンザの予防接種の優先接種のスケジュールが、高校生の年齢に相当する方は１月
18日から、健康な65歳以上の方は１月25日からに前倒しになります。町立病院では、下記の日程
で優先接種を行います。

対　象　者 期　　日 時　間（受付時間） 場　　所

高校生(相当する年齢の方) １月２７日(水) 午後６時(午後５時３０分～６時) 町立病院

１月２８日(木)
　　２９日(金)

６５歳以上の方(※町民の方)
１歳未満児の保護者

午後２時(午後１時３０分～２時) 保健センター


