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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

２月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は３月１日(月)です。期限内に完納しましょう。
▽ 国民健康保険税８期　▽ 介護保険料８期　▽ 後期高齢者医療保険料８期

「寒河江地区クリーンセンター嘱託職員」の募集

【問合･申込】寒河江地区ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ TEL 84-4225
▽職種　クリーンセンター嘱託員(非常勤)
▽内容　施設管理業務等
▽募集人員　２名
▽要件　平成21年12月31日以前から寒河江市、
　河北町、大江町、朝日町、西川町に住所を有
　している方
▽雇用期間　平成22年４月１日から１年間
▽申込等　３月10日(水)までに履歴書を上記に
　提出ください。
▽その他　賃金･勤務条件等の詳細については
　上記に問合せください。

町外関係機関からのお知らせ

「やまがた産業･企業･就職ガイダンスin仙台」の開催

【問合】山形県雇用労政課 TEL 023-630-2711
　県外に進学された皆さんの県内企業への就職を
支援するために、企業説明会を開催します。当日
は、企業ブースごとの製品展示や企業説明、山形
県若者就職支援センター及び山形県地域共同就職
支援センターの相談コーナーも設置します。
　山形県の企業のことをもっと詳しく知りたい
方、ぜひご来場ください。
▽参加対象　主として大学、短大、高専、専修
　学校等の学生で平成23年３月以降卒業予定の
　方(開催日現在、最終学年でない方)
　※就職活動時期を迎える大学３年生、短大、
　　専修学校生はもちろん、１年生からの参加
　　も大歓迎です。
▽開催日程　３月５日(金)午後１時～午後５時
▽会場　仙台市情報･産業プラザ多目的ホール(Ａ
　ＥＲビル５階)
▽その他　山形県ホームページ (http ://www.p
　ref .yamagata . jp)に詳細を掲載していますの
　で、ご覧ください。　

「第８回新入学おめでとう西村山大会」の開催

【問合･申込】山形新聞寒河江支社 TEL 86-4241
▽期日　２月28日(日)
▽時間　午後０時30分開場･午後１時30分開演
▽場所　寒河江市民文化会館
▽対象　平成22年４月に寒河江西村山１市４町
　の小学校に入学予定の新１年生
▽内容　歌やぬいぐるみショー、抽選会など(お
　祝袋のプレゼントもあり)
▽入場料　無料。ただし、入場券が必要になり
　ますので、事前に申込みください。

「高卒求人が不足しています！」

【問合】ハローワーク寒河江 TEL 86-7723
　　又は山形労働局職業安定課 TEL 023-626-6109
　県内における平成22年３月新規高卒者の就職
内定状況は、11月末現在において、求人数が前
年同時期比で42.3％減少する中、就職内定率が
71.9％となっており、760人の生徒が内定を得
られていないという例年にない大変厳しいもの
となっています。
　このままでは、多数の生徒が未内定のまま卒
業を迎え、次代を担う若年者の人材育成及び地
元定着に支障をきたすことが懸念されます。
　事業主の皆さまにおかれましては、大変厳し
い経済情勢の中ではありますが、今一度新規高
卒者の採用についてご検討いただき、可能な限
り早期の求人票提出、採用枠の拡大についてよ
ろしくお願いします。

「平成22年(社)寒河江法人会新春講演会」の案内

【問合】(社)寒河江法人会[担当/橋本] TEL 86-1245
▽日時　２月12日(金)午後３時から
▽場所　ホテルシンフォニー･アネックス(寒河江市)
▽講師　島田洋七 氏
▽演題　「がばいばあちゃんと今の俺」
▽対象　一般市民、町民
▽参加料　無料

「ふれあい看護体験」の参加者募集

【問合･申込】山形県看護協会 TEL 023-685-8033
　住所 〒990-2473　山形市松栄1-5-45
　病院や福祉施設で患者さん達とのふれあいを
通して、命や医療、看護について考えてみませ
んか。
▽期日　５月９日(日)～15日(土)の期間での
　施設実施日。西川町立病院は、５月15日(土)
　になります。
▽体験できる施設　西川町立病院など県内の病
　院福祉施設等
▽対象　高校生以上で初めて参加される方
▽応募方法
　○高校生の方　学校を通じて申込みください。
　○高校生以外の方　下記の内容をハガキに明
　　記し、申込みください。
　　①住所(郵便番号)　②氏名(ふりがな)
　　③性別　④年齢　⑤職業又は学校名
　　⑥電話番号(日中、連絡の取れるところ)
　　⑦希望する施設名　⑧白衣のサイズ
▽申込期間　２月15日(月)～25日(木)必着
▽その他　施設ごとの定員により体験施設を調
　整させていただく場合があります。

「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。(空欄の職
　　種は、必要ありません。)
　○住所要件　原則として、西川町内に住所を有する方としますが、指定する免許取得者につい
　　てはこの限りではありません。
▽申込書受付期間　２月15日(月)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、写しを添付のうえ、必要な配慮等を書き添えてく
　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。
　○学校の場合の勤務地は、雇用通知等により指定します。
　○基本的に、健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入となります。
▽採用試験　応募者多数の場合は、書類による選考としますが、必要に応じて「面接試験」を実
　施する場合がありますのでご了承ください。日時等については、受付期間終了後に各自に通知
　します。　　
▽採用内定通知　採用内定通知は、３月上旬ごろに通知します。

施　設　名 職　　　種 資　格・技　能 雇用予定人員

議会事務局 事務補助 １名

保育園

保育士 保育士 若干名

保育補助 若干名

業務員 １名

学校
調理師 調理師免許又は経験者 若干名

業務員 若干名

教育委員会 放課後子どもプランコーデネーター １名

大井沢支所
事務補助・医療事務 １名

自然と匠の伝承館管理業務及び体
験指導

１名

交流センター 宿直員 若干名

町立病院

宿直員兼内視鏡助手 若干名

宿直員 １名

自動車運転手兼ボイラー技師
普通自動車運転免許及
びボイラー技師

１名

業務員 １名

「ダンス初心者」の募集

【問合】レッツダンスさがえ[担当/結城] TEL 86-8173
　　又は[担当/酒井原] TEL 86-3322
　一緒にダンスをスポーツとして楽しみません
か。４月開講まで随時受付、準備講習をしてい
ます。
▽日時　毎週日曜日午後７時30分～９時30分
▽場所　寒河江市西部地区公民館
▽会費等　入会金1,000円、月会費1,000円
▽その他　詳細は、上記へお問い合わせくださ
　い。
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「期間採用の臨時職員」の募集

【問合･申込】総務企画課庶務係 TEL 74-2119
☆募集職種
▽道路工手(町道維持管理)
　○募集人員　３名
　○勤務期間　平成22年４月１日～11月30日
　○勤務時間　午前８時30分～午後５時15分
　○募集要件　平成22年４月１日現在でおおむ
　　ね60歳以下で町内に住所を有し、普通自動
　　車運転免許をお持ちの方
▽寒河江ダムスポーツ広場(芝刈、草刈、受付業務)
　○募集人員　１名
　○勤務期間　平成22年6月1日～10月31日
　○勤務時間　午前８時30分～午後５時15分
　○募集要件　平成22年４月１日現在でおおむ
　　ね65歳以下で町内に住所を有し、普通自動
　　車運転免許をお持ちの方
▽町営仁田山放牧場の監視員
　○募集人員　２名
　○勤務期間　平成22年５月１日～11月30日
　○募集要件　平成22年４月１日現在でおおむ
　　ね65歳以下で町内に住所を有し、トラクタ
　　ーの運転･操作ができる方
☆申込書受付期間及び応募方法
　２月15日(月)の午後５時15分まで、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、写しを添付の
うえ、必要な配慮等を書き添えてください。
　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/
☆社会保険等
　基本的に、健康保険、厚生年金保険、雇用保
険への加入となります。
☆採用等
　申込多数の場合は、選考により採用者を決定
します。

２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)

２月７日(日)

　　11日(木)
寒河江市元町
(TEL 86-6188)

　　14日(日)

　　21日(日)

西川町海味
(TEL 74-2211)

町立病院
西川町海味
(TEL 74-2211)

横山耳鼻咽喉科
医院

町立病院

町立病院

西川町海味
(TEL 74-2211)

　　28日(日) あきば医院
寒河江市末広
(TEL 86-4395)

「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　２月10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７月･８月に生まれた児
　○よちよち　平成21年２月･３月に生まれた児
　○すくすく　平成21年９月･10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)
▽その他　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。

「ハイチ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、ハイチ地震被災者に対
する救援金を受け付けています。皆さまのご協
力をよろしくお願いします。
▽受付期間　２月12日(金)まで
▽受付場所　役場町民税務課総合窓口係、保健
　センター

「２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　２月15日(月)
▽開放時間　午後３時～７時(対話時間は30分)
▽申込期限　２月12日(金)まで

「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
☆２月の子育て支援センター
　▽１日(月)、５日(金)、９日(火)
　　新入園児実態調査のため、休みです。
　▽６日(土)　おはなしぴーつく来園
　　午前10時30分～
　▽15日(月)　園行事のため、午前休みです。
　▽16日(火)  身長体重測定　午前10時～11時
　　○保健師が測定します。
　▽20日(土)　新入園児オリエンテーションの
　　ため、休みです。
　▽24日(水)　給食試食会　午前11時30分～
　　○２月５日(金)まで申込みください。(先着
　　　10組)
☆その他
　▽３月２日(火)に、ひな祭り会を予定してい
　　ます。参加をご希望の方は、２月19日(金)
　　まで申込みください。(先着15組)
　▽支援センター増築工事のため、利用者の皆
　　さまにはご不便をおかけしていますが、ご
　　協力よろしくお願いします。

「第38回西川町民スキー競技大会」の開催

【問合･申込】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課ｽﾎﾟｰﾂ振興係
TEL 74-3131

▽日時　２月28日(日)午前８時30分から開会式
▽場所　町民スキー場(中級コース･ロッジ前斜面)
▽種目　大回転、回転競技
▽組別　①小学２年以上４年以下男子、②小学
　２年以上４年以下女子、③小学５年男子、④
　小学５年女子、⑤小学６年男子、⑥小学６年
　女子、⑦中学･高校男子、⑧中学･高校女子、
　⑨青年男子(18歳～29歳)、⑩一般女子、⑪
　壮年前期男子(30歳～39歳)、⑫壮年後期男
　子(40歳～)※平成22年１月１日現在での年齢
▽参加資格　小学２年生以上で、西川町内に居
　住又は勤務されている方
▽参加申込方法等　２月23日(火)までに、申込
　用紙(交流センター事務室にあります。)に必
　要事項を記入のうえ、参加料を添えて申込み
　ください。なお、小･中･高校生の申込みには、
　保護者の方の承認(印鑑･認めで可)が必要で
　す。
▽参加料　○高校生以下　500円
　　　　　○一般　1,000円
▽その他　
　○参加選手は、「スポーツ安全保険」に必ず
　　加入してください。ケガをされた場合当事
　　務局では責任を負いかねます。
　○出走順は、大会事務局の公平な抽選にて決
　　定します。
　○競技はすべて中級コース(ロッジﾞ前斜面)
　　で行い、上級コース(東斜面)と初級コース
　　(西斜面)は、一般開放します。
　○大会当日の参加申込みは、受け付けません。
　○参加選手は、大会当日、正午までリフト利
　　用が無料となります。

「新型インフルエンザ予防接種費用」の払い戻し

【問合･申込】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課健康推進係
 TEL 74-5057

　新型インフルエンザ予防接種の接種費用助成
対象者の方で、町からの接種券を使用しないで
接種を行った方に対して、接種費用の払い戻し
(償還払い)を行います。
　該当される方は、次のとおり上記へ申込みく
ださい。
▽受付期間　２月５日(金)～３月19日(金)(土、
　日、祝日を除く。)
▽受付時間　午前８時30分～午後５時30分
▽申込先　健康福祉課健康推進係(保健センター内)
▽手続に必要なもの
　①町が配布した無料接種券
　②接種済証又は母子健康手帳など、予防接種
　　の確認ができる物
　③接種費用の払い戻し分を送金する預金通帳
　　又は口座番号の写し

町内関係機関からのお知らせ

「法律相談所」の開設

【問合･申込】西川町社会福祉協議会 TEL 74-5677
　弁護士による無料法律相談所を次のとおり開
設しますので、お気軽にご相談ください。
▽日時　２月18日(木)午後１時30分～４時
▽会場　老人福祉センター
▽申込　相談は予約制のため、事前に上記へご
　連絡ください。

「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、それぞれ接種日当日まで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、幼児、小･中･高校生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、接種をすることができます。
※住民税非課税世帯の方及び生活保護世帯の方には、接種料金の助成制度(全額)があります。あら
　かじめ送付される無料接種券を接種時にお持ちください。

【問合･申込】町立病院 TEL 74-2211�
　これまで優先接種の対象外であった健康な成人の方への新型インフルエンザ予防接種が、１月25
日から開始されることになりました。
　これに伴い、町立病院では、下記により予防接種を行います。

期　　日 時　間（受付時間） 場　　所

２月　８日(月) 午前11時30分（午前11時～11時30分）

町立病院

２月　９日(火)

２月１８日(木)

２月２３日(火)

２月２４日(水)

夜間　午後６時(午後５時30分～６時)

午前11時30分（午前11時～11時30分）

夜間　午後６時(午後５時30分～６時)

午前11時30分（午前11時～11時30分）


